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序
昭和34年10月に大垣市民病院が誕生して56年が過ぎた。西濃地区の大病院として長く地

域医療の進歩と高度化に寄与し、市民、県民の命を守ってきた。岐阜県では平成27年6月

にスタートした地域医療構想会議（厚労省主導）が今後の医療サービスの在り方を大きく

変えようとしている。当院は西濃地区のセンター病院として益々高度急性期および急性期

医療に特化しなければならないし、周辺の100床から300床規模の中小病院と密な医療ネッ

トワークを構築して、無駄のない効率的な医療を誘導する基幹病院とならなければならな

い。当院はDPC II群病院の中では係数だけ見れば決して上位ではないが公立病院として

は日本で第2位の黒字率を捻出している。理由は簡単である。職員一人一人ががむしゃら

に働くからである。しかしそんな高度成長期の日本のような姿は過去の遺物であり、これ

からの日本の医療のみならず社会には適合しない。統一したヴィジョン、洗練された行動

規範、華燭ではないが充足する医療機器、公正で潔白な医療スタッフ、大垣市民病院に必

要なものはこれだけである。お飾りの高額医療機器も、饒舌だが経験不足の医師も、患者

を見ずに電カルと対峙する医療スタッフも不必要である。今、大垣市民病院の置かれてい

る状況はまさに日本の医療が抱えている全ての事項を内包する。逆にいえば当院こそが将

来の医療の在り方を占うモデル病院である。本年4月に院長に就任して以来私が目指す病

院とはまさにネットワーク医療の実践であり、単体としてではなく周辺病院と密な連携を

もって地域に貢献する病院である。巨大災害時には当院が最後の砦にならなければならな

いし、平時においてはいかに効率よく（医療費を最小限にするために）ネットワーク医療

を展開できるか、今はまだ革命的改革の緒に着いたところである。今後の10年でスピード

感をもって改革が達成できることを願っている。チャンスは無限に存在する。

当院の年報も長い歴史があるが支出削減のため今回からデジタル版に変更した。学会発

表に論文作成は医師としてのノルマである、それ以上でも以下でもない。チーム医療が叫

ばれる今日、全ての医療スタッフが医師以上に向学心、探究心をもって日常診療はもちろ

ん学術面でも貪欲に上をめざすのが当院の真骨頂であろう。

平成27年11月

大垣市民病院　院長
 金　岡　祐　次
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特定健康診査からひろい上げた糖尿病ハイリスク群に対する
糖負荷試験勧奨と保健および医療介入の有効性

糖尿病腎臓内科
　　傍 島 裕 司　　柴 田 大 河　　藤 谷 　 淳
和田医院
　　和 田 育 穂
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HEPATOLOGY 60（2）；762－763，2014

CORRESPONDENCE

Postinterferon a-Fetoprotein Elevation and Risk of Hepatocellular Carcinoma
Development After Sustained Virological Response: Cause or Results?

To the Editor:

We read with interest the article by Asahina et al.,1 which
clearly demonstrated a higher incidence of hepatocellular carci-
noma (HCC) in patients with higher levels of a-fetoprotein (AFP)
after interferon-based antiviral therapy. There was a surprisingly
high incidence of HCC (almost 50%) in patients who achieved
sustained virological response (SVR) but whose postinterferon
(IFN) AFP levels were higher than 20 ng/mL.

There are two distinct patterns of HCC development after
SVR. In one pattern, HCC develops after the eradication of hepa-
titis C virus (HCV). This pattern is associated with the residual
potential for hepatocarcinogenesis after SVR, which may be sig-
naled by elevated AFP after IFN. The other pattern involves HCC
that was too minute to be detected before and just after IFN treat-
ment, but grew enough to be visualized on imaging studies during
post-SVR follow-up. Previous studies of HCC tumor volume dou-
bling time suggest that some minute HCC tumors would take sev-
eral years to be detected by imaging modalities.2 Some patients
who achieved SVR, therefore, might have had minute, undetectable
HCC at the time of SVR. Although the authors described exclud-
ing patients with HCC based on imaging studies, such modalities
always have limitations in their ability to detect minute HCC (for
example, <5 mm in diameter). In particular, the ability of imaging
modalities to detect minute HCC was unsatisfactory during the
earlier part of the study period (1990s).

Their Fig. 2F suggests a specific feature in the cumulative inci-
dence curves for HCC based on post-IFN AFP levels in patients
with SVR. Among patients who did not achieve SVR, the incidence
of HCC continued to increase gradually according to the number of
years after SVR. This includes patients with high post-IFN AFP lev-
els, whose HCC incidence curves were similar to incidence curves
stratified by post-IFN ALT levels. In contrast, in patients with SVR,
cumulative HCC incidence curves according to post-IFN AFP levels
were different. The incidence of HCC in patients with post-IFN
AFP �20 ng/mL and with post-IFN AFP �10 ng/mL and

<20 ng/mL increased rapidly until 3 to 4 years after SVR, with
only a few patients developing HCC thereafter. This feature could
be due to the detection of preexisting minute HCC after SVR. Was
the post-IFN AFP elevation observed in these patients a marker of
enhanced hepatocarcinogenesis or an existing HCC?

It will be difficult to determine whether elevated levels of AFP
were produced by HCC without visible HCC on imaging studies.
It would be interesting to check the fucosylated fraction of AFP
(AFP-L3), a more specific marker that has been reported as a
marker of minute HCC,3 if post-IFN AFP-L3 data were available.

HIDENORI TOYODA, M.D., PH.D.
TAKASHI KUMADA, M.D., PH.D.
TOSHIFUMI TADA, M.D.
Department of Gastroenterology
Ogaki Municipal Hospital
Ogaki, Gifu, Japan
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肝胆膵 68（5）；655－660，2014

655

特集
修復の病理学

慢性肝・胆道・膵疾患の進展と改善　

慢性ウイルス性肝炎の進展と改善
─C型─

豊　田　秀　徳＊	 熊　田　　　卓＊	 多　田　俊　史＊

奥　田　清　司＊＊	 舘　　　佳　彦＊＊＊	 平　井　孝　典＊＊＊

索引用語：C型慢性肝炎，HCV排除，肝線維化，肝発癌

肝胆膵　68（5）：655–660，2014

1 はじめに

　C型慢性肝炎，肝硬変に対するC型肝炎ウ
イルス（HCV）の排除をめざした抗ウイルス
療法の最終的な目的は，C型肝炎の進行に伴
う合併症の予防である．C型慢性肝炎症例に
おいては経過とともに肝線維化が進行し，高
率に肝細胞癌を発生する．また肝線維化の進
行は肝細胞癌発生の危険因子の1つであると
いう報告がなされている．したがって抗
HCV療法による著効（SVR）例，HCV排除例
では肝組織所見の改善，すなわち肝線維化の
改善が期待され，この改善が肝細胞癌発生の
抑制につながると考えられる．
　C型慢性肝炎におけるSVR後の肝組織像の
変化については今までにいくつかの検討がな
されており，いずれも肝線維化が改善するこ
とが報告されている 1~3）が，SVR後の肝組織
像の変化についての検討は多くなされている

とはいえない．これは組織学的検討のための
SVR後の肝生検が，学術的には非常に需要で
あるものの臨床的には「必須」な検査であると
はみなされず，SVR後の肝生検がほとんど行
われていないことが理由の一つと思われる．
このため前記の検討が報告されて以降，抗
HCV療法の進歩に伴ってSVR例が増加，蓄
積されてきているにもかかわらず，SVR後の
肝組織像の変化が詳細に検討されているとは
言い難い．SVR例は増加しているが，はたし
てSVR後の症例ではすべての症例で肝線維
化の改善がみられるのであろうか？　また
SVR後の肝生検は本当に臨床的には不要なの
であろうか？
　今回，SVR後に生ずる肝線維化の変化を
SVR後肝発癌との関連において検討した．
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2
HCV排除後肝線維化改善例と，
HCV排除後肝細胞癌発生例の病理
組織所見の変化

　図1，2にSVR後肝線維化改善例と，SVR

後発癌例の抗HCV療法前とSVR後の肝組織
所見を示した．症例1はSVR後肝線維化改善
例である．治療時52歳の女性で，治療直前
の肝生検では肝組織像での線維化はF3で
あった（図1-A, B）．その後ペグインターフェ
ロンとリバビリンの72週投与によりSVRを
達成した．SVR 5年後の肝生検ではbridging 

fibrosisの消失がみられ，肝組織像での線維
化はF1まで改善していた（図1-C, D）．この

間，血小板値は10.6万から14.8万に回復し，
FIB-4 indexは6.12から1.97，APRIは4.95から
0.35に低下していた．
　一方，症例2はSVR達成7年後にHCCを生
じた症例である．治療時61歳の男性で，治
療直前の肝生検では肝組織像での線維化は
F2であった（図2-A, B）．その後ペグインター
フェロン単剤の48週投与でSVRを達成した
が，SVR7年後にHCCを生じて外科的切除を
施行した．切除標本の非癌部の病理所見では
背景肝の線維化はF4に進行していた（図2-C, 

D）．この間，血小板値は20.0万から9.0万に
低下し，FIB-4 indexは1.93から5.75，APRI

は0.59から1.14に上昇していた．

図1　SVR後肝線維化改善例の病理組織像（症例1）

上（A, B）治療時の肝組織像（肝生検）．Bridging fibrosisがみられ，肝線維化はF3であった．A：HE染色，B：
gitter染色．
下（C, D）SVR5年後の肝組織像（肝生検）．Bridging fibrosisは消失し，肝線維化はF1であった．C：HE染色，
D：gitter染色．

A

C

B

D
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3 SVR後における肝線維化の変化と
SVR後肝発癌

　小牧市民病院において，SVR後5.8±1.9年
を経過した症例97例に対して肝生検を施行
した 4）．同院においては多くの症例でSVR後
に肝生検を施行しており，SVR後の組織像の
変化を解析するうえで貴重なデータである．
この検討によると，97例中，SVR後の肝生
検で肝線維化の改善がみられた症例が44例
（45.4％），不変であった症例が47例（48.4％），
逆に進行がみられた症例が6例（6.2％）であっ
た．全体としてのF因子は，治療前1.54±0.86，
SVR後1.16±1.07と 低 下 し て い た（p＜

0.001）．これをSVR後発癌の有無により分け
て検討すると，非発癌群でのF因子は治療前
1.40±0.78，SVR後0.96±0.89と低下してい
た（p＜0.001）のに対して，発癌群では治療前
2.50±0.80，SVR後2.58±1.17とF因 子 の 低
下がみられなかった．SVR後発癌に関しての
多変量解析を行うと，SVR後の肝生検で肝線
維化の進行がみられた症例ではその後の肝発
癌のリスクは8.7倍高かった．

4 SVR後における肝線維化の代替
マーカーの変化とSVR後肝発癌

　大垣市民病院において，肝線維化の代替
マーカーであるFIB-4 index 5）およびAPRI 6）を

図2　SVR後HCC発生例の病理組織像（症例2）

上（A, B）治療時の肝組織像（肝生検）．肝線維化はF2であった．A：HE染色，B：gitter染色．
下（C, D）SVR7年後，HCC発生時の肝組織像（切除肝の非癌部）．偽小葉が形成されており，F4，肝硬変
の所見であった．C：HE染色，D：gitter染色．

A B

C D
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用いてC型慢性肝炎SVR後の肝線維化の変
化を検討した．SVR後も外来 follow-up中の
515例中，5年以上を経過した385例を対象と
して検討した．これらの症例においてSVR

判定時（SVR24）と最終来院時の採血データか
らFIB-4 indexとAPRIを算出してその変化を
比較した．その結果，FIB-4 index，APRIと
もにSVR判定時（SVR24）に比較して最終来院
時には有意に低下していた（ともにp＜
0.0001）．FIB-4 index，APRIの低下に対する
患者の年齢や性別による影響はみられなかっ
た．治療前に肝生検した366例におけるF因
子別の比較では，治療時に肝線維化がF0で
あった症例では線維化マーカーの有意な低下
は認められなかったが，F1～F3であった症
例ではいずれも有意な低下がみられ，肝線維
化はほぼ1段階低いF因子のレベルにまで改
善していた（表1）．一方，常習飲酒家や糖尿
病合併例では線維化マーカーの低下は緩徐で

あった．また，SVR 5年以上経過後にHCC

が発生した症例は10例で，これらの症例で
は線維化マーカーの低下は認められなかった
（表2）．

5 考　察

　B型肝炎においては，核酸アナログによる
B型肝炎ウイルスの抑制によって肝予備能が
改善し，肝移植の待機リストからはずれる症
例もあるなど，肝線維化の改善を強く推測さ
せる報告がされている．一方，C型肝炎につ
いては抗HCV療法の著効によって臨床症状
の改善がみられるほどの肝予備能の改善を示
した報告はあまりみられない．この理由とし
て1つには今までの抗HCV療法がインター
フェロンを用いた治療であり，代償性肝硬変
症例など肝予備能の低下が臨床症状をきたす
ほどの症例が治療対象とならなかったことが
あげられる．しかしながら，今後使用可能と

表1　SVR後5年以上を経過した症例のFIB-4 index・APRIの変化

A）FIB-4 index

SVR判定時（SVR24） 最終来院時 p値

全症例（n=385） 1.98±1.40 1.65±0.93 <0.0001

治療前の
肝組織像別

F0（n=68） 1.55±1.15 1.51±1.31 0.7858

F1（n=191） 1.85±1.16 1.57±0.79 0.0001

F2（n=87） 2.38±1.60 1.84±0.87 0.0008

F3（n=20） 3.11±2.48 1.92±0.80 0.0286

B）APRI

SVR判定時（SVR24） 最終来院時 p値

全症例（n=385） 0.46±0.51 0.29±0.23 <0.0001

治療前の
肝組織像別

F0（n=68） 0.44±0.68 0.30±0.33 0.0922

F1（n=191） 0.39±0.34 0.27±0.20 <0.0001

F2（n=87） 0.41±0.45 0.28±0.24 <0.0001

F3（n=20） 0.80±0.77 0.35±0.20 0.0134
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なるであろう経口抗HCV薬（DAA）を用いた
IFN-freeの抗HCV療法ではこのような症例
も治療対象となり，そしてHCVの排除が達
成されることが予測される．したがって，今
後はC型肝炎においてもSVRにより肝不全
症状の改善する症例がみられるかもしれない．
　今回の検討では，多くの症例でSVR後に
肝線維化の改善が認められた．これらのこと
から，C型慢性肝炎の病理組織の変化は可逆
性であることが示唆された．しかしながら，
SVR後5年以上の観察でも明らかな肝線維化
の改善が認められた症例はSVR症例の一部
であり，SVRを達成すれば全例で肝線維化の
改善が認められるわけではないことが示唆さ
れた．肝線維化はHCV感染のみで生ずるも
のではなく，脂肪肝，飲酒などさまざまな要
因が肝線維化に関連している．今回の検討で
は飲酒や糖尿病の合併などがSVR後肝線維
化の改善を阻害している可能性が考えられた
が，SVR後の肝線維化の改善の有無やその速
度にはこれらHCV感染以外の要因が関係し
ている可能性がある．

　興味深いのは，SVR後に肝線維化の改善が
みられない症例において，その後のHCCの
発生率が高かったことである．SVR後に
HCCが発生する症例があることは周知の事
実であり，今後SVR症例が急速に増加する
ことも相まってSVR後のHCCのサーベイラ
ンスの重要性がいわれているが，SVR後の線
維化の改善の有無，速度がHCCの発生に関
わっているとすれば，それはSVR後のHCC

の危険因子として重要な情報となろう．

6 おわりに

　今回，C型慢性肝炎のHCV排除例におけ
るSVR後の肝線維化の変化を病理組織所見
および肝線維化の代替マーカーを用いて検討
した．その結果，C型慢性肝炎の病理組織の
変化は可逆性であり，HCV排除後に肝線維
化の改善が認められた．しかし，その有無，
程度は症例により大きく異なることも明らか
となった．また，SVR後の肝線維化改善の有
無はSVR後の発癌と密接に関連している可
能性も示唆された．すなわち，SVR後の肝線

表2　常習飲酒家・糖尿病合併例・SVR後HCC発生例の
FIB-4 index・APRIの変化

A）FIB-4 index

SVR判定時（SVR24） 最終来院時 p値

常習飲酒家（n=50） 2.16±1.43 1.91±1.15 0.2804

糖尿病合併例（n=34） 1.93±0.87 1.72±0.89 0.1652

HCC発生例（n=10） 2.50±0.90 2.51±0.94 0.9711

B）APRI

SVR判定時（SVR24） 最終来院時 p値

常習飲酒家（n=50） 0.55±0.66 0.37±0.38 0.1652

糖尿病合併例（n=34） 0.46±0.28 0.33±0.18 0.0086

HCC発生例（n=10） 0.56±0.28 0.52±0.19 0.5450
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維化改善の欠如および増悪は，SVR後肝発癌
の有力なマーカーとなる可能性がある．今後
DAAの出現で予想されるSVR後肝発癌の増
加を考えれば，SVR後の線維化評価のための
肝生検は，もはや学術的重要性のためのみな
らず，臨床的に重要な検査となっていく可能
性がある．
　一方，なぜ症例によってSVR後の肝線維
化の改善に差がみられるのかは解明されてい
ない．今後SVR後の肝線維化改善にかかわ
るSNPの検索なども含めてSVR後の肝線維
化の改善の有無，速度を規定している要因を
明らかにする必要があろう．これらの検討が
SVR後の肝線維化の変化の把握ともあわせ，
SVR後肝発癌高危険群の囲い込みにつながっ
ていくものと思われる．

文　献

1）Marcellin P, Boyer N, Gervais A et al : Long-term 

histologic improvement and loss of detectable 
intrahepatic HCV RNA in patients with chronic 
hepatitis C and sustained response to interferon-
alpha therapy. Ann Intern Med 127 : 875–881, 1997

2）Shiffman ML, Hofmann CM, Thompson EB et al : 
Relationship between biochemical, virological, and 
histological response during interferon treatment 
of chronic hepatitis C. Hepatology 26 : 780–785, 
1997

3）Shiratori Y, Imazeki F, Moriyama M et al : Histologic 
improvement of fibrosis in patients with hepatitis 
C who have sustained response to interferon 
therapy. Ann Intern Med 132 : 517–524, 2000

4）Tachi Y, Hirai T, Miyata A et al : Progressive fibrosis 
significantly correlated with hepatocellular 
carcinoma in patients with a sustained virologic 
response. Hepatol Res（in press）

5）Sterling RK, Lissen E, Clumeck N et al : 
Development of a simple noninvasive index to 
predict significant fibrosis in patients with HIV/
HCV coinfection. Hepatology 43 : 1317–1325, 2006

6）Wai CT, Greenson JK, Fontana RJ et al : A simple 
noninvasive index can predict both significant 
fibrosis and cirrhosis in patients with chronic 
hepatitis C. Hepatology 38 : 518–526, 2003

＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊



－31－

Intervirology 57（5）；289－296，2014

Characteristics and Outcomes of HCV Genotype-1-Infected 
Patients Treated with Peginterferon and Ribavirin 

Combination Therapy with Discordant HCV Responses
4 and 12 Weeks after Starting Therapy

消化器内科
　　豊 田 秀 徳　　熊 田 　 卓
新松戸中央総合病院消化器・肝臓内科
　　島 田 紀 朋
香川県立中央病院肝臓内科
　　高 口 浩 一
久留米大学病院　消化器センター
　　井 出 達 也　　佐 田 通 夫
Roche Diagnostics Japan
　　銀 羽 洋 行　　松 山 和 弘
武蔵野赤十字病院　消化器科
　　泉 　 並 木



－32－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－33－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－34－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－35－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－36－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－37－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－38－

Intervirology 57（5）；289－296，2014



－39－

Cancer Medicine 3（3）；643－651，2014

ORIGINAL RESEARCH

Changes in highly sensitive alpha-fetoprotein for the
prediction of the outcome in patients with
hepatocellular carcinoma after hepatectomy
Hidenori Toyoda1, Takashi Kumada1, Toshifumi Tada1, Takanori Ito1, Atsuyuki Maeda2,
Yuji Kaneoka2, Chiaki Kagebayashi3 & Shinji Satomura3

1Department of Gastroenterology, Ogaki Municipal Hospital, Ogaki, Japan
2Department of Surgery, Ogaki Municipal Hospital, Ogaki, Japan
3Wako Life Science Inc., Mountain View, California

Keywords

Changes, hepatectomy, hepatocellular

carcinoma, highly sensitive measurement of

AFP-L3, prognosis, tumor markers

Correspondence

Hidenori Toyoda, Department of

Gastroenterology, Ogaki Municipal Hospital,

4-86 Minaminokawa, Ogaki, Gifu, 503-8502,

Japan.

Tel: +81-584-81-3341; Fax: +81-584-75-5715;

E-mail, tkumada@he.mirai.ne.jp

Funding Information

No funding information provided.

Received: 20 January 2014; Revised: 30

January 2014; Accepted: 31 January 2014

Cancer Medicine 2014; 3(3): 643–651

doi: 10.1002/cam4.218

Abstract

We investigated changes in highly sensitive lens culinaris agglutinin A-reactive

fraction of alpha-fetoprotein (hsAFP-L3) measured using a novel method and

its predictive ability for prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

(HCC) who underwent curative hepatectomy, comparing to other HCC tumor

markers, that is, AFP, des-gamma-carboxy prothrombin (DCP), and AFP-L3

measured with conventional method (cAFP-L3). AFP, DCP, and AFP-L3

including both cAFP-L3 and hsAFP-L3 were measured before and after curative

hepatectomy in 187 patients. The percentage of patients with elevated tumor

marker levels pre- and postoperatively was compared, and recurrence-free and

overall survival rates were analyzed based on changes in tumor markers. The

percentages of patients with elevated AFP, DCP, and cAFP-L3 decreased post-

operatively. In contrast, the percentage of patients with elevated hsAFP-L3 did

not decrease postoperatively. Both recurrence-free and overall survival rates

were significantly lower in patients whose tumor marker levels remained ele-

vated postoperatively than patients without tumor marker elevation postopera-

tively. Recurrence-free and overall survival rates of patients in whom hsAFP-L3

became elevated postoperatively despite normal preoperative hsAFP-L3 levels

were significantly lower than those of patients with normal hsAFP-L3 postoper-

atively, and were similar to those of patients with persistent elevation. Preopera-

tive elevations of AFP, DCP, and cAFP normalized in many patients

postoperatively, but not for hsAFP-L3. The elevation of hsAFP-L3 identifies

patients with poor prognosis despite the normalization of AFP and DCP.

Introduction

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most com-

mon cancers in the world, and is the third most common

cause of cancer-related death [1]. Hepatectomy is usually

a curative treatment for HCC with better prognosis than

other treatment modalities including percutaneous loco-

regional therapies, transcatheter arterial chemoemboliza-

tion, or sorafenib intake. However, as the outcome of

patients treated with hepatectomy varies despite its cura-

tive intent, it is important to predict the outcome of

patients with HCC who undergo hepatectomy.

Three tumor markers specific for HCC are currently

used in several countries clinically: alpha-fetoprotein

(AFP), Lens culinaris agglutinin A-reactive fraction of

AFP (AFP-L3), and des-gamma-carboxy prothrombin

(DCP), which is also known as protein induced by vita-

min K absence/antagonist-II (PIVKA-II). The clinical util-

ity of these tumor markers for the detection and

diagnosis of HCC, evaluation of tumor progression, and

determination of prognosis has been reported [2–5].
Elevations in these tumor markers reflect the progression

of HCC based on both imaging [6] and pathological

examination [7]. In addition to these functions,

ª 2014 The Authors. Cancer Medicine published by John Wiley & Sons Ltd. This is an open access article under the terms of

the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium,

provided the original work is properly cited.
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monitoring of changes in tumor markers with treatment

is reportedly useful for the evaluation of treatment

response [8–15]. Decreases in and normalization of tumor

markers are observed with several treatments for HCC

including hepatectomy, locoregional therapy, transarterial

chemoembolization, and systemic chemotherapy. Along

with transplantation, hepatectomy is one of the treatment

modalities for HCC with the highest curativity. Normal-

izations of tumor markers for HCC, therefore, are

expected in many patients after hepatectomy [13, 15].

However, they sometimes remain elevated even after suc-

cessful hepatectomy.

The changes in tumor markers with treatment and

their association of outcomes were not clearly recognized

in patients who underwent curative hepatectomy. In this

study, we analyzed changes in HCC tumor markers after

hepatectomy with curative intent and the significance of

tumor marker treatment responses on patient outcomes.

Especially, we measured AFP-L3 with two different meth-

ods, conventional method (cAFP-L3) and a new sensitive

method (highly sensitive AFP-L3, hsAFP-L3), which

showed improved utility in the diagnosis and the predic-

tion of outcomes in patients with HCC [16], and evalu-

ated changes in these two AFP-L3s after hepatectomy

along with their ability to predict outcomes.

Methods

Patients

Between January 2004 and December 2011, 667 patients

were diagnosed with primary, nonrecurrent HCC at our

institution, of whom 288 were treated with hepatectomy.

Stored serum samples were available for measuring the

levels of three tumor markers, AFP, DCP, and AFP-L3

(conventional and highly sensitive), before and after

hepatectomy in 187 patients. Decisions regarding each

patient’s treatment plan were based on the Japanese treat-

ment guidelines for HCC [17]. Anatomical hepatectomy

was performed in all 187 patients. In all patients, HCC

tumors were resected with ample margins and enucleation

without adequate margins was not performed. The diag-

nosis of HCC was confirmed by pathologic examination

of resected specimens and the absence of HCC tumor

cells on the margin of the resected specimen was con-

firmed pathologically.

One month after hepatectomy, all patients underwent

computed tomography (CT) examination of the thorax,

and the abdomen to confirm the absence of residual

HCC. All patients were followed up for a median of

41.9 months (range, 3.1–137.9 months) until death or

December 2012, whichever came first, at our institution,

with ultrasound (US) and additional CT or magnetic

resonance imaging (MRI), every 3–6 months. Regular

monitoring of tumor markers was performed every

3 months. If an elevation of in one or more tumor mark-

ers was detected, additional imaging tests (usually CT or

MRI) were performed to check for recurrence. If recur-

rence was confirmed, patients underwent treatment for

recurrent HCC based on treatment guidelines.

The study protocol was approved by the institutional

review board and was in compliance with the Declaration

of Helsinki.

Assays of AFP, DCP, and AFP-L3

Pretreatment tumor markers were measured within

1 week of hepatectomy. Posttreatment tumor markers

were measured in the serum sample obtained during the

first patient visit between 1 and 2 months after hepatec-

tomy. The reported half-life of AFP and AFP-L3 is 4 days

[18] and the half-life of DCP is 60 h [19]. Therefore, the

values of posttreatment tumor markers were not influ-

enced by pretreatment tumor marker elevations. Serum

AFP levels were determined using an enzyme-linked

immunosorbent assay in a commercially available kit

(ELISA-AFP, International Reagents, Kobe, Japan). Serum

DCP levels were determined using a sensitive enzyme

immunoassay (Eitest PIVKA-II kit, Eisai Laboratory,

Tokyo, Japan) according to the manufacturer’s instruc-

tions [20–22]. Conventional measurement of AFP-L3 was

performed using a column chromatography and liquid-

phase binding assay on a LiBASys autoanalyzer (Wako

Pure Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japan) [23, 24].

Highly sensitive measurement of AFP-L3 was achieved

using a microchip capillary electrophoresis and liquid-

phase binding assay on a lTASWako i30 autoanalyzer

(Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) [25]. The cut-off

value of 20 ng/mL was used to establish positivity for

AFP, as proposed by Oka et al. and Koda et al. [26,27].

The cut-off value used to establish positivity for DCP was

40 mAU/mL, as proposed by Okuda et al. [28]. The cut-

off value used to establish positivity for conventional

AFP-L3 was 10%, as proposed by Shimizu et al. [29]. The

cut-off value used to establish positivity for hsAFP-L3 was

5% based on our previous study [30].

Statistical analyses

Differences in percentages between groups were analyzed

using the chi-square test. Differences in mean quantitative

values were analyzed using the Mann–Whitney U test.

The date of hepatectomy was defined as time zero for cal-

culating survival rate. In the analysis of survival rates,

patients who died were noncensored and surviving

patients were censored. When recurrence-free survival

644 ª 2014 The Authors. Cancer Medicine published by John Wiley & Sons Ltd.
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rates and overall survival rates were compared based on

the changes in tumor markers after hepatectomy, patients

were categorized into group A when tumor marker levels

were normal both before and after hepatectomy. Patients

were categorized into group B when tumor marker levels

were elevated before hepatectomy but normalized after

hepatectomy. Patients were categorized into group C

when tumor marker levels were elevated both before and

after hepatectomy. Patients were categorized into group D

when tumor marker levels were normal before hepatec-

tomy but elevated after hepatectomy. The Kaplan–Meier

method [31] was used to calculate survival rates, and the

log-rank test [32] was used to analyze differences in sur-

vival. Data analyses were performed using JMP statistical

software, version 6.0 (Macintosh version; SAS Institute,

Cary, NC). All P values were derived from two-tailed

tests, with P < 0.05 considered to indicate statistical

significance.

Results

Clinical features of patients and HCC

Table 1 summarizes the pretreatment characteristics of

the study patients. This population was comprised

of 140 males and 47 females with a mean age of

67.2 � 8.7 years. Most (95.7%) patients belonged to

Child-Pugh class [33] A. Multiple tumors were present in

18.2% of patients. Portal vein invasion was observed in

3.2% of patients based on pretreatment imaging studies.

Pretreatment AFP, DCP, cAFP-L3, and hsAFP-L3 were

above the specified cut-off levels in 35.8%, 50.3%, 19.8%,

and 45.5% of patients, respectively.

Changes in HCC tumor markers with
hepatectomy

Figure 1 compares the changes in the percentage of

patients with elevated tumor markers for HCC before

and after hepatectomy. The percentage of patients with

elevated AFP, DCP, and conventional AFP decreased with

hepatectomy (AFP, 35.8% before hepatectomy vs. 16.6%

after hepatectomy, P < 0.0001; DCP, 50.3% before hepa-

tectomy vs. 7.0% after hepatectomy, P < 0.0001;

cAFP-L3, 19.8% before hepatectomy vs. 7.0% after hepa-

tectomy, P = 0.0005). In contrast, the percentage of

patients with elevated hsAFP-L3 did not change with hep-

atectomy (45.5% before hepatectomy vs. 52.4% after hep-

atectomy, P = 0.2145). None of patients with normal

AFP, DCP, and cAFP-L3, respectively, prior to hepatec-

tomy had elevated levels after hepatectomy (group D).

HsAFP-L3 was elevated after hepatectomy in 34 of 101

patients (33.7%) whose levels were normal before

hepatectomy (group D), whereas 22 of 86 patients

(25.6%) with elevated hsAFP-L3 levels before hepatec-

tomy had normalized postoperative values (group B).

Figure 2 shows the correlation between cAFP-L3 and

hsAFP-L3 before (A) and after (B) hepatectomy. The cor-

relation of AFP-L3 measured with two different methods

decreased after hepatectomy (r2, 0.76 before hepatectomy

and 0.47 after hepatectomy).

Recurrence-free and overall survival rates of
patients after hepatectomy based on
pretreatment elevations of tumor markers
and changes after hepatectomy

Recurrence-free and overall survival rates were compared

based on pretreatment elevations of tumor markers and

changes after hepatectomy (Fig. 3, 4). Both recurrence-

free and overall survival rates were significantly lower in

patients with persistent elevations of AFP, DCP, and

cAFP-L3, respectively, before and after hepatectomy

(group C) than in both patients without elevation of

tumor markers (preoperatively and postoperatively, group

Table 1. Characteristics of study patients (n = 187).

Age, years (range) 67.2 � 8.7 (21–83)

Sex (female/male) 47 (25.1)/140 (74.9)

Etiology (HBV/HCV/HBV +

HCV/non-HBV, non-HCV)

31 (16.6)/123 (65.8)/

2 (1.0)/31 (16.6)

Child-Pugh class (A/B) 179 (95.7)/8 (4.3)

Albumin (g/dL) 4.04 � 0.42

Total bilirubin (mg/dL) 0.78 � 0.33

ICG retention rate at 15-min (%) 15.4 � 7.4

Prothrombin (%) 92.6 � 14.1

Platelet (91000/mL) 145 � 70

Tumor size, cm (range) 3.24 � 2.52 (0.8–16.4)

Number of tumors, n (range) 1.27 � 0.63 (1–4)

(single/multiple) 153 (81.8)/34 (18.2)

Macroscopic portal vein

invasion (absent/present)1
181 (96.8)/6 (3.2)

AFP (ng/mL); median (range) 11.1 (0.8–27,242.8)

≥20/<20 ng/mL 67 (35.8)/120 (64.2)

DCP (mAU/mL); median (range) 39.0 (5.0–60,030.0)

≥40/<40 mAU/mL 94 (50.3)/93 (49.7)

Conventional AFP-L3

(%); median (range)

0.5 (0.0–87.2)

≥10/<10% 37 (19.8)/150 (80.2)

Highly sensitive AFP-L3 (%);

median (range)

4.8 (0.0–89.7)

≥5/<5% 85 (45.5)/102 (54.5)

Values are means � SD, unless otherwise indicated. Percentages are

given in parentheses, unless otherwise indicated. HBV, hepatitis B

virus; HCV, hepatitis C virus; ICG, indocyanine green test; AFP, alpha-

fetoprotein; AFP-L3, Lens culinaris agglutinin-reactive AFP; DCP, des-

gamma-carboxy prothrombin.
1Evaluated based on imaging findings.
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A) and patients whose pretreatment tumor marker levels

elevated but normalized after hepatectomy (group B).

Recurrence-free and overall survival rates were signifi-

cantly lower in patients with persistently elevated levels of

hsAFP-L3 before and after hepatectomy (group C) than

patients with normal levels of hsAFP-L3 before and after

hepatectomy (group A). Recurrence-free survival rate was

significantly lower in patients with persistently elevated

levels of hsAFP-L3 before and after hepatectomy (group

C) than patients whose pretreatment tumor marker levels

elevated but normalized after hepatectomy (group B). In

contrast, both recurrence-free and overall survival rates of

patients with normal hsAFP-L3 levels before hepatectomy

but elevated levels after hepatectomy (group D) was sig-

nificantly lower than those of patients with normal post-

operative levels of hsAFP-L3 regardless of pretreatment
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Figure 1. Changes in the percentages of patients with elevated tumor markers before and after hepatectomy (n = 187). (A) Percentage of

patients with AFP ≥ 20 ng/mL. The percentage decreased significantly after hepatectomy (35.8% before hepatectomy vs. 16.6% after

hepatectomy, P < 0.0001). (B) Percentage of patients with DCP ≥ 40 mAU/mL. The percentage decreased significantly after hepatectomy (50.3%

before hepatectomy vs. 7.0% after hepatectomy, P < 0.0001). (C) Percentage of patients with conventional AFP-L3 ≥ 10%. The percentage

decreased significantly after hepatectomy (19.8% before hepatectomy vs. 7.0% after hepatectomy, P = 0.0005). (D) Percentage of patients with

highly sensitive AFP-L3 ≥ 5%. The percentage was similar before and after hepatectomy (45.5% before hepatectomy vs. 52.4% after

hepatectomy, P = 0.2145).
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Figure 2. Correlation between conventional AFP-L3 and highly sensitive AFP-L3 levels (A) before and (B) after hepatectomy. The correlation of

AFP-L3 measured with two different methods decreased after hepatectomy (r2, 0.76 before hepatectomy and 0.47 after hepatectomy).
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levels (groups A and B), and the rate was similar to that

of patients with persistent elevations of hsAFP-L3 before

and after hepatectomy (group C).

HCC characteristics based on the elevations
of conventional and highly sensitive AFP-L3
after hepatectomy

Table 2 lists the characteristics of HCC tumors according

to elevations of conventional and hsAFP-L3 after hepatec-

tomy. The size of HCC was significantly greater in

patients with elevations in cAFP-L3 than in patients with-

out the elevation (P = 0.0143). The percentages of mod-

erately or poorly differentiated HCC and HCC with

infiltrative growth was significantly higher in patients with

elevations in cAFP-L3 than in patients without the eleva-

tion (P = 0.0454 and P = 0.0203, respectively). In con-

trast, no differences were found in the characteristics of

HCC between patients with and without postoperative

elevations of hsAFP-L3. Although postoperative total AFP

was elevated (≥20 ng/mL) in 10 of 13 patients (76.9%) in

whom cAFP-L3 was elevated postoperatively, total AFP

was elevated in only 22 of 98 patients (22.4%) in whom

postoperative elevations of hsAFP-L3 were observed.

Especially, the total AFP concentration after hepatectomy

was within normal range (<20 ng/mL) in all patients in

whom hsAFP-L3 became elevated after hepatectomy

despite the normal values before hepatectomy (data not

shown).

Discussion

In this study, we investigated changes in newly developed

hsAFP-L3 in patients treated with hepatectomy with cura-

tive intent. The analytical sensitivity of the conventional

assay system for AFP-L3 is insufficient in patients with

low total AFP levels; cAFP-L3 cannot be measured when

total AFP is less than 10 ng/mL [23,24]. The new genera-

tion of assays for AFP-L3 (micro total analysis system;

lTAS), which used novel advanced microfluidics-

based separation technology, has enabled the accurate

measurement of AFP-L3 even at very low total AFP
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Figure 3. Recurrence-free survival rates of patients stratified based on the treatment response of tumor markers after hepatectomy. A: Tumor

marker was normal before and after hepatectomy. B: Tumor marker was elevated before hepatectomy but normalized after hepatectomy. C:

Tumor marker was elevated before and after hepatectomy. D: Tumor marker was normal before hepatectomy but elevated after hepatectomy.

(A) Survival rates based on the treatment response of AFP. The survival rate of patients in group C was significantly lower than that of patients in

group A (P = 0.0016) and in group B (P = 0.0345). (B) Survival rates based on the treatment response of DCP. The survival rate of patients in

group C was significantly lower than that of patients in group A (P < 0.0001) and in group B (P = 0.0003). (C) Survival rates based on the

treatment response of conventional AFP-L3. The survival rate of patients in group C was significantly lower than that of patients in groups A and

B (both, P < 0.0001). (D) Survival rates based on the treatment response of highly sensitive AFP-L3. The survival rate of patients in group C was

significantly lower than that of patients in group A (P = 0.0005) and patients in group B (P = 0.0065). The survival rate of patients in group D

was significantly lower than that of patients in group A (P = 0.0024) and patients in group B (P = 0.0345).
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concentrations [16, 25, 30, 34–37]. With this method, the

percentage of hsAFP-L3 is measurable when total AFP

concentration is 2 ng/mL or higher.

The percentage of patient with elevated AFP, DCP, and

cAFP-L3 decreased after hepatectomy with normalization

of these values in patients with elevated pretreatment
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Figure 4. Overall survival rates of patients stratified based on the treatment response of tumor markers after hepatectomy. A: Tumor marker was

normal before and after hepatectomy. B: Tumor marker was elevated before hepatectomy but normalized after hepatectomy. C: Tumor marker

was elevated before and after hepatectomy. D: Tumor marker was normal before hepatectomy but elevated after hepatectomy. (A) Survival rates

based on the treatment response of AFP. The survival rate of patients in group C was significantly lower than that of patients in group A

(P < 0.0001) and in group B (P = 0.0012). (B) Survival rates based on the treatment response of DCP. The survival rate of patients in group C was

significantly lower than that of patients in group A (P = 0.0016) and in group B (P = 0.0091). (C) Survival rates based on the treatment response

of conventional AFP-L3. The survival rate of patients in group C was significantly lower than that of patients in groups A and B (both,

P < 0.0001). (D) Survival rates based on the treatment response of highly sensitive AFP-L3. The survival rate of patients in group C was

significantly lower than that of patients in group A (P = 0.0026). The survival rate of patients in group D was significantly lower than that of

patients in group A (P = 0.0024).

Table 2. Characteristics of resected hepatocellular carcinoma specimens according to elevations of conventional or highly sensitive AFP-L3 after

hepatectomy (n = 187).

Conventional AFP-L3 Highly sensitive AFP-L3

Negative (n = 174) Positive (n = 13) Negative (n = 89) Positive (n = 98)

Child-Pugh class (A/B) 166 (95.4)/8 (4.6) 13 (100)/0 87 (97.8)/2 (2.2) 92 (93.9)/6 (6.1)

Tumor size (cm) 3.09 � 2.30a 5.19 � 4.21a 3.28 � 2.56 3.20 � 2.50

Number of tumors (single/multiple) 143 (82.2)/31 (17.8) 10 (76.9)/3 (23.1) 73 (82.0)/16 (18.0) 80 (81.6)/18 (18.4)

Differentiation (well-/moderately or poorly) 52 (29.9)/122 (70.1)2 0/13 (100)b 25 (29.1)/64 (71.9) 27 (27.6)/71 (72.4)

Growth pattern (expansive/infiltrative) 161 (92.5)/13 (7.5)c 9 (69.2)/4 (30.8)c 81 (91.0)/8 (9.0) 89 (90.8)/9 (9.2)

Capsular formation (absent/present)1 62 (38.5)/99 (61.5) 2 (22.2)/7 (77.8) 28 (34.6)/53 (65.4) 36 (40.4)/53 (59.6)

Capsular infiltration (absent/present)2 38 (38.4)/61 (61.6) 1 (14.3)/6 (85.7) 23 (43.4)/30 (56.6) 16 (30.2)/37 (69.8)

Portal vein invasion (absent/present)3 146 (83.9)/28 (16.1) 8 (61.5)/5 (38.5) 69 (77.5)/20 (22.5) 85 (86.7)/13 (13.3)

Unless otherwise indicated, values are means � SD and percentages are indicated in parentheses. aP = 0.0143, bP = 0.0454, cP = 0.0203.
1Evaluated only in HCC with expansive growth.
2Evaluated only in HCC with capsular formation.
3On pathologic evaluation.
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value. Surprisingly, in contrast, the percentage of patients

with elevated hsAFP-L3 did not decrease after hepatec-

tomy, despite the high curativity. The percentage of

patients in whom hsAFP-L3 was elevated after hepatec-

tomy was greater than 50% despite its curative intent.

The percentage of AFP-L3 is calculated as the serum

AFP-L3 concentration divided by the total serum AFP

concentration. Therefore, the analytical sensitivity for

AFP-L3 depends on the concentration of total AFP. The

improved sensitivity of AFP-L3 measurement might,

therefore, account for this unexpected change in the

percentage of patients with elevated hsAFP-L3 after

hepatectomy. The decrease in the correlation between

cAFP-L3 and hsAFP-L3 after hepatectomy will be due to

the elevation of hsAFP-L3 in patients with normal total

AFP after hepatectomy. Indeed, the total AFP concentra-

tion after hepatectomy was within normal range (<20 ng/

mL) in all patients in whom hsAFP-L3 became elevated

after hepatectomy despite its normal range before hepa-

tectomy.

The postoperative elevation of respective tumor mark-

ers predicts patient recurrence-free and overall survival

after hepatectomy regarding to all tumor markers. Both

recurrence-free and overall survival rates of patients in

whom tumor markers were persistently elevated before

and after hepatectomy was lower than those of patients

with normal tumor marker levels after hepatectomy that

included patients whose tumor markers were not elevated

before and after hepatectomy and patients whose elevated

pretreatment values normalized after hepatectomy, for

AFP, DCP, and cAFP-L3. This was similar for hsAFP-L3.

In addition, the survival rate of patients whose normal

pretreatment hsAFP-L3 levels became elevated after hepa-

tectomy was lower than that of patients with normal

posthepatectomy hsAFP-L3 levels and was comparable to

patients with persistently elevated hsAFP-L3 before and

after hepatectomy, showing that postoperative elevation

of hsAFP-L3 levels predict unfavorable outcome regardless

of its pretreatment status.

It is unknown why hsAFP-L3 levels increase after hepa-

tectomy despite normal preoperative levels in some

patients. We did not find any differences in the character-

istics of HCC between patients with and without eleva-

tions of hsAFP-L3 after hepatectomy, whereas HCC had

more advanced characteristics in patients with postopera-

tive elevations of cAFP-L3. The elevation of cAFP-L3 after

hepatectomy might partly be explained by potential resid-

ual HCC cells in the liver that were not detected by imag-

ing studies postoperatively, due to the progressive nature

of resected HCC. In contrast, postoperative elevation of

hsAFP-L3 was not associated with morphologic and path-

ologic findings of resected HCC. Postoperative elevations

of hsAFP-L3, therefore, cannot be predicted based on the

progression of resected HCC. The postoperative elevation

of hsAFP-L3 may reflect undefined malignant potential of

HCC tumor that was not shown by pathologic and imag-

ing examinations.

In conclusion, this study showed that the percentage of

patients with elevated hsAFP-L3 did not decrease after hep-

atectomy when it was measured with the highly sensitive

method, although the percentage of patients with elevated

AFP, DCP, and cAFP-L3 levels decreased markedly. Post-

operative elevations of hsAFP-L3 were observed in more

than half of the patients who underwent hepatectomy with

curative intent, and suggest unfavorable outcome.
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Abstract
Objective To clarify the diagnostic value of contrast-enhanced
ultrasound (CEUS) with perflubutane in the macroscopic
classification of small nodular hepatocellular carcinomas
(HCCs).
Methods A total of 99 surgically resected nodular HCCs with
a maximum diameter of 3 cm or less were analysed. HCCs
were macroscopically categorized as simple nodular (SN) and
non-SN. CEUS findings were evaluated during the arterial
phase (vascularity, level and shape of enhancement), portal
phase (presence or absence of washout) and post-vascular
phase (echo intensity and shape).
Results Sixty-eight HCCs were categorized as SN and
the remaining 31 were categorized as non-SN. For di-
agnosis of non-SN HCC, the areas under the receiver
operating characteristic curve (Az) value for the shape of
enhancement in the late arterial phase and the shape of
the post-vascular image were 0.824 (95 % confidence
interval [CI] 0.721–0.895) and 0.878 (95 % CI 0.788–
0.933), respectively. The Az value for the combination of the
shape of enhancement in the late arterial phase and the shape
of the post-vascular image for the diagnosis of non-SN HCC
was 0.907 (95 % CI 0.815–0.956), corresponding to a high
diagnostic value.
Conclusion CEUS can provide high-quality imaging assess-
ment for determining the macroscopic classification of small
nodular HCCs.

Key points
• Non-SN is one of the poor prognostic factors in patients with

HCC
• Assessment of macroscopic type provides valuable informa-

tion for the management of HCC
• CEUS can provide high-quality imaging assessment for

macroscopic classification of HCC
• For non-SN HCC diagnosed using CEUS, hepatectomy is

preferred as curative treatment

Keywords Hepatocellular carcinoma .Macroscopic
findings . Contrast-enhanced ultrasound . Perflubutane .

Receiver operating characteristic

Abbreviations
CEUS contrast-enhanced ultrasound
CMN confluent multinodular
DVD digital versatile disc
HCC hepatocellular carcinoma
NPV negative predictive value
PPV positive predictive value
ROC receiver operating characteristic
SN simple nodular
SN-EG simple nodular with extranodular growth
US ultrasound

Introduction

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common
neoplasms in Japan, and its incidence has been increasing in
Europe and the USA [1]. Since HCC exhibits morphologic
polymorphism and there is a strong correlation between the
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macroscopic type and post-treatment survival and recurrence
rates [2-5], it is important to correctly diagnose the macro-
scopic type. However, since the HCC macroscopic type is
usually evaluated on the basis of resected HCC specimens, it
cannot be determined in patients who do not undergo hepa-
tectomy. The assessment of HCC macroscopic type using
imaging modalities, therefore, can potentially provide valu-
able information for the management of patients with HCC.
Greyscale ultrasound (US) is the most widely used modal-

ity for HCC screening and surveillance. However, HCC nod-
ules often have unclear borders, which is partly due to innu-
merable large regenerating nodules in the cirrhotic liver [6]. In
recent years, contrast-enhanced US (CEUS) has been used to
demonstrate tumour vascularity with higher sensitivity and
accuracy owing to advancements in US instruments and con-
trast agents [7-9]. Perflubutane (Sonazoid, Daiichi Sankyo,
Tokyo, Japan; GE Healthcare, Little Chalfont, UK) is a
second-generation US contrast agent composed of a lipid-
stabilized suspension of perfluorobutane gas microbubbles.
Unlike other second-generation contrast agents, perflubutane
is phagocytosed by Kupffer cells and accumulates in the liver
parenchyma over time [10]. This contrast agent is able to
provide information on tumour vascularity as well as high
contrast during functional imaging in the post-vascular phase
[11-13].
In the present study, we clarified the diagnostic impact of

macroscopic classification of nodular HCC identified using
CEUS with perflubutane. In particular, we analysed the accu-
racy of CEUS for distinguishing between simple nodular (SN)
HCC and non-SN HCC.

Materials and methods

Patients

Our institution did not require institutional approval or in-
formed consent for review of patient records and images in
this retrospective study. There were 189 consecutive patients
with HCC who underwent surgical resection at our institution
between January 2007 and December 2012. Of these, 99
HCCs in 99 patients were pathologically diagnosed as a single
small nodular HCC tumour with a maximum diameter of 3 cm
or less. In our institution, all HCCs are routinely evaluated
preoperatively with CEUS, except in patients allergic to con-
trast agents. In the present study, all HCCs included in the
analysis were evaluated with CEUS within 1 month of hepatic
resection. We excluded patients with multiple HCCs because
there was a possibility of insufficient evaluation using CEUS.
In the case of multiple HCCs, it was necessary to inject
perflubutane repeatedly for the evaluation of each tumour
and accurate evaluation of the vascularity of HCCs was diffi-
cult as perflubutane accumulated in the liver parenchyma.

The patients consisted of 72 men and 27 women with a
mean age of 67.8±(standard deviation) 10.4 years. There were
21 patients positive for hepatitis B surface antigen (21.2 %),
57 positive for hepatitis C virus antibody (57.6 %) and 21
negative for both (21.2 %). Ninety-eight patients (99.0 %)
were Child–Pugh class A, and one patient (1.0 %) was class B
[14]. The mean tumour size was 2.1±0.6 cm (Table 1). None
of the patients had previously undergone treatment (e.g. abla-
tion therapy, transarterial chemoembolization therapy, or che-
motherapy) for hepatic tumours.

Contrast-enhanced ultrasound

Greyscale sonograms and CEUS images were obtained using
an Aplio XG system (Toshiba Medical Systems, Tokyo,
Japan) with a 5-MHz convex transducer. Wideband harmonic
imaging (commercially called differential tissue harmonic
imaging) with transmission and reception frequencies of 1.4
and 5.3MHz, respectively, was the imagingmode used.When
a suspicious lesion was identified, CEUS was performed with
the focal depth beyond the lesion of interest with a frame rate
of 11–15 fps and a dynamic range of 55 dB. A lowmechanical
index (0.18–0.28) was selected to avoid the disruption of the
microbubbles. The focal point was just under the bottom of
the lesion. Perflubutane with a median microbubble diameter
of 2–3 μm was used as the US contrast agent. The recom-
mended clinical dose for the imaging of liver lesions is
0.015 ml encapsulated gas per kilogram of body weight.
Half of the recommended dose [15, 16] was administered as
a quick bolus and flushed with 10 ml of saline at approxi-
mately 1 ml/s via a 22 gauge cannula in the antecubital vein.
Tumour enhancement was assessed in the vascular phase

(up to 120 s after injection of the contrast agent), whereas
parenchymal uptake of the contrast agent was evaluated in the
post-vascular phase (starting approximately 10 min after in-
jection of the contrast agent) [17]. Furthermore, during the
vascular phase, we defined as the arterial (predominant) phase

Table 1 Patient and hepatocellular carcinoma characteristics

Age (years)* 67.8±10.4

Sex (male/female) 72/27

Hepatitis virus (B/C/non-B, non-C) 21/57/21

Child–Pugh classification (A/B) 98/1

Tumour size (cm)a 2.1±0.6

Pathological macroscopic type (SN/SN-EG/CMN) 68/22/9

Tumour size according to macroscopic type

SN (cm)a 2.0±0.6

Non-SNb (cm)a 2.2±0.6

SN simple nodular, SN-EG simple nodular with extranodular growth,
CMN confluent multinodular
a Data expressed as means (standard deviation)
b Non-SN defined as both SN-EG and CMN

2158 Eur Radiol (2014) 24:2157–2166
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as up to 30 s after injection of the contrast agent, and the portal
(predominant) phase as the interval after the arterial phase.
The post-vascular images were called Kupffer images. We
instructed patients to breath-hold up to 30 s after injection of
the contrast agent, and then to breath-hold again in the portal
(predominant) phase for 90 s from 60 s in particular.
Subsequently, we instructed patients to breath-hold again
10 min later as necessary to evaluate the post-vascular images.
We continuously examined and recorded the tumour during
the breath-hold time. The approach (intercostal or subcostal)
in which the breathing variation of the tumour was minimal
and that closest to the tumour from the body surface in the US
image was selected.
Two sonologists from our institution, who had 11 years

(K.O.) and 10 years (K.T.) of experience in liver US imaging,
participated in this study. Both sonologists had at least 10 years
of experience in CEUS of the liver. All CEUS images were
recorded on a digital versatile disc (DVD) system for review
by two readers who were blinded to the patients’ pathological
and clinical data. When poor imaging quality made precise
evaluation difficult for the readers, the case was excluded from
subsequent statistical analysis.

Imaging analysis

Figures 1a–f show the classification of CEUS findings in the
arterial (predominant) phase. Vascular images and enhance-
ment of the tumour in the arterial (predominant) phase were
used to evaluate vascularity, level and shape of enhancement
of the tumour. The vascular images and enhancement of the
tumour in the arterial (predominant) phase were obtained 10–
20 s and 20–30 s after injection of the contrast agent, respec-
tively. Vascularity was classified as one of three patterns:
finely homogeneous enhancement pattern, where tumour ves-
sels were not clearly visualized and only fine vessels were
visualized with homogeneous enhancement compared to the
liver parenchyma; dendritic enhancement pattern, where tu-
mour vessels were visualized clearly; or chaotic enhancement
pattern, where tumour vessels were thick and irregular.
Level of enhancement of the tumour in the late arterial
(predominant) phase was classified as either a homogeneous
enhancing pattern, where the tumour was enhanced homoge-
neously compared to the liver parenchyma, or a heteroge-
neous enhancing pattern, where the tumour was enhanced
heterogeneously compared to the liver parenchyma.
Shape of enhancement of the tumour in the late arterial
(predominant) phase was classified on the basis of whether
the tumour had regular or irregular margins.
Figures 1g and h show the classification of findings in the

portal (predominant) phase of CEUS, which was based on the
presence or absence of washout. The presence of washout was
defined as hypo-enhancement compared to the liver paren-
chyma, whereas iso-enhancement compared to the liver

parenchyma was considered an absence of washout in the
portal (predominant) phase.
Figures 2a–d show the classification of post-vascular

CEUS findings. We used the post-vascular image to evaluate
the echo intensity level and the shape of the tumour margins.
The echo intensity level was classified as one of the following
three patterns: defect pattern, incomplete contrast defect pat-
tern, or iso-enhancing compared to liver parenchyma pattern.
The tumour margins on the post-vascular image were classi-
fied as either regular or irregular [17, 18].
The classification of CEUS findings from images recorded

on DVD was performed independently by two hepatologists
specializing in abdominal ultrasound (T.T. and T.K., with 17
and 36 years of experience, respectively) who were unaware
of the patients’ pathological and clinical data apart from the
diagnosis of HCC. If there was a discrepancy, they discussed
the results and reached a consensus.

Definition of pathological macroscopic findings

Surgically resected liver specimens were fixed in 10 % for-
malin and cut into 5-mm sections in the transverse plane. In
the present study, we retrospectively evaluated all sections to
establish the diagnosis of the HCC macroscopic type.
We classified the pathological macroscopic findings of

nodular HCC into three types based on the General Rules of
the Clinical and Pathological Study of Primary Liver Cancer
in Japan [19] as follows: SN, SN with extranodular growth
(SN-EG) and confluent multinodular (CMN). In general, SN
tumours were round tumours with distinct margins. SN-EG
tumours were round tumours with extranodular growth (‘bud-
ding’). CMN tumours were lobulated tumours consisting of
multiple nodular lesions. In the present study, we defined both
SN-EG and CMN tumours as non-SN HCC [20, 21] (Fig. 3).
Tumour size was based on the maximum diameter of the

tumour in resected specimens. Macroscopic evaluations were
conducted independently by one hepatologist (H.T., with
22 years of experience) and one pathologist specializing in
hepatology (S.O., with 30 years of experience); both evalua-
tors were unaware of the imaging results and clinical data
apart from the diagnosis of HCC. If there was a discrepancy,
they discussed the results and reached a consensus.

Statistical analysis

Quantitative values are expressed as means±standard devia-
tions. TheMann–WhitneyU test was used to compare tumour
size across groups. The chi-squared test and Fisher’s exact test
were used to compare CEUS findings. Multiple logistic re-
gression analysis using the stepwise method with forward
selection was used to select the CEUS findings specific for
non-SN HCC. The diagnostic quality of each CEUS finding
was evaluated using receiver operating characteristic (ROC)

Eur Radiol (2014) 24:2157–2166 2159
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curves analysed with logistic regression. We calculated sensi-
tivity, specificity, accuracy, positive predictive value (PPV)
and negative predictive value (NPV) using maximum [sensi-
tivity+specificity−1] as the cut-off level [22, 23] when

comparing pathological macroscopic findings and CEUS
findings. The area under the ROC curve was expressed as
Az. Diagnostic value was classified as low (Az=0.50–0.70),
moderate (Az=0.70–0.90) or high (Az=0.90–1.0) [24].

Fig. 1 Classification of CEUS findings in the arterial and portal (pre-
dominant) phases. a Finely homogeneous enhancement pattern in the
arterial (predominant) phase vascular image. b Dendritic enhancement
pattern in the arterial (predominant) phase vascular image. c Chaotic
enhancement pattern in the arterial (predominant) phase vascular image.
dHomogeneous enhancement pattern with regular tumour margins in the

late arterial (predominant) phase image. e Heterogeneous enhancement
pattern with irregular tumour margins in the late arterial (predominant)
phase image. f Homogeneous enhancement pattern with irregular tumour
margins in the late arterial (predominant) phase image. g Presence of
washout in the portal (predominant) phase image (arrows). h Absence of
washout in the portal (predominant) phase image (arrows)

2160 Eur Radiol (2014) 24:2157–2166
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Data analysis was performed using JMP statistical soft-
ware, version 10 (Windows version; SAS Institute, Cary,
NC, USA). All p values were derived from two-tailed tests,
with p<0.05 considered to indicate statistical significance.

Results

Macroscopic diagnosis of HCC

Of the 99 nodular HCCs, 68 tumours were SN, 22 were SN-
EG and 9 were CMN. Therefore, 68 HCCs were categorized
as SN and the remaining 31 HCCs were categorized as non-

SN. The mean size of SN and non-SN tumours was 2.0±0.6
and 2.2±0.6 cm, respectively (p=0.054) (Table 1).

Relationship between CEUS findings and macroscopic
classification of HCC

Table 2 shows the relationship between CEUS findings and
macroscopic HCC classification. For each CEUS finding, there
were significant differences between SN HCC and non-SN
HCC, except for the echo intensity level in the post-vascular
image. For eight SN tumours, the shape of the post-vascular
image was not determined because the tumour was iso-
enhancing compared to the liver parenchyma in the post-

Fig. 2 Classification of CEUS findings in the post-vascular phase. a
Incomplete contrast defects pattern of echo intensity with regular tumour
margins in the post-vascular phase image. b Defect pattern of echo
intensity with irregular tumour margins in the post-vascular phase image.

c Incomplete contrast defect pattern of echo intensity with irregular
tumour margins in the post-vascular phase image. d Iso-enhancing pattern
of echo intensity with undetermined tumour margins in the post-vascular
phase image (arrows)

Fig. 3 Three macroscopic types of nodular HCC. Representative images
of the three macroscopic types of hepatocellular carcinoma. Top Cut
specimen after fixation in 10 % formalin. Bottom Schema. a Simple

nodular hepatocellular carcinoma. b Simple nodular hepatocellular carci-
noma with extranodular growth. c Confluent multinodular hepatocellular
carcinoma

Eur Radiol (2014) 24:2157–2166 2161
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vascular phase. There were no cases that proved difficult for
readers to make a precise evaluation due to poor imaging quality.

ROC curve analysis

Based on the ROC analysis for the diagnosis of non-SN HCC,
the Az values for vascularity, level of enhancement (late phase)
and shape of the enhancement (late phase) in the arterial
(predominant) phase were 0.692 (95 % confidence interval
[CI] 0.582–0.784),0.625 (95 % CI 0.532–0.709) and 0.824
(95 % CI 0.721–0.895), respectively (Fig. 4a). The Az value
for washout in the portal (predominant) phase was 0.647

(95 % CI 0.554–0.730) (Fig. 4b). The Az values for echo
intensity in the post-vascular image and the shape of the
post-vascular image were 0.623 (95 % CI 0.519–0.718) and
0.878 (95 % CI 0.788–0.933), respectively (Fig. 4c).

Multivariate analysis

Both the shape of enhancement in the late arterial
(predominant) phase and the shape of the post-vascular image
were selected as independent factors associated with non-SN
HCC status by multiple logistic regression analysis (Table 3).

Table 2 Results of imaging
evaluation

SN simple nodular, HCC hepato-
cellular carcinoma

SN HCC

(n=68)

Non-SN HCC

(n=31)

p value

Arterial (predominant) phase

Vascularity (finely homogeneous/dendritic/chaotic) 37/29/2 7/18/6 0.002

Level of enhancement (late phase) (homogeneous/heterogeneous) 63/5 21/10 0.004

Shape of enhancement (late phase) (regular/irregular) 66/2 10/21 <0.001

Portal (predominant) phase

Washout (presence/absence) 37/31 26/5 0.009

Post-vascular phase

Echo intensity (defects/incomplete defects/iso) 28/32/8 19/12/0 0.055

Shape (regular/irregular/undetermined) 55/5/8 6/25/0 <0.001

Fig. 4 Receiver operating
characteristic curves. a Arterial
(predominant) phase: vascularity,
red line; level of enhancement
(late phase), green line; shape of
enhancement (late phase), blue
line. b Portal (predominant)
phase. c Post-vascular phase:
echo intensity, red line; shape,
blue line. d Combination of the
shape of enhancement in the late
arterial (predominant) phase and
the shape of the post-vascular
image
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Regarding the shape of enhancement in the late arterial
(predominant) phase, 97.1 % (66/68) of SN HCC had a
regular tumour margin pattern and 67.7 % (21/31) of non-
SN HCC had an irregular tumour margin pattern. In the post-
vascular image, 80.9 % (55/68) of SN HCC had a regular
tumour margin pattern and 80.6 % (25/31) of non-SN HCC
had an irregular margin pattern (Table 2).

Diagnostic performance using the combination of the shape
of enhancement in the late arterial (predominant) phase
and the shape of the post-vascular image

Figure 4d shows the ROC curve using the combination of the
shape of enhancement in the late arterial (predominant) phase
and the shape of the post-vascular image, which were specific
CEUS findings identified as independent factors associated
with non-SN HCC by multivariate analysis. The Az value of
the combination for diagnosis of non-SN HCC was 0.907
(95 % CI 0.815–0.956), indicating a high diagnostic value.
The equation for the multiple logistic regression was Y=
−2.533+2.671×[shape of enhancement in the late arterial
(predominant) phase (regular=0; irregular=1 point)]+
2.787×[shape of the post-vascular image (regular or undeter-
mined=0; irregular=1)]. Figure 5 shows the relationship be-
tween scores calculated by regression equation and macro-
scopic classification of nodular HCC. In SNHCC, the number
of tumours with the score 2.925 (shape of enhancement in the
late arterial (predominant) phase, irregular; shape of the post-
vascular image, irregular), 0.254 (shape of enhancement in the
late arterial (predominant) phase, regular; shape of the post-
vascular image, irregular), 0.138 (shape of enhancement in the
late arterial (predominant) phase, irregular; shape of the post-
vascular image, regular or undetermined) and −2.533 (shape
of enhancement in the late arterial (predominant) phase, reg-
ular; shape of the post-vascular image, regular or undeter-
mined) was 2 (2.9 %), 3 (4.4 %), 0 (0.0 %) and 63 (92.6 %),
respectively. Conversely, in non-SN HCC, the number of
tumours with the score 2.925, 0.254, 0.138 and −2.533 was
19 (61.3 %), 6 (19.4 %), 2 (6.5 %) and 4 (12.9 %), respec-
tively. The sensitivity, specificity, accuracy, PPV and NPV

using the cut-off level (calculated dependent variable using
the regression equation was 0.138) according to the Youden
index [23] were 87.1 %, 92.6 %, 90.9 %, 84.4 % and 94.0 %,
respectively.

Discussion

In the present study with ROC curve analysis of findings in
each phase of CEUS with perflubutane, the Az values for both
the shape of enhancement in the late arterial (predominant)
phase and the shape of the post-vascular image for the diag-
nosis of non-SN HCC were greater than 0.8, which corre-
sponds to a moderate diagnostic value. In addition, both
findings were identified as independent factors associated
with non-SN HCC by multiple logistic regression analysis.
These results suggest that both the shape of enhancement in
the late arterial (predominant) phase and the shape of the post-
vascular image on CEUS are important for differentiating
between SN HCC and non-SN HCC. Moreover, the Az values
of the combination for the diagnosis of non-SN HCC was
greater than 0.9, considered a high diagnostic value.
Therefore, CEUS with perflubutane, a non-invasive imaging
method, may play an important role in diagnosing the macro-
scopic type of HCC.
Hatanaka et al. [20] recently reported the utility of CEUS

with perflubutane compared to contrast-enhanced computed
tomography (CECT) for diagnosing the macroscopic type of
nodular HCC. They compared both CEUS and CECT find-
ings and macroscopic type divided into three categories (SN,
SN-EG and CMN), and found the diagnostic accuracy of
CEUS and CECT for the HCC macroscopic type (at most
5 cm) were 86.9 % and 65.6 %, respectively. The kappa
coefficients between these modalities and the HCC macro-
scopic type were 0.74 (95 % CI 0.65–0.82) and 0.38 (95 % CI
0.28–0.48), respectively. They used arterial vascular images
and post-vascular CEUS images to evaluate the HCC macro-
scopic type, and concluded that the post-vascular CEUS im-
ages in particular could show clear tumour contours. Although
there are differences in the classification ofmacroscopic types,
tumour size, images and US instruments used for evaluation,
the accuracy of CEUS for non-SN tumours was higher in the
present study than in their report. The reason for this higher
accuracy in our present study may be due to our data on the
shape of enhancement in the late arterial (predominant) phase,
which was classified in detail based on arterial phase images,
in addition to the data on the shape of the post-vascular image
in our study. Moreover, both the shape of enhancement in the
late arterial (predominant) phase and the shape of the post-
vascular image were independently selected from characteris-
tics from all phases of CEUS by multivariate regression anal-
ysis, not empirically. In the present study, eight tumours were
iso-enhancing compared to the liver parenchyma in the post-

Table 3 Multivariate analysis of CEUS findings related to non-SN HCC

Findings Odds ratio 95 % CI p value

Shape of enhancement in the late
arterial (predominant) phase
Regular 1 0.006
Irregular 14.460 2.157–96.926

Shape of the post-vascular image

Regular 1 <0.001
Irregular 18.051 3.728–87.056

CEUS contrast-enhanced ultrasound, SN simple nodular, HCC hepato-
cellular carcinoma, CI confidence interval
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vascular phase, so the shape of the post-vascular image was
not evaluable. By evaluating the shape of enhancement in the
late arterial (predominant) phase in detail from arterial
(predominant) phase images, we were able to assess tumours
that were iso-enhancing compared to the liver parenchyma in
the post-vascular phase that were undeterminable on the basis
of the shape of the post-vascular image, thereby improving the
quality of the assessment of HCC macroscopic type.
Independent prognostic factors for recurrence and survival

after surgical resection of HCC include vascular invasion,
intrahepatic metastasis, tumour size, fibrosis of the liver and
the presence of cirrhosis [5, 25-29]. The macroscopic type is
also a predictor of survival and recurrence [2-5]. Nakashima
et al. [21] reported that among small (diameter less than
3 cm) surgically resected HCCs, portal vein invasion and
intrahepatic metastases occur more commonly with non-SN
tumours than SN tumours. Additionally, they reported that
compared to SN tumours, non-SN tumours had a higher
frequency of intrahepatic metastasis in which the distance
between the metastatic lesion and the primary nodule was
greater than 0.5 cm. Yamamoto et al. [30] reported that sys-
tematized hepatectomy with Glisson’s pedicle transection at
the hepatic hilum should be performed in patients with SN-EG
HCC because these tumours show invasive behaviour within
the liver segment containing the tumour. On the basis of these
reports, identifying the HCC macroscopic type is important
when deciding on the treatment strategy. Radiofrequency
ablation, a local ablative technique, has been commonly per-
formed because of difficulties in surgical resection related to
the size, location and number of tumours, vascular and extra-
hepatic involvement, as well as the patients’ baseline liver
function [31-33]. The main goal of radiofrequency ablation is

complete thermal coagulation of the tumour, leaving no viable
malignant tissue [34]. Histological analysis directly validates
radiofrequency ablation as an effective treatment modality for
small (less than 3 cm) HCC [35]. On the basis of the relation-
ship between non-SN HCC and malignant features on patho-
logical examination, such as a high frequency of portal vein
invasion and intrahepatic metastases, for patients with small,
non-SN HCC diagnosed using CEUS, systematized hepatec-
tomy as a curative treatment is preferred over radiofrequency
ablation even if the tumour diameter is less than 3 cm.
In the present study, half of the recommended dose of

perflubutane was used for evaluating the HCC. With the
development of US instruments, the image quality of CEUS
with perflubutane is sufficiently good at doses lower than
previously recommended. Injection of the recommended dose
of perflubutane enhances the liver parenchyma excessively,
which in turn sometimes causes the attenuation of the deep
portion of the liver. This phenomenon prolongs the duration of
washout of the malignant tumour in the late phase, resulting in
a prolonged examination time. Therefore, most authors
injected a decreased dose of perflubutane to evaluate the
vascularity of liver lesions [13, 16, 20].
The main limitations of this study include the comparative-

ly small number of patients and its retrospective nature. The
number of non-SN HCCs was especially small. Further pro-
spective studies with a larger number of patients are warrant-
ed. Another limitation was the lack of data on prognosis in
patients with non-SN HCC diagnosed using CEUS. In the
future, it is necessary to clarify survival and recurrence rates in
patients with nodular HCC diagnosed as non-SN using CEUS.
In conclusion, CEUS has high ability in classifying the

macroscopic type of small nodular HCCs. In particular, both

Fig. 5 Relationship between
scores calculated by regression
equation and macroscopic
classification of nodular HCC. In
SN HCC, 63 (92.6 %) tumours
scored −2.533, and in non-SN
HCC, 27 (87.1%) tumours scored
2.925, 0.254 or 0.138

2164 Eur Radiol (2014) 24:2157–2166



－56－

European Society of Radiology 24（9）；2157－2166，2014

the shape of enhancement in the late arterial (predominant)
phase and the shape of the post-vascular image in CEUS with
perflubutane were able to distinguish between SN and non-SN
HCCs. Accurately diagnosing SN versus non-SN HCC using
imaging is considered essential in deciding on the treatment
strategy for small nodular HCCs.
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SUMMARY

Genotypes are associated with the natural course of hepatitis C virus (HCV) infection and
response to antiviral therapy for HCV. HCV genotype 1b has been the dominant genotype in
Japan, where the prevention of HCV transmission through blood transfusion or nosocomial
infection has been established since 1990. The distribution of HCV genotype was investigated
based on patient’s birth year in 5515 HCV-infected Japanese individuals at three institutions
from different areas of Japan. At all three institutions, the proportion of HCV genotype 1b
decreased and was <50% in individuals born after 1970. By contrast, the percentage of HCV
genotype 2b increased in subsequent birth cohorts after 1920–1929. Significant changes in HCV
genotype distribution were observed across Japan regardless of area.

Key words: Birth year, distribution, genotypes, hepatitis C virus.

Hepatitis C virus (HCV) infection is a major cause of
chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular
carcinoma. HCV is classified into several genotypes
and sub-genotypes with varying prevalence rates in
different regions of the world [1]. In Japan, the
majority of individuals with HCV infection have
genotype 1b [2, 3], which is one of the sub-genotypes
resistant to interferon-based antiviral therapy [4].
Before the detection of HCV antibodies was estab-
lished in 1990, the main modes of HCV transmission
had been blood transfusion or nosocomial infection.

After the discovery of HCV, prevention of HCV
transmission through these routes was established
and the number of individuals newly infected with
HCV rapidly decreased in Japan [5]. Although
decreases in the number of individuals with HCV in-
fection have been reported, changes in the distribution
of HCV genotype over time have not been studied. In
the present study, we investigate changes in HCV
genotype distribution based on the birth year of
HCV-infected individuals in Japan. We analysed indi-
viduals from three different areas of the country to
clarify whether any changes in HCV genotype distri-
bution constitute a nationwide trend.

HCV genotype was analysed in a total of 5515
HCV-infected Japanese individuals at three institu-
tions located in different parts of Japan (Fig. 1): Ogaki
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Municipal Hospital (institution A; Ogaki City,
located in central Japan, 3269 individuals), Kagawa
Prefectural Central Hospital (institution B; Tak-
amatsu City, located on Shikoku Island, western
Japan, 1421 individuals), and Shinmatsudo Central
General Hospital (institution C; Matsudo City, near
Tokyo, 825 individuals). These individuals received
regular follow-up at one of the institutions between
1991 and 2013. HCV infection was confirmed by
both positive serum HCV antibody (Architect Anti-
HCV; Abbott Laboratories, USA) and serum HCV
RNA using a real-time polymerase chain reaction
(PCR)-based method (COBAS AmpliPrep/COBAS
TaqMan HCV test; Roche Molecular Systems,
USA; lower limit of detection, 1·2 log10 IU/ml).
HCV genotype was assessed using PCR methods to
amplify the core gene sequences using genotype-
specific primers [6]. Genotype was classified as 1a,
1b, 2a, 2b, 3a, or mixed. Review and analysis of clini-
cal data including patient’s birth year, age, sex, and
HCV genotype were approved by the Institutional Re-
view Board of each institution.

Trends for changes in the percentage of each
HCV genotype according to birth year were evaluated
with the Cochran–Armitage test. All P values were
two-tailed, and P <0·05 was considered statistically
significant.

All individuals studied were of Japanese ethnicity
and no immigrants were included. The HCV-infected
individuals comprised of 1790 males and 1479 females
with a mean age of 67·1±13·3 years at institution A;
729 males and 692 females with a mean age of
62·0±12·7 years at institution B; and 419 males and
406 females with a mean age of 66·6±13·3 years at
institution C. The distribution of HCV genotypes in
all patients was: institution A [genotype 1b (64·3%),
genotype 2a (27·0%), genotype 2b (7·7%), and other
(including genotypes 1a, 3a, and mixed) (1·0%)];
institution B [genotype 1b (62·3%), genotype 2a
(26·5%), genotype 2b (10·3%), and other (including
genotypes 1a and 3a) (1·0%)]; and institution C
[genotype 1b (70·8%), genotype 2a (17·6%), genotype
2b (10·3%), and other (including genotypes 3a and
mixed) (1·3%)].

Tokyo

Osaka

C

A

B

Fig. 1. Location of the three Japanese institutions (liver centres) participating in the study. A, Ogaki Municipal Hospital;
B, Kagawa Prefectural Central Hospital; C, Shinmatsudo Central General Hospital.
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At all three institutions, the number of individuals
with HCV infection who were under follow-up at
the institutions decreased over time starting with
birth years 1930–1939 at institution A and 1939–
1940 at institutions B and C (Fig. 2). Figure 3 shows
the distribution of HCV genotypes based on
patient’s birth year at each institution. There is a
trend of HCV genotype 1b decreasing over time

(P<0·0001 for all three institutions). The percentage
of HCV genotype 1b was <50% in individuals
born after 1970. The percentage of HCV genotype
2a was constant except for individuals born before
1929. By contrast, the percentage of HCV genotype
2b increased during the period studied (P<0·0001
for institutions A and B, and P=0·0004 for
institution C).
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Fig. 2. Changes in the number of hepatitis C virus-infected individuals under follow-up at institutions based on birth year
at (a) Ogaki Municipal Hospital, (b) Kagawa Prefectural Central Hospital, and (c) Shinmatsudo Central General
Hospital.
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This study showed that the HCV genotype distri-
bution changed markedly over time in Japan. The
trend was confirmed at three large institutions from
different parts of the country and seems to be
nationwide. The percentage of individuals with HCV
genotype 1, which is a major HCV genotype world-
wide [2], is decreasing and is found in <50% of indivi-
duals born after 1970. A decrease in the prevalence of
patients with HCV genotype 1b has also been reported
in the USA and Europe in studies with a smaller num-
ber of subjects [7–9].

Several studies have reported that HCV genotypes
are different between individuals with HCV acquired
through transfusions or medical procedures and indi-
viduals with HCV acquired through other trans-
mission route, including intravenous drug use or
tattooing [8, 10–13]. In Japan, HCV genotype 1b is
associated with the former route of transmission,
whereas other genotypes, i.e. genotypes 2a and 2b,
are associated with the latter route [13]. With the es-
tablishment of methods to prevent HCV transmission
during blood transfusions and medical procedures in
developed countries, the routes of HCV transmission
other than transfusions or medical procedures have
become the main routes of HCV infection. Indeed,
among 135 individuals with a birth year of 1970 or
later at institution A, 29 (21·5%) had a history of in-
travenous drug use and 33 (24·4%) had a history of
tattooing. By contrast, no individuals had a history
of blood transfusion. Although the accurate route of
HCV transmission was unclear in most individuals
in the present study, these changes in the common
routes of HCV transmission may be associated with
changes in HCV genotype distribution over time.
Further studies will be necessary to clarify why the
percentage of HCV genotype 2b increased in Japan.

There are several limitations to this study. HCV
genotype distribution was analysed based on the
birth year of infected individuals instead of the year
of HCV infection since there was not enough available
information to accurately determine the year of HCV
infection. However, results with a large study popu-
lation from different parts of Japan can be indicative
of changes in HCV genotype distribution. The
HCV-infected individuals analysed were those who
received regular follow-up and may not reflect the
HCV genotype distribution of the entire Japanese
HCV-infected population. Better nationwide surveil-
lance of HCV that includes data on genotype determi-
nation is required to confirm these observed changes
in HCV genotype distribution over time.

In conclusion, significant changes in HCV genotype
distribution over time were observed in HCV-infected
Japanese individuals in various regions of Japan.
HCV genotype 1b may no longer be the predominant
genotype of HCV in Japan in the future. These
changes may also be occurring in other countries
throughout the world, especially developed countries.
Reappraisal of HCV genotype distribution will be
necessary over time. Recent new antiviral drugs for
the treatment of HCV, including direct-acting anti-
virals, mainly target HCV genotype 1 with some
exceptions. However, other genotypes may become
dominant in various populations of HCV-infected
individuals.
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Abstract

Background/purpose In patients with hepatocellular car-

cinoma (HCC), gadolinium-ethoxybenzyl-diethylene-

triamine pentaacetic acid (Gd-EOB-DTPA)-enhanced

magnetic resonance imaging (MRI) often identifies non-

hypervascular hypointense hepatic nodules during the he-

patobiliary phase, but their prognostic significance is

unclear. We conducted a prospective observational study to

investigate the impact of non-hypervascular hypointense

hepatic nodules detected by Gd-EOB-DTPA-enhanced

MRI on the outcome of patients with early-stage HCC.

Methods Post-treatment recurrence and survival rates

were analyzed in 138 patients with non-recurrent, early-

stage HCC [Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) stage 0

or A] and Child-Pugh A liver function according to the

presence of non-hypervascular hypointense nodules on

pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI.

Results Non-hypervascular hypointense hepatic nodules

were detected in 51 (37.0 %) patients with early-stage

HCC on pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI.

Recurrence rates were significantly higher in patients with

non-hypervascular hypointense nodules (p\ 0.0001).

Based on a multivariate analysis, the presence of non-

hypervascular hypointense hepatic nodules on Gd-EOB-

DTPA-enhanced MRI was independently associated with

an increased recurrence rate, independent of tumor pro-

gression or treatment (p = 0.0005). The survival rate was

significantly lower in patients with non-hypervascular

hypointense nodules on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI

(p = 0.0108).

Conclusions In patients with early-stage typical HCC

(BCLC 0 or A), the presence of concurrent non-hyper-

vascular hypointense hepatic nodules in the hepatobiliary

phase of pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI is an

indicator of higher likelihood of recurrence after treatment

and may be a marker for unfavorable outcome.

Keywords Hepatocellular carcinoma � Early stage �
Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI � Non-hypervascular
hypointense nodules � Recurrence � Survival

Abbreviations
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AASLD American Association for the Study of

Liver Diseases

RFA Radiofrequency ablation

AFP Alpha-fetoprotein

AFP-L3 Lens culinaris agglutinin-reactive

alpha-fetoprotein
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DCP Des-gamma-carboxy prothrombin

CTHA CT during hepatic arteriography

TACE Transarterial chemoembolization

ALT Alanine amonotransferase activity

Introduction

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most com-

mon cancers and causes of cancer-related death worldwide

[1]. Tremendous efforts have been made for the detection

of hepatic nodules including early-stage HCC, improving

various imaging techniques including ultrasonography

(US), multidetector-row computed tomography (MDCT),

and magnetic resonance imaging (MRI).

The liver-specific contrast agent gadolinium-ethox-

ybenzyl-diethylenetriamine pentaacetic acid (Gd-EOB-

DTPA), which is taken up by hepatocytes, has been in

clinical use for dynamic MRI studies since February 2008

in Japan. Gd-EOB-DTPA provides both dynamic and liver-

specific hepatobiliary MR images [2–5]. In the hepatobil-

iary phase image, hepatic lesions that lack normally func-

tioning hepatocytes are visualized as an absence of

hepatocyte-selective enhancement compared to normal

parenchyma [5, 6]. The use of Gd-EOB-DTPA-enhanced

MRI increases detection of concurrent non-hypervascular

hepatic nodules, which appear as hypointense nodules

during the hepatobiliary phase, in patients with HCC. It is

controversial whether the presence of these non-hyper-

vascular hepatic nodules in patients with typical hyper-

vascular HCC lesions impacts their outcome after

treatment for HCC.

In the present study, we attempted to evaluate the impact

of concurrent non-hypervascular hepatic nodules detected

as hypointense nodules during the hepatobiliary phase of

Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI on recurrence and survival

of patients with early-stage HCC.

Methods

Patients, treatment, and follow-up

A total of 374 patients were diagnosed with primary, non-

recurrent HCC between February 2008 and March 2013 at

our institution. Of these patients, 289 underwent Gd-EOB-

DTPA-enhanced MRI within 2 weeks prior to treatment,

and 212 of 289 patients had Child-Pugh class A [7] liver

function. Based on the Barcelona Clinic Liver Cancer

(BCLC) classification, 138 of 212 patients were classified

as early-stage HCC (stage 0 or A) [8]. The diagnosis of

HCC was based on appropriate imaging characteristics

according to criteria in the guidelines of the American

Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)

[9, 10]. Decisions regarding treatment for each individual

patient were based on Japanese treatment guidelines for

HCC [11]. Pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI

image findings had not been taken into consideration in the

selection of treatment option. All patients were treated by

hepatic resection or radiofrequency ablation (RFA). In

patients who underwent hepatic resection, HCC tumors

were resected with ample margins; enucleation of tumors

without margins was not performed. In patients who

underwent RFA, HCC were confirmed to be ablated by

dynamic CT within a week after RFA. Multiple ablations

were performed by repeated RFA sessions when enough

ablation of HCC tumor with ample margins was not

achieved.

After treatment, all patients were prospectively followed

until the end of November 2013 at our institution with US

and either MDCT or MRI every 3–6 months. Regular

monitoring of serum tumor markers [alpha-fetoprotein

(AFP), lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein

(AFP-L3), and des-gamma-carboxy prothrombin (DCP)]

was performed every 3 months. When a suspicious hepatic

nodule was detected by US or an elevation in tumor

markers was observed, additional imaging (usually MDCT

or MRI) was performed to check for HCC recurrence.

Recurrence was diagnosed by appropriate imaging char-

acteristics according to criteria in the AASLD guidelines

[9, 10]. It was confirmed by pathologic examination of

resected specimens when patients underwent repeated

hepatic resection. Recurrent HCC was categorized into two

groups prior to the study as intrahepatic metastasis or

multicentric recurrence according to a previous study [12,

13]. Intrahepatic metastasis was defined as recurrent

tumors consisting of moderately or poorly differentiated

HCC with the same or lower degree of differentiation than

the primary tumors on pathologic examination or hyper-

vascular tumor without non-hypervascular peripheral

regions in a same hepatic segment on imaging examina-

tion. Multicentric recurrence was defined according to

previously reported criteria with some modifications

[14, 15] as follows: (i) the recurrent tumor consists of well-

differentiated HCC occurring in a different hepatic seg-

ment than moderately or poorly differentiated pre-existing

HCCs; (ii) both the primary and recurrent tumors are well-

differentiated HCCs; and (iii) the recurrent tumor con-

tained regions of dysplastic nodules in peripheral areas

based on pathologic examination or contained non-hyper-

vascular regions in peripheral areas of hypervascular tumor

on imaging examination.
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Pretreatment imaging examination of liver nodules

using Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI and confirmation

of non-hypervascular hypointense hepatic nodules

All patients underwent Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI

within 2 weeks of treatment. MRI was performed using a

1.5-T whole-body MRI system (Intera Achieva 1.5T

NOVA; Philips Medical Systems, Tokyo, Japan) with a

phased-array body coil as the receiver coil. T1-weighted

sequences were acquired with the following parameters:

T1-weighted turbo field echo (TFE) in-phase and

opposed-phase transverse (TE, opposed-phase 2.3 ms, in-

phase 4.6 ms; flip angle, 12�; matrix size, 320 9 512;

scan percentage, 70) with 3.5-mm section thickness, a

0-mm intersection gap, and a 38-cm field of view. After

intravenous injection of Gd-EOB-DTPA (Primovist; Ba-

yer Schering Pharma, Osaka, Japan), T1-weighted trans-

verse gradient-echo sequences [high-resolution isotropic

volume examination (THRIVE) with spectral presatura-

tion inversion recovery (SPIR), 4/1.8; flip angle, 12�;
matrix size, 320 9 512; scan percentage, 78.54] with 3.5-

mm section thickness, a 0-mm intersection gap, and a

38-cm field of view were obtained. Gd-EOB-DTPA

was administered intravenously as a bolus at a rate of

2 mL/sec (0.1 mL/kg, maximum dose of 10 mL) through

an intravenous antecubital line (20–22 gauge), which was

flushed with 20 mL of saline using a power injector

(Sonic Shot; Nemoto Kyorindo, Tokyo, Japan). The

timing for dynamic arterial phase imaging was deter-

mined using MR fluoroscopic bolus detection in the

descending aorta (Bolus Trak; Philips Medical Systems).

The mean delay times (time interval between the start of

bolus administration and the start of image acquisition)

for the arterial, portal, and transitional phases were 20,

60, and 180 s, respectively. Immediately after the

dynamic study, a respiration-triggered single-shot T2-

weighted sequence with a reduction factor of 4 (1,200/

100; flip angle, 90�; matrix size, 400 9 512) with 7-mm

section thickness, a 1-mm intersection gap, and a 38-cm

field of view was obtained with SPIR. The hepatobiliary

phase [16] was obtained after a 20-min delay with a T1-

weighted TFE sequence (TR/TE, 4.3/2.1 ms; flip angle,

12�; matrix size, 288 9 512) with 3.5-mm section

thickness, a 0-mm intersection gap, and a 38-cm field of

view. All the sequences were obtained with parallel

imaging (SENSE). Hypointense hepatic nodules detected

during the hepatobiliary phase of Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI were low-intensity nodules greater than

3.5 mm.

Prior to treatment, all patients underwent dynamic CT

and CT during hepatic arteriography (CTHA) [17–19] to

evaluate the intranodular blood supply and to confirm the

hypervascularity of HCC lesions and the lack of hyper-

vascularity of non-hypervascular hepatic nodules.

All imaging findings were independently evaluated by a

radiologist (Y.S.) and a hepatologist (H.T.) who were

blinded to the clinical data. When imaging assessments

between the two reviewers were discordant, consensus was

achieved through discussion.

Assays of AFP and DCP

Pretreatment tumor marker levels were measured within

1 week of treatment. Serum AFP were measured using

microchip capillary electrophoresis and a liquid-phase

binding assay on a lTASWako i30 auto-analyzer (Wako

Pure Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japan) [20]. Serum

DCP levels were determined using a sensitive enzyme

immunoassay (Eitest PIVKA-II kit, Eisai Laboratory,

Tokyo, Japan) [21–23]. The cut-off value of 20 ng/mL was

used to establish positivity for AFP, as proposed by Oka

et al. and Koda et al. [24, 25]. The cut-off value used to

establish positivity for DCP was 40 mAU/mL, as proposed

by Okuda et al. [26].

Statistical analyses

Differences in percentages between groups were analyzed

using the chi-square test. Differences in mean quantitative

values were analysed using the Mann–Whitney U test. The

date of treatment for HCC was defined as time zero for

calculations of overall survival and recurrence rates. In the

analysis of overall survival rates, patients who were alive

were censored, and those who died were not censored. In

the analysis of recurrence rates patients without HCC

recurrence were censored, and patients who had died or had

HCC recurrence were not censored. The Kaplan–Meier

method [27] was used to calculate survival and recurrence

rates, and the log-rank test [28] was used to analyze

differences.

The Cox proportional hazards model [29] was used for

univariate and multivariate analyses of factors related to

overall survival and recurrence rates. Variables analyzed

included patient age and sex, alanine aminotransferase

activity (ALT), platelet count, tumor size (B2 cm/

between 2 and 3 cm), number of tumors (single/multiple),

pretreatment AFP level (B20/[20 ng/dL), pretreatment

DCP level (B40/[40 mAU/mL), treatment for HCC

(hepatectomy/RFA), and presence of non-hypervascular

hypointense nodules in the hepatobiliary phase of Gd-

EOB-DTPA-enhanced MRI (absent/present). Variables

that reached statistical significance (p\ 0.05) in the

univariate analysis were subsequently included in the

multivariate analysis. Data analyses were performed
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using JMP statistical software, version 6.0 (Macintosh

version; SAS Institute, Cary, NC, USA). All p values

were derived from 2-tailed tests, with p\ 0.05 accepted

as statistically significant.

Results

Patients characteristics

Table 1 shows the characteristics of the study patients.

Patients consisted of 97 males and 41 females, with a mean

age of 70.6 ± 9.2 years. There were 63 (37.3 %) patients

with BCLC stage 0 HCC [8]. HCC was treated with hepatic

resection in 76 (55.1 %) patients and RFA in the remaining

62 (44.9 %) patients. In patients treated by RFA, transar-

terial chemoembolization (TACE) was performed before

RFA in patients whose HCC was more than 2.0 cm in

diameter, in order to enhance the efficacy of RFA [30], and

29 (46.8 %) of the 62 patients underwent TACE before

RFA. No differences in both recurrence and survival rates

were observed between patients treated by RFA with and

without TACE (p = 0.6295 for recurrence and p = 0.4256

for survival; supplementary Fig. 1).

Non-hypervascular hypointense nodules were detected

on pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI in 51

(37.0 %) patients, who were categorized as the hypointense

nodule (?) group. The other 87 (63.0 %) patients in whom

non-hypervascular hypointense nodules were not detected

were classified into the hypointense nodule (-) group.

Patients were followed for 8.2–66.4 months (median fol-

low-up, 33.1 months) after treatment.

Recurrence rates after treatment according

to the presence of non-hypervascular hypointense

nodules detected during pretreatment Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI

Recurrence of HCC was observed in 60 (43.5 %) of 138

patients during the study period. Recurrence was diagnosed

based on appropriate imaging characteristics according to

criteria in the AASLD guidelines in all patients and, in

addition, it was confirmed by pathologic examination of

resected specimens in 12 patients who underwent hepatic

resection for recurrent HCC.

Recurrence of HCC was observed in 32 patients

(62.7 %) of the hypointense nodule (?) group and 28

patients (32.2 %) of the hypointense nodule (-) group. We

determined the recurrence rate after treatment based on the

presence or absence of non-hypervascular hypointense

hepatic nodules identified during the hepatobiliary phase of

Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI (Fig. 1). The recurrence

rate was significantly higher in patients in the hypointense

nodule (?) group than patients in the hypointense nodule

(-) group (p\ 0.0001). In the univariate analysis, eleva-

tion of ALT (p = 0.0282), multiple tumors (p = 0.0035),

pretreatment elevation of serum AFP level (p = 0.0491),

RFA (p = 0.0087), and the presence of non-hypervascular

hypointense nodules on pretreatment Gd-EOB-DTPA-

Table 1 Characteristics of the study patients (n = 138)

Characteristic Value

Age (mean ± SD, years) (range) 70.6 ± 9.2 (36–85)

Sex (female/male) 41 (29.7)/97 (70.3)

Etiology (HBV/HCV/non-HBV, non-HCV) 24 (17.4)/95 (68.8)/19

(13.8)

Alanine aminotransferase (IU/L) 46.5 ± 31.0

Albumin (mean ± SD, g/dL) 3.93 ± 0.42

Total bilirubin (mean ± SD, mg/dL) 0.84 ± 0.32

15-min ICG retention rate (%) 18.8 ± 10.2

Prothrombin (%) 89.8 ± 14.2

Platelet count (91,000/mL) 144 ± 67

Tumor size (mean ± SD, cm) (range) 1.93 ± 0.61 (0.7–3.0)

Number of tumors (single/multiple) 105 (76.1)/33 (23.9)

BCLC classification (stage 0/stage A) 63 (45.7)/75 (54.3)

AFP (ng/dL) (median, range) 11.4 (0.6–3,344)

DCP (mAU/mL) (median, range) 29.0 (0–25,763)

Non-hypervascular hypointense nodule

(absent/present)

87 (63.0)/51 (37.0)

Treatment (resection/radiofrequency

ablation)

76 (55.1)/62 (44.9)

Follow-up period (months) (median, range) 33.1 (8.2–66.4)

Percentages are given in parentheses as appropriate

HBV hepatitis B virus, HCV hepatitis C virus, ICG indocyanine green

test, BCLC Barcelona Clinic Liver Cancer group, AFP alpha-feto-

protein, DCP des-gamma-carboxy prothrombin

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4

Years after treatment

R
ec

ur
re

nc
e 

ra
te

 (
%

)

Non-hypervascular hypointense nodules detected
by Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI (-) (n = 87)

Non-hypervascular hypointense nodules detected
by Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI (+) (n = 51)

5

Fig. 1 Recurrence rates after treatment in patients with early-stage

hepatocellular carcinoma (Barcelona Clinic Liver Cancer stage 0 or

A) based on the presence or absence of non-hypervascular hypoin-

tense hepatic nodules identified during the hepatobiliary phase of

gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine pentaacetic acid (Gd-

EOB-DTPA)-enhanced MRI. The recurrence rate was significantly

higher in patients with non-hypervascular hypointense hepatic

nodules on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI than patients without

such lesions (p\ 0.0001)
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enhanced MRI (p\ 0.0010) were identified as factors

associated with the higher recurrence rate. In the multi-

variate analysis, the presence of non-hypervascular hypo-

intense nodules on pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced

MRI (p = 0.0005) was the only factor independently

associated with the higher recurrence rate (Table 2). When

recurrence rates were analyzed categorizing patients based

on the treatment for HCC, they were significantly higher in

patients in the hypointense nodule (?) group than patients

in the hypointense nodule (-) group regardless of the

treatment modality (p = 0.0003 in patients treated by

hepatic resection and p = 0.0208 in patients treated by

RFA; Supplementary Fig. 2).

In 60 patients with HCC recurrence, 27 patients

(45.0 %) showed multicentric recurrence patterns. Multi-

centric recurrence was observed in 18 (56.3 %) of 32

patients in the hypointense nodule (?) group who recurred,

the rate being significantly higher than that in patients in

the hypointense nodule (-) group who recurred [9

(32.1 %) of 28 patients, p = 0.0495]. Among 18 HCCs

that recurred multicentrically in the hypointense nodule

(?) group, ten nodules (55.6 %) had existed as non-

hypervascular hypointense hepatic nodules on Gd-EOB-

DTPA-enhanced MRI and progressed to hypervascular

HCC tumors, whereas the other eight nodules (44.4 %)

newly occurred as multicentric recurrence after treatment.

No non-hypervascular hypointense hepatic nodules on Gd-

EOB-DTPA-enhanced MRI showed rapid growth in size

after the treatment of HCC.

Figure 2 shows the comparison in recurrence rates

between patients with a single HCC lesion, patients with

multiple HCC lesions, and patients with a single HCC

lesion plus non-hypervascular hypointense nodules on

pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI. The recur-

rence rates of patients with a single HCC lesion and

pretreatment non-hypervascular hypointense nodules on

Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI was significantly higher

than that of patients with a single HCC lesion

(p = 0.0001), and was comparable to that of patients

with multiple HCC lesions prior to treatment

(p = 0.6647; patients with a single HCC lesion without

pretreatment non-hypervascular hypointense nodules on

Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI versus patients with

multiple HCC lesions, p\ 0.0001).

Table 2 Univariate and

multivariate analysis of factors

associated with recurrence in

HCC patients (n = 138)

HCC hepatocellular carcinoma,

CI confidence interval, ALT

alanine aminotransferase

activity, AFP alpha-fetoprotein,

DCP des-gamma-carboxy

prothrombin, RFA

radiofrequency ablation

Factor Univariate analysis Multivariate analysis

Risk ratio (95 % CI) p value Risk ratio (95 % CI) p value

Age 0.9930 (0.9658–1.0230) 0.6328 –

Sex

Male 1

Female 0.9325 (0.6900–1.2283) 0.6286 –

ALT 1.0087 (1.0010–1.0155) 0.0282 1.0064 (0.9983–1.0136) 0.1163

Platelet count 1.0055 (0.9819–1.0186) 0.5722 –

Tumor size

B2 cm 1

Between 2 and 3 cm 1.0782 (0.8273–1.3929) 0.5708 –

Number of tumors

Single 1 1

Multiple 1.5328 (1.1580–1.9976) 0.0035 1.1410 (0.8153–1.5849) 0.4375

AFP

B20 ng/dL 1 1

[20 ng/dL 1.3034 (1.0011–1.6850) 0.0491 1.3062 (0.9942–1.7045) 0.0550

DCP

B40 mAU/mL 1

[40 mAU/mL 0.9409 (0.7115–1.2251) 0.6565 –

Treatment

Resection 1 1

RFA 1.4066 (1.0898–1.8287) 0.0087 1.1576 (0.8594–1.5557) 0.3330

Non-hypervascular hypointense nodule

Absent 1 1

Present 1.7683 (1.3655–2.2974) \0.0001 1.6816 (1.2564–2.2500) 0.0005
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Survival rates after treatment according to pretreatment

detection of non-hypervascular hypointense nodules

on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI

The survival rates after treatment with and without non-

hypervascular hypointense hepatic nodules identified

during the hepatobiliary phase of Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI were compared (Fig. 3). The survival rate

of patients in the hypointense nodule (?) group was

significantly lower than in the hypointense nodule (-)

group (p = 0.0108). Univariate analysis identified RFA

(p = 0.0056) and the presence of non-hypervascular

hypointense nodules on pretreatment Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI (p = 0.0134) as factors significantly

associated with the lower survival rate after treatment. In

the multivariate analysis, only RFA as a treatment

(p = 0.0213) was independently associated with the lower

survival rate. The presence of non-hypervascular hypo-

intense nodules on pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced

MRI also tended to be associated with lower survival

after treatment in the multivariate analysis, although this

difference did not reach statistical significance

(p = 0.0532, Table 3). When survival rates were analyzed

categorizing patients based on the treatment for HCC,

they did not differ between patients in the hypointense

nodule (?) group and patients in the hypointense

nodule (-) group in both treatment modalities, probably

due to the reduction in the number of patients (p = 0.3635

in patients treated by hepatic resection and p = 0.1006 in

patients treated by RFA; supplementary Fig. 3).

Discussion

The usefulness of Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI for the

surveillance of HCC in patients without a history of HCC is

established because of its high sensitivity to detect hepatic

nodules [31]. It is an important tool for the accurate eval-

uation of the progression of HCC and is currently used as

routine imaging studies for patients with HCC in several

countries including Japan. In addition to the usefulness in

surveillance, the presence of non-hypervascular hypoin-

tense hepatic nodules by Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI

can indicate the likelihood of recurrence of HCC after

treatment. In a previous study, we reported a higher rate of

HCC recurrence after hepatic resection with curative intent

in patients with non-hypervascular hypointense hepatic

nodules identified during the hepatobiliary phase of pre-

operative Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI, which was

mainly due to higher rates of multicentric recurrence [32].

The results of the present study further demonstrated that

the presence of non-hypervascular hypointense nodules

detected during the hepatobiliary phase of Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI is an indicator of a higher recurrence rate

after treatment for early-stage HCC (BCLC stage 0 or A),

including patients who were treated with modalities other

than hepatic resection. The presence of non-hypervascular

hypointense nodules in the liver of HCC patients was an
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EOB-DTPA)-enhanced MRI. The recurrence rates of patients with a

single HCC lesion plus pretreatment non-hypervascular hypointense

nodules detected by Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI was significantly

higher than that of patients with a single HCC lesion and no

pretreatment non-hypervascular hypointense nodules (p = 0.0001),

and was comparable to that of patients with multiple HCC lesions

before treatment (p = 0.6647). Recurrence rate of multiple HCC

lesions was significantly higher than a single HCC lesion

(p\ 0.0001). Patients with multiple HCC lesions include both

patients with and without non-hypervascular hypointense nodules
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Hepatol Int (2015) 9:84–92 89

123

Author's personal copy



－69－

Hepatology International 9（1）；84－92，2015

independent factor associated with a higher recurrence rate

in the multivariate analysis. Patients with a single HCC

lesion plus non-hypervascular hypointense nodules detec-

ted by pretreatment Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI had a

significantly higher recurrence rate than patients with a

single HCC lesion without non-hypervascular hypointense

nodules, and a recurrence rate was similar to patients with

multiple HCC lesions. Therefore, it may be appropriate to

consider that patients had multiple HCC nodules when

non-hypervascular hypointense nodules are detected during

the hepatobiliary phase of pretreatment Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI, even if only a single hypervascular HCC

lesion was identified.

Although it is controversial whether all non-hypervas-

cular hypointense nodules detected during the hepatobil-

iary phase of Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI have the

potential to progress into a typical hypervascular HCC

lesion, some non-hypervascular hypointense nodules

showed hypervascularity with long-term follow-up

[33–38]. However, a higher recurrence rate was observed

in patients with non-hypervascular hypointense nodules

even when the nodule itself did not progress to HCC [32];

the presence of non-hypervascular hypointense nodules

may indicate enhanced hepatocarcinogenic potential.

Well-differentiated HCCs sometimes lack hypervascu-

larity and are depicted as non-hypervascular hypointense

nodules on imaging studies. In addition, a few poorly dif-

ferentiated HCCs also lack hypervascularity. Therefore,

some concurrent non-hypervascular hypointense nodules

on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI might have been well-

differentiated HCCs. However, we did not observe non-

hypervascular hypointense hepatic nodules that showed

rapid growth in size. Therefore, we believe that concurrent

non-hypervascular hypointense nodules did not include

poorly differentiated HCC in the present study.

Factors indicative of HCC progression, including

tumor size, number of tumors, and pretreatment eleva-

tions of tumor markers were not associated with the

recurrence rate after treatment in the present study. Since

this study focused on patients with early-stage HCC

(BCLC stages 0 and A) and with Child-Pugh class A liver

function, and treatment could be curative, these factors

might have had little impact on the recurrence rate after

treatment.

Table 3 Univariate and

multivariate analysis of factors

associated with survival in HCC

patients (n = 138)

HCC hepatocellular carcinoma,

CI confidence interval, ALT

alanine aminotransferase

activity, AFP alpha-fetoprotein,

DCP des-gamma-carboxy

prothrombin, RFA

radiofrequency ablation

Factor Univariate analysis Multivariate analysis

Risk ratio (95 % CI) p value Risk ratio (95 % CI) p value

Age 1.0467 (0.9832–1.1260) 0.1616 –

Sex

Male 1

Female 1.3050 (0.7861–2.1065) 0.2904 –

ALT 1.0000 (0.9823–1.0139) 0.9896 –

Platelet count 0.9136 (0.8202–1.0019) 0.0568 –

Tumor size

B2 cm 1

Between 2 and 3 cm 1.1136 (0.6760–1.7983) 0.6651 –

Number of tumors

Single 1

Multiple 1.4054 (0.8232–2.2845) 0.1997 –

AFP

B20 ng/dL 1

[20 ng/dL 1.3275 (0.8120–2.1510) 0.2510 –

DCP

B40 mAU/mL 1

[40 mAU/mL 1.0973 (0.6609–1.7716) 0.7082 –

Treatment

Resection 1 1

RFA 2.0592 (1.2234–3.8828) 0.0056 1.8580 (1.0916–3.5313) 0.0213

Non-hypervascular hypointense nodule

Absent 1 1

Present 1.8454 (1.1345–3.1541) 0.0134 1.6312 (0.9934–2.8125) 0.0532
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Regarding the survival rate, the presence of non-

hypervascular hypointense nodules on pretreatment Gd-

EOB-DTPA-enhanced MRI tended to be associated with

the survival rate, although the association was not sta-

tistically significant in the multivariate analysis. Longer

follow-up with a greater number of patients may result

in detecting a statistically significant association between

the pretreatment presence of non-hypervascular hypoin-

tense nodules on Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI and

survival.

There are several limitations to this study. The sample size

was not large and the observation period was relatively short

because Gd-EOB-DTPA has only been in clinical use since

February 2008 in Japan. This might have been, in part, a

reason for the lack of association between concurrent non-

hypervascular hypointense hepatic nodules and survival

rates after treatment; we could not exclude the possibility of

type-2 error on the lack of statistical significance in multi-

variate analysis and subgroup analysis for the survival rates

based on the presence of non-hypervascular hypointense

hepatic nodules. Future studies with more patients and a

longer observation period are needed to confirm this obser-

vation. In addition, we could not exclude the potential pre-

sence of well-differentiated HCC in concurrent non-

hypervascular hypointense nodules on Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI. To resolve this problem, all non-hypervas-

cular hypointense nodules should have been biopsied at the

diagnosis of initial HCC, which was actually difficult.

Finally, the influence of the presence of non-hypervascular

hypointense nodules on pretreatment Gd-EOB-DTPA-

enhanced MRI was not evaluated in patients with advanced

HCC (BCLC stage B or C) and in patients with deteriorated

liver function (Child-Pugh class B or C), although it is

expected that the impact will be smaller in the presence of

advanced HCC or deteriorations in liver function.

In conclusion, the presence of concurrent non-hyper-

vascular hypointense hepatic nodules in the hepatobiliary

phase of Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI prior to treatment

is an indicator of higher likelihood of recurrence after

treatment in patients with early-stage HCC. In early-stage

HCC, such lesions may indicate an unfavorable outcome

due to the high potential of developing HCC in the back-

ground liver rather than the HCC present at the time of

diagnosis. EOB-MRI images obtained at the diagnosis of

initial HCC, therefore, can provide additional information

on the prognosis of patients with early-stage HCC in

addition to other prognostic indicators.
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Utility of real-time shear wave elastography for assessing liver
fibrosis in patients with chronic hepatitis C infection without
cirrhosis: Comparison of liver fibrosis indices

Toshifumi Tada,1 Takashi Kumada,1 Hidenori Toyoda,1 Takanori Ito,1 Yasuhiro Sone,2

Seiji Okuda,3 Nozomi Tsuji,4 Yumi Imayoshi4 and Eisuke Yasuda5

1Departments of Gastroenterology and Hepatology, 2Radiology, 3Pathological Diagnosis, 4Imaging Diagnosis, Ogaki
Municipal Hospital, Ogaki, Gifu, Japan, and 5Department of Radiological Technology, Suzuka University of Medicine
Science, Suzuka, Japan

Aim: To clarify the diagnostic impact of liver fibrosis except
for cirrhosis identified using shear wave elastography (SWE)
in chronic hepatitis C (CHC) patients, and to compare the
performance in diagnosing liver fibrosis among SWE and liver
fibrosis indices.

Methods: A total of 55 CHC patients who underwent liver
biopsy were analyzed. The diagnostic performance for identify-
ing significant liver fibrosis (F2–F3) for SWE, FIB-4 index,
aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index (APRI) and
Forns’ index was assessed using receiver–operator curve
(ROC) analysis.

Results: Themedian SWE elasticity value, FIB-4 index, APRI and
Forns’ index in the F0–F1 and F2–F3 groups were 6.3 kPa and
13.1 kPa; 1.52 and 4.45; 0.41 and 1.43; and 7.69 and 8.85,
respectively (P< 0.001 for all four methods). Multivariate
analysis showed that SWE was independently associated with

the presence of significant liver fibrosis (odds ratio, 2.52; 95%
confidence interval, 1.49–4.28; P< 0.001). The area under the
ROC curve for SWE in diagnosing significant liver fibrosis was
0.94, indicating high diagnostic value, compared with 0.86,
0.88 and 0.83, for the FIB-4 index, APRI and Forns’ index,
respectively, which corresponds to moderate diagnostic value.
The accuracy of SWE, FIB-4 index, APRI and Forns’ index for
diagnosing significant liver fibrosis was 90.9%, 76.4%, 74.5% and
67.2%, respectively.

Conclusion: SWE has excellent ability for diagnosing
significant liver fibrosis in CHC even when patients with cirrhosis
are excluded. The diagnostic performance of SWE is superior to
that of three liver fibrosis indices.

Key words: hepatitis C, liver fibrosis, liver fibrosis index, shear
wave elastography

INTRODUCTION

PERSISTENT HEPATITIS C VIRUS (HCV) infection in-
duces chronic hepatitis, which eventually develops

into liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC).1

Advanced liver fibrosis in chronic hepatitis C (CHC) is
associated with HCC development and complications
such as esophageal variceal bleeding and liver failure.2,3

Interferon (IFN)-based therapy has been used to treat
patients with CHC. Many investigators have reported that
IFN-based treatment is effective in reducing serum levels
of alanine aminotransferase (ALT), eliminating circulating

HCV RNA and decreasing liver fibrosis in CHC patients.4–8

However, IFN-based therapy is associated with several
severe treatment-related side-effects. Recently, direct-acting
antivirals (DAA) have promised to open a new era of
chronic HCV infection treatment with increased sustained
virological response rates, shorter and simpler regimens,
and minimal treatment-related side-effects. In Japan, the
combination of daclatasvir and asunaprevir was approved
as the first DAA therapy without IFN for patients withHCV
genotype 1 infection in July 2014.9,10 Other new DAA
regimens without IFN for patients with HCV infection
are being developed in succession. However, limitations
in the workforce and societal resources may limit the
feasibility of treating all patients within a short period of
time. Advanced liver fibrosis in the context of CHC has
one of the highest priorities for DAA treatment.11 Thus, it
is important to evaluate the degree of liver fibrosis in
patients withHCV infection except for those with apparent
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cirrhosis. Liver biopsy is still considered the gold standard
for the evaluation of liver fibrosis even though it is painful,
costly and associated with limitations in diagnostic utility
and accuracy. Moreover, because the invasiveness of liver
biopsy precludes repeated examinations,12 longitudinal
evaluation of liver fibrosis is difficult.
Recently, various liver fibrosis indices based on clinical

and biological data have been reported to be useful
predictors of fibrosis in liver disease.13–17 Additionally,
various non-invasive imaging methods for evaluating liver
fibrosis have rapidly improved as alternatives to liver
biopsy. Liver fibrosis has been predicted by transient
elastography (TE).18,19 Ultrasound elastography provides
objective data on tissue elasticity by representing the
stiffness of tissue using grayscale or color images.20,21

Real-time shear wave elastography (SWE) was developed
on this basis; it has attracted increasing attention be-
cause it can rapidly, non-invasively, objectively and
quantitatively detect the degree of fibrosis in patients
with liver disease, including CHC liver disease.21 Repre-
sentative reports of non-invasive imaging methods such
as SWE for evaluating liver fibrosis, however, these
have included patients with cirrhosis that have high
elasticity values (e.g. receiver–operator curve [ROC]
analysis for fibrosis stages F0–F1 vs F2–F4 or F0–F2 vs
F3–F4).22,23

In the present study, we clarified the diagnostic impact
of SWE in CHC patients with liver fibrosis that has not
reached the point of cirrhosis. In particular, we analyzed
the accuracy of SWE for distinguishing between non-
significant (F0–F1) and significant (F2–F3) liver fibrosis.
In addition, we compared its ability to diagnose liver
fibrosis with various liver fibrosis indices.

METHODS

Patients

BETWEEN DECEMBER 2012 and July 2014, liver
stiffness was evaluated using SWE in 744 consecutive

patients at our institution. Of these 744 patients, 67 met
the following eligibility criteria: (i) detectable serum HCV
RNA using a polymerase chain reaction (PCR) assay; (ii)
liver biopsy was performed; (iii) liver fibrosis stage
between F0 and F3; (iv) SWE evaluation performed within
2days of liver biopsy; (v) exclusion of other causes of
chronic liver disease (co-infection with hepatitis B virus,
alcohol consumption of >80g/day, severe fatty liver,
hepatotoxic drugs, autoimmune hepatitis, primary biliary
cirrhosis, hemochromatosis or Wilson’s disease) and
hyperlipidemia on drug therapy. We excluded 12 patients
due to insufficient SWE evaluation (e.g. breath-holding

not possible, post-hepatectomy or severe obesity). Conse-
quently, 55 patients were analyzed in this study (Figure 1).
The study protocol was in compliance with the

Declaration of Helsinki and was approved by the institu-
tional review board. Written informed consent was
obtained from all patients for use of their laboratory data
prior to the start of the study.

Clinical data and biological data
Patient age, sex, height and weight were recorded. Serum
samples were collected within 1month prior to liver
biopsy. The following variables were obtained through
serum sample analysis: aspartate aminotransferase (AST),
ALT, γ-glutamyltransferase (γ-GT), total cholesterol and
platelet count. Serum HCV RNA was measured with a
real-time PCR assay (COBAS TaqMan HCV test; Roche
Molecular Systems, Pleasanton, CA, USA; lower limit of
detection, 1.2 log10 IU/mL).

Histological evaluation
All liver biopsy specimens were obtained percutaneously
from the right lobe of liver using 17-G needles under
ultrasound guidance. Specimens were fixed, embedded in
paraffin, and stained with hematoxylin–eosin, Azan and
Gitter stains. Two hepatologists with sufficient knowledge
and experience in hepatic pathology (H.T. and T.K., with
23 and 37years of experience, respectively) who were
blinded to clinical and SWE data evaluated the liver biopsy
samples. If there was a discrepancy, they discussed the
results and reached a consensus. When length and number
of portal tracts of liver biopsy specimens of less than
2.0 cm and five, the case was to be excluded from
subsequent statistical analysis. Fibrosis was staged accord-
ing to the METAVIR scoring system:24 F0, no fibrosis; F1,
portal fibrosis without septa; F2, portal fibrosis with few
septa; F3, numerous septa without cirrhosis; and F4
(excluded in this study), cirrhosis. Necroinflammatory
activity was graded on a scale of 0–3: A0, no activity; A1,
mild activity; A2, moderate activity; and A3, severe activity.
Liver fibrosis was considered significant when it was

spread out in the portal tract (stage 2, 3 or 4). It was
considered non-significant when it was absent or restricted
to the portal tract (stage 0 or 1).16

Liver fibrosis indices
In the present study, we used the FIB-4 index, AST/platelet
ratio index (APRI) and Forns’ index as indices of liver
fibrosis. These indices were previously reported to have
utility in liver fibrosis diagnosis. The FIB-4 index was
calculated as: AST (IU/L)× age (years) / platelet count
(109/L)×ALT (IU/L)1/2.17 The APRI was calculated as:
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(AST [IU/L] / upper limit of normal AST [IU/L])×100 /
platelet count [109/L].14 The Forns’ index was calculated
as: 7.811–3.131.ln (platelet count [109/L]) +0.781.ln
(γ-GT [IU/L])+3.467.ln (age)–0.014 (cholesterol [mg/dL]).15

SWE
Shear wave elastography was performed using the
Aixplorer ultrasound system (Super Sonic Imagine, Aix-
en-Provence, France) and an SC6-1 convex array probe at
a frequency of 6MHz. Patients were in the supine position
with their right upper extremity lifted. The detection site
was fixed at 1.0–2.0 cm beneath the right liver capsule,
away from the intrahepatic vessels and the gallbladder.
When the elasticity imagingmodewas selected, the patient
held his or her breath for 3–5 s for imaging. When the
target area was located, the operator initiated the SWE
sequence measurements. After the color images were
obtained, a circular quantitative sampling frame with a
diameter of 10mm was used to measure the elastic
modulus of the liver in the region of interest (ROI). Next,
the system automatically calculated the mean elastic
modulus (in kPa) within the ROI. The mean of three
consecutive measurements during a single examination
session was used for statistical analysis.
Two sonologists from our institution (N. T. and Y. I.,

with 8 and 22years of experience, respectively) performed
the SWE examinations. They were blinded to the patient’s
histological and clinical data.

Statistical analysis
Continuous variables are expressed as medians (range).
The Mann–Whitney U-test was used for continuous

variables, and the χ2-test with Yates’ correction or
Fisher’s exact test was used for categorical variables.
In the present study, we compared patients with and
without a diagnosis of significant liver fibrosis. The
diagnostic performance of SWE, FIB-4 index, APRI
and Forns’ index was assessed using ROC and the area
under the ROC analysis. The area under the ROC was
expressed as Az. Diagnostic value was classified as low
(Az=0.50–0.70), moderate (Az=0.70–0.90) and high
(Az=0.90–1.0).25 The paired Student’s t-test was used
to compare Az. Sensitivity, specificity, accuracy, positive
predictive value (PPV) and negative predictive value
(NPV) were calculated using maximum (sensitivity
+ specificity�1) as the cut-off level26,27 in the ROC
analysis. Multiple logistic regression analysis with the
forward selection method was used to identify predic-
tors of significant liver fibrosis.
Data analysis was performed using JMP statistical

software version 10 (Windows version; SAS Institute,
Cary, NC, USA). All P-values were derived from two-
tailed tests, with P<0.05 considered statistically
significant.

RESULTS

Patients characteristics

THECHARACTERISTICS OF all 55 patients are listed in
Table 1. F0–F1was diagnosed in 37 cases (67.3%) and

F2–F3 in 18 (32.7%). There were no cases that were
difficult to make a precise evaluation due to length and
number of portal tracts of liver biopsy specimens.

Figure 1 Patient selection criteria. HCV,
hepatitis C virus; PCR, polymerase chain
reaction; SWE, shear wave elastography.
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Patient characteristics when dichotomized
according to liver fibrosis stage F0–F1 versus
F2–F3
The characteristics of the 55 patients dichotomized to F0–F1
(non-significant liver fibrosis) versus F2–F3 (significant
liver fibrosis) are listed in Table 2. In the F2–F3
group, AST, ALT and γ-GT were significantly higher
than in the F0–F1 group. Conversely, the platelet
count in the F2–F3 group was significantly lower than
in the F0–F1 group. In addition, the F2–F3 group had
significantly higher necroinflammatory activity grades
than the F0–F1 group.

SWE, FIB 4-index, APRI and Forns’ index by liver
fibrosis stage F0–F1 versus F2–F3
Themedian (range) SWE elasticity value, FIB-4 index, APRI
and Forns’ index in the F0–F1 and F2–F3 groups
were 6.3kPa (4.2–11.5) and 13.1kPa (7.1–25.2); 1.52
(0.46–5.59) and 4.45 (1.75–7.70); 0.41 (0.14–2.35)
and 1.43 (0.50–3.95); and 7.69 (6.21–9.20) and 8.85
(7.80–9.33), respectively (Fig. 2). For all four indices, the
F2–F3 group scored significantly higher than the F0–F1
group (P<0.001).

Factors associated with the presence of
significant liver fibrosis
Multiple logistic regression analysis using the covariates of
SWE, FIB-4 index, APRI and Forns’ index showed that
SWE was independently associated with the presence of
significant liver fibrosis (odds ratio [OR], 2.52 for each
1kPa increase in elasticity; 95% confidence interval (CI),
1.49–4.28; P<0.001).

ROC analysis and diagnostic value
The ROC of all four indices for the diagnosis of signifi-
cant liver fibrosis (F2 or F3) are shown in Figure 3. The
Az value for SWE was greater than 0.9, indicating high
diagnostic value. Conversely, the Az value for each of
the three liver fibrosis indices was 0.8, indicating
moderate diagnostic value. When comparing the Az
values of these measures, the Az value of SWE was
significantly higher than the Az value for the Forns’ in-
dex (P=0.038) (Table 3).
In addition, we analyzed the platelet counts as one of the

simplemarkers for diagnosis of liver fibrosis.28 The Az value

Table 1 Baseline characteristics of the study patients (n =55)

Age (years)* 61.0 (24.0–78.0)

Sex (female/male) 32/23
BMI (kg/m2)* 21.3 (16.9–31.6)
AST (IU/L)* 38 (10–262)
ALT (IU/L)* 42 (9–337)
γ-GT (IU/L)* 38 (10–195)
Total cholesterol (mg/dL)* 169 (91–248)
Platelet count (×103/μL)* 184 (89–738)
HCV RNA (log10 IU/mL)* 6.6 (1.2–7.8)
Fibrosis stage (F0/F1/F2/F3) 3/34/14/4
Histological activity (A0/A1/A2/A3) 1/37/15/2
Length of liver biopsy specimens (cm)* 4.5 (2.5–6.3)
No. of portal tracts of liver biopsy specimens* 13 (7–21)

*Data expressed as medians (range).
γ-GT, γ-glutamyltransferase; ALT, alanine aminotransferase; AST,
aspartate aminotransferase; BMI, body mass index; HCV, hepatitis C
virus.

Table 2 Characteristics of patients dichotomized by liver fibrosis stage F0–F1 versus F2–F3

F0–F1 group (n=37) F2–F3 group (n=18) p value

Age (years)* 60.0 (24.0–78.0) 64.5 (46.0–73.0) 0.323
Sex (female/male) 23/14 9/9 0.517
BMI (kg/m2)* 21.3 (17.8–31.6) 21.3 (16.9–25.2) 0.943
AST (IU/L)* 33 (10–140) 79 (27–262) <0.001
ALT (IU/L)* 24 (9–230) 58 (28–337) <0.001
γ-GT (IU/L)* 26 (10–195) 63 (18–115) <0.001
Total cholesterol (mg/dL)* 179 (91–248) 162 (143–203) 0.051
Platelet count (×103/μL)* 189 (94–738) 127 (89–280) 0.003
HCV RNA (log10 IU/mL)* 6.7 (1.2–7.8) 6.5 (4.8–7.5) 0.461
Histological activity (A0/A1/A2/A3) 1/30/6/0 0/7/9/2 0.004

*Data expressed as medians (range).
γ-GT, γ-glutamyltransferase; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; BMI, body mass index; HCV,
hepatitis C virus.
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for platelet counts was 0.75 (95% CI, 0.58–0.87), and the
Az value of SWE was significantly higher than the Az value
of platelet counts (P=0.017).

Performance of the four methods for
diagnosing significant liver fibrosis
The sensitivity, specificity, accuracy, PPV and NPV for
diagnosing significant liver fibrosis are shown in Table 4.
The cut-off level for SWE, FIB-4 index, APRI and Forns’
index according to the Youden index26,27 was 8.8kPa,
2.09, 0.49 and 7.69, respectively. Using these cut-off levels,
the accuracy of SWE for diagnosing significant liver fibrosis
was superior to the three liver fibrosis indices.

DISCUSSION

IN THE ROC curve analysis, the Az value for diagnosing
significant liver fibrosis except for cirrhosis was over 0.9

for a high elasticity value as determined by SWE; this Az
value is considered to indicate high diagnostic value.
Conversely, the Az values for the FIB-4 index, APRI and
Forns’ index were 0.8, which is considered to indicate
moderate diagnostic value. Additionally, there was a
significant difference in Az values for diagnosing significant
liver fibrosis between SWE and the Forns’ index. Further,
the Az value of SWE was significantly higher than the Az
value for the platelet counts as one of the simple liver
fibrosis markers.

Figure 2 Correlation between the degree of liver fibrosis (F0–F1 vs F2–F3) and the fourmethods for assessing liver fibrosis. The bottom
and top of each box represent the 25th and 75th percentiles, respectively (i.e. the interquartile range). The line though the box indicates
the median. The error bars indicate minimum and maximum non-extreme values. (a) Correlation between the degree of liver fibrosis
and SWE elasticity value. The F2–F3 group had a significantly higher SWE elasticity value than the F0–F1 group (P< 0.001). (b)
Correlation between the degree of liver fibrosis and the FIB-4 index. The FIB-4 index in the F2–F3 group was significantly higher that
in the F0–F1 group (P< 0.001). (c) Correlation between the degree of liver fibrosis and the APRI. The APRI in the F2–F3 group was sig-
nificantly higher that in the F0–F1 group (P< 0.001). (d) Correlation between the degree of liver fibrosis and Forns’ index. Forns’ index
in the F2–F3 groupwas significantly higher that in the F0–F1 group (P< 0.001). APRI, aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index;
SWE, shear wave elastography.
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Ferraioli et al.23 assessed the accuracy of SWE versus TE in
121 patients with CHC using liver biopsy as the reference
standard. They found that liver elasticity increased in

parallel with the degree of liver fibrosis as determined
by SWE and TE. In comparisons of F0–F1 versus F2–F4,
F0–F2 versus F3–F4 and F0–F3 versus F4, the Az values
were 0.92 for SWE and 0.84 for TE (P=0.002); 0.98 for
SWE and 0.96 for TE (P=0.14); and 0.98 for SWE and
0.96 for TE (P=0.480), respectively. Therefore, SWE was
more accurate than TE for assessing significant fibrosis
(≥F2). Their study included all stages of liver fibrosis. In
fact, approximately 20% (24/121) of patients with high
elasticity values had cirrhosis (F4). The Az value for
diagnosing of F4 was 0.98, reflecting extremely high
diagnostic value. However, our study, which excluded
patients with cirrhosis, found that SWE still had high
diagnostic performance. In other words, SWE, a non-
invasive and repeatable imaging method, can provide
high-quality imaging assessment of the degree of liver
fibrosis in CHC patients.
A remarkable feature of SWE is that it can show

viscoelastic properties in all areas in an ROI with a color
look-up table and, thus, is expected to overcome the limi-
tations of TE by which liver stiffness cannot be measured
accurately in patients with severe obesity, thick subcutane-
ous fat and ascites.29 Further, acoustic radiation force im-
pulse imaging (ARFI) and real-time elastography (RTE)
have also been developed as non-invasive imaging
methods for evaluating liver fibrosis. ARFI has been
implemented on an ultrasound system as another shear-
wave-based elastography technique. This approach differs
from SWE, in that it is limited to a quantitative estimate
of liver stiffness at a single location. In addition, the ROI
of ARFI is relatively small as compared with that of SWE.
Like SWE, RTE can display tissue elasticity images and
conventional grayscale ultrasound images at the same time
but is unable to calculate the elasticmodulus. Because only
a few studies of SWE were published, more information is
needed for comparing SWE and these methods in clinical
practice.
Recently, methods using blood test data, including the

AST/ALT ratio,13 FIB-4 index,17 APRI,14 Forns’ index15

and the Fibro test16 have been reported to be useful for
evaluating liver fibrosis. In the present study, we used the
FIB-4 index, APRI and Forns’ index as three representative
liver fibrosis indices. According to published reports, the
Az values for diagnosing significant liver fibrosis in
patients with HCV infection for the FIB-4 index, APRI
and Forns’ index (both FIB-4 index and Forns’ index,
METAVIR score ≥F2; APRI, Ishak score ≥3)30 were 0.85,
0.88 and 0.81, respectively. In the present study for
diagnosing significant liver fibrosis that has not yet
reached cirrhosis, the Az values for these three indices were
0.8, indicating moderate diagnostic value, and not as high

Table 3 Az values for SWE, FIB 4-index, APRI and Forns’ index

Az value 95% CI

P-value, compared with:

FIB 4-index APRI Forns’ index

SWE 0.94 0.84–0.98 0.092 0.164 0.038
FIB-4 index 0.86 0.74–0.93 0.563 0.264
APRI 0.88 0.76–0.94 0.209
Forns’ index 0.83 0.69–0.91

APRI, aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index; CI, confi-
dence interval; SWE, shear wave elastography.

Table 4 Performance of significant liver fibrosis diagnosis

Cut-off
Sensitivity

(%)
Specificity

(%)
Accuracy
(%)

PPV
(%)

NPV
(%)

SWE 8.8 kPa 88.9 91.9 90.9 84.2 94.4
FIB-4 index 2.09 88.9 70.3 76.4 59.3 92.9
APRI 0.49 100 62.2 74.5 56.3 100
Forns’ index 7.69 100 51.4 67.2 50.0 100

APRI, aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index; NPV, negative
predictive value; PPV, positive predictive value; SWE, shear wave
elastography.

Figure 3 ROC curves for the four methods for diagnosing
significant liver fibrosis (F2 or F3). ( ) SWE, ( )
FIB-4 index; ( ) APRI, ( ) Forns’ index. APRI,
aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index; ROC, receiver–
operator curve; SWE, shear wave elastography.
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as that for SWE. In addition, although the cut-off levels for
the four methods were calculated automatically by statisti-
cal software according to the Youden index26,27 and blood
testing and SWE did not occur on the same day, the
accuracy for diagnosing significant liver fibrosis with SWE
was superior to that for the three liver fibrosis indices.
Moreover, SWE was independently selected as a marker
of significant liver fibrosis by multivariate analysis that
included these four variables as covariates (OR, 2.52 for
each 1kPa increase in elasticity). One possible reason for
this difference is that these three indices, especially the
FIB-4 index and the Forns’ index, include age. They are
useful for predicting severe liver fibrosis in the form of
cirrhosis. According to Vallet-Pichard et al., the Az value
for diagnosing of cirrhosis in patients with HCV infection
using the FIB-4 index was greater than 0.9, indicating high
diagnostic value.31 In the present study, however, the
median age of patients with non-significant and significant
liver fibrosis was over 60 years, with no significant
difference between the two groups.
In the present study, we excluded patients with cirrhosis

that had high elasticity values. Recently, with advances in
imaging techniques, the diagnosis of cirrhosis using gray-
scale ultrasonography with typical findings such as superfi-
cial nodularity, a coarse parenchymal echo pattern, and
signs of portal hypertension (splenomegaly, >120mm;
dilated portal vein diameter, >12mm; patent collateral
veins or ascites)32–34 without SWE has become relatively
satisfactory. Therefore, we evaluated the degree of liver fi-
brosis except for cirrhosis, classifying patients as having
non-significant or significant liver fibrosis. Although the
hepatitis C guidelines of the American Association for the
Study of Liver Diseases recommends that patients with a
METAVIR score of F3 or more as among those with the
highest priority for DAA treatment,11 we compared CHC
patients with F0–F1 and F2–F3 in the present study to pre-
vent overlooking the appropriate timing for optimal thera-
peutic intervention.16,35

The main limitations of this study include the compar-
atively small number of CHC patients and its retrospec-
tive nature. In particular, the size of the group with
significant liver fibrosis was small. Additionally, the
hyaluronic acid levels as one of the simple liver fibrosis
markers, due to the small number of patients in whom
these data were available, we were unable to analyze the
diagnostic value of it. Further prospective studies with a
larger number of patients are warranted. Another limita-
tion of our study was that our analysis of elasticity as
evaluated by SWE did not take into account the
necroinflammatory activity grades in each group. The
group with significant liver fibrosis had significantly

higher necroinflammatory activity grades compared with
the group with non-significant liver fibrosis. In several
studies, influences of necroinflammatory activity, jaun-
dice and/or congestion on TE, ARFI or SWE measure-
ments have been found.36–41 Namely, liver stiffness is
increased when inflammation, jaundice and/or conges-
tion are present in the liver. Further studies evaluating
how to divide patients with varying degrees of liver fibro-
sis by necroinflammatory activity grades that involve a
larger number of CHC patients are also warranted.
In conclusion, SWE has a high ability to diagnose

significant liver fibrosis not including cirrhosis in patients
with HCV infection. In addition, SWE has high diagnostic
performance for liver fibrosis compared with liver fibrosis
indices such as the FIB-4 index, APRI and Forns’ index.
Further studies are warranted to confirm this finding in
other populations.
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a b s t r a c t

This report describes a case of paradoxical atrial undersensing by a dual-chamber pacemaker during
paroxysmal atrial fibrillation. Undersensing of 5.6 mV atrial signals at a programmed sensitivity of 0.5 mV
returned to normal sensing by decreasing atrial sensitivity to 1.0 mV. This uncommon phenomenon can be
explained by a repeated activation of the quiet timer blanking interval. Knowledge of this phenomenon is
important in the current pacemaker management to improve the accuracy of the diagnostic feature for atrial
tachyarrhythmia burden and to avoid unnecessary lead revisions.

& 2013 Japanese Heart Rhythm Society. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Diagnostic features implemented in implantable pacemakers have
proven useful for clinical decision making. Specifically, monitoring of
the atrial tachyarrhythmia (AT) burden by pacemaker diagnostics, for
example, has been widely recognized as an important tool for
therapy improvement. However, it may be difficult to set the atrial
sensitivity for proper sensing during ATs at the time when the
patients are in sinus rhythm. A low sensitivity setting may lead to
true undersensing during ATs. Contrary, paradoxical atrial under-
sensing (PAUS), a rare phenomenon, is defined as atrial undersensing
at a high programmed atrial sensitivity and with the return of normal
atrial sensing at a lower programmed sensitivity during ATs [1].
Herein, we report a case of PAUS of atrial fibrillation (AF) associated
with quiet timer blanking, and review the literature.

2. Case report

The patient is a 66-year-old man who had a Kappa dual-
chamber pacemaker (Model KDR 921; Medtronic Inc., Minneapolis,
MN, USA) implanted for advanced atrioventricular block in 2006.
The atrial lead was Isoflex 1642T (St. Jude Medical, St. Paul, MN,
USA) and the ventricular lead was Isoflex 1646T (St. Jude Medical).
He had a history of myocardial infarction and paroxysmal AF. The
pacemaker was programmed to the DDD mode with a lower rate of
60 ppm, atrial sensitivity of 0.5 mV, the Sensing Assurance function
set to on, and an atrial high rate episode detection rate of 180 ppm.
More detailed programming information can be found in Table 1.
Since the implantation of the pacemaker, the patient had been
followed every 6 months. In July 2010, during a follow-up visit, AF
was confirmed by the surface ECG and an atrial intracardiac
electrogram (AEGM), as shown in Fig. 1A. Despite the detection of
AF potentials with amplitudes of 5.6–8.0 mV, the marker did not
indicate a sense, and atrioventricular sequential pacing continued
without mode switch operation. Since atrial sensitivity was set to
0.5 mV, true undersensing was not thought to be a cause of this
phenomenon and other causes were considered.

Because of the high amplitude of atrial signals, atrial sensitivity
was decreased from 0.5 mV to 0.7 mV to 1.0 mV. As the sensitivity
decreased, atrial sensing was restored gradually. With the sensitivity
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of 1.0 mV, normal atrial sensing with mode switching was restored
completely. The sensitivity was programmed to 1.4 mV. The resultant
surface EGM and AEGM at this setting are shown in Fig. 1B. The
Sensing Assurance function was turned off because atrial sensitivity
was limited to 0.5 mV when the feature was enabled. This repro-
gramming led to the accurate detection of AF with mode switching
to DDIR. Subsequent ambulant follow-up at 6, 12, and 24 months
demonstrated continued normal sensing during AF.

3. Discussion

The mechanism of PAUS during AF seen in this case report was
most probably caused by repetitive activation of the quiet timer
blanking period [1].

Current pacemakers are equipped with a mechanism called
“quiet timer blanking” that is intended to allow the sense
amplifier circuit response, known as “ringing,” to die down before
bringing the sense amplifier back online. The normal quiet timer
interval in Kappa pacemaker ranges from 50 to 100 ms (nonpro-
grammable). Thus, if large and/or wide signals and/or high levels
of postpace polarization are sensed, these quiet timer blanking
periods may cover the entire sensing window. Furthermore, with a
short sensed atrial cycle length (CL), the blanking timer may be set
repetitively, resulting in disabling of atrial sensing [1]. In the
present case, the combination of high sensitivity (0.5 mV; lower
programmed value indicates being more sensitive) and the char-
acteristics of the patient0s atrial signal (amplitude of 5.6–8.0 mV
and CL of 160–170 ms) repetitively reset the quiet timer blanking
interval. Accurate sensing and mode switching behavior were
restored when the sensitivity was decreased to 1.0 mV. The Kappa
series are also equipped with an analog noise filter (ANF) in order
to sense cardiac signals when there is low-level background noise
of continuous frequency interference, such as 50/60 Hz. The
behavior of ANF depends on the amplitude of the signal compared
with the amplitude of the background noise. Changing the
sensitivity setting does not change the behavior of ANF. Thus, it
is unlikely that ANF was involved in the atrial undersensing
observed in the present case.

PAUS was first described using a sheep model by Willems et al. [1].
The study indicated that undersensing was present if the pacemaker
was programmed to be 4 or more times more sensitive than the
sensing threshold [1]. To date, a total of 6 cases, including the present
case, have been reported [2–5] (Table 2). The atrial rhythm was AF in
5 patients and atrial flutter in 1 patient. The atrial CL was o180ms in
all patients except in patient 2, who was in atrial flutter with a CL of
220 ms and relatively high sensed amplitude. In all patients, the
minimum sensed atrial amplitudewas 44mV during the tachycardia.
Normal atrial sensing was successfully restored in 5 of 6 patients by
decreasing the atrial sensitivity. The ratio of the sensed atrial ampli-
tude to the sensing threshold to avoid PAUS ranged from 4 to 13,

Table 1
Programmed parameters.

Parameter Settings

Pacing mode DDD
Mode switch ON
Lower rate 60 ppm
Upper tracking rate 120 ppm
Upper sensing rate 120 ppm
PVARP Auto
PVAB 180 ms

Ventricular refractory 230 ms
Ventricular blanking (after atrial pacing) 28 ms

Atrial lead
Sensitivity 0.5 mV
Polarity Bipolar

Ventricular lead
Sensitivity 2.8 mV
Polarity Bipolar

Sensing Assurance On

Fig. 1. (A) Surface lead II, atrial intracardiac electrogram (AEGM), and annotation channel with atrial sensitivity at 0.5 mV. There is complete failure to sense atrial events, and
atrioventricular sequential pacing at the programmed lower rate is seen. (B) Surface lead II, AEGM, and annotation channel after decreasing the atrial sensitivity setting to
1.4 mV. Proper pacemaker function with atrial pacing inhibited and regular ventricular pacing at the programmed lower rate due to appropriate mode switching is seen.
AP: atrial pacing; VP: ventricular pacing; AR: atrial refractory sensing; and AS: atrial sensing.
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which roughly agrees with the results of the animal study [1].
In addition, it should be noted that PAUS was not completely avoided
even at 2 mV sensitivity in a patient who had the highest sensed
atrial amplitude of 10 mV during atrial fibrillation with a short CL of
160 ms [4].

All 6 patients with PAUS had Medtronic pacemakers (Table 2).
The sensitivity setting of the pacemaker is implemented by
2 means: variable-gain amplifiers or adjustable-threshold voltage
comparators [6]. The variable gain amplifier is the first stage of the
sensing circuitry, and it will change the gain of the sense amplifier
according to the set sensitivity. The design of Medtronic pace-
makers may differ from that of pacemakers from other manufac-
turers. However, discussing the technical aspect of the sensing
circuitry is not the purpose of this paper. In 1 study, patients with
a dual-chamber pacemaker and AF were investigated for the
incidence of PAUS by increasing the atrial sensitivity in a stepwise
fashion [7]. PAUS was seen in 9 of 71 (13%) patients with 6 different
pacemakers from 5 different manufacturers. The study indicated
that, technically, PAUS may universally occur; however, further
accumulation of data is needed to clarify if the Medtronic pace-
makers have a propensity for the behavior in real-world clinical
practice.

4. Conclusion

Quiet timer blanking behavior can result in PAUS during ATs.
Knowledge of this phenomenon is a key to improving the accuracy
of the AT burden diagnostic feature and to avoiding unnecessary
lead revisions. Decreasing the sensitivity to the optimal value

while confirming there is no atrial undersensing during sinus
rhythm could be a solution to the problem in most cases.
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虚血性心筋症（ICM）では、非虚血性心筋症（NICM）

にくらべて心臓再同期療法（CRT）の効果が小さいこ

とが知られており［1］、これには myocardial scarring

（MS）の関与が示唆されている。心電図同期心筋血

流 SPECT（GMPS）では、MS は血流低下域として

捉えられる。われわれは、NICM において CRT 術

前の GMPS における後側壁の局所血流低下が non-

responder の予測因子となることを報告した（FIND 

study）［2］。本研究では、対象を ICM までひろげて

GMPS による MS が CRT 効果の予測に有用であると

の仮説を検証した。

自験例での検討

ICM12 例、NICM22 例を対象とした。CRT 前の安

静 時 GMPS（99mTc-MIBI 740MBq） を AutoQUANT

にて解析し、Global MS の指標として defect extent

を、regional MS intensity の 指 標 と し て 17 分 画 の

% uptake ratio を求めた。CRT 後 6 ヵ月に GMPS を

再検し、左室収縮末期容積の減少が 15%未満にとど

ま っ た 症 例 を non-responder（n=16, 42 %） と 定 義

した。ICM は、NICM にくらべ non-responder とな

る症例が多く、ロジスティック解析の結果、オッズ

比 8.1、95 % CI 1.7-39（p=0.009） で あ っ た。GMPS

の指標では、defect extent と、隣接する側壁の 3 領

域（basal posterolateral、mid posterolateral、apical 

lateral）における局所% uptake ratio が、有意な non-

responder の 指 標 と な っ た（ 図 1）。 こ の な か で、

basal-posterolateral 領域の% uptake ratio は、ICM・

NICM で補正したあとでも、non-responder の有意な

予測因子となった。図 2 に ROC 解析結果を、図 3 に

代表的な responder と non-responder を呈示した。

考察

本研究の結果は、scar 領域が大きいこと、後側壁

に重度の scar が存在することが、CRT 効果を減弱

することを示唆する。以下の機序が考えられる。（1）

scar 領域が広汎であれば、CRT による左室リモデリ

ングが得られない。（2）最も遅れて収縮する側壁領域
［3］が scar で動かなければ、中隔側との再同期は成立

しない。（3）左室電極周囲が scar であれば、ペーシ

ングにより十分な心筋が捕捉されず、また、ペーシン

グ部位から左室全体へ興奮が一様に伝わらない。同様

の結果は MRI を用いた研究でも示されているが［4］、

SPECT 関連では、安静 Tl201-SPECT で SRS>27 であ

ると CRT のメリットが得られないとの報告がある［5］。

これに対して、本研究では、expert による視覚的評

■ 特集 -1　心不全と心臓核医学
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Predicting the CRT non-response by gated-SPECT myocardial perfusion imaging: implication of the 
extent and the regional intensity of myocardial scarring determined by AutoQUANT
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図 1　CRT non-reponse を予測する AutoQUANT 指標 図 2　ROC 解析結果　BPL: basal posterolateral
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図 3　CRT responder と non-responder

価ではなく AutoQUANT による自動計測を用いた。

汎用性、再現性という点で今後の臨床応用に期待でき

るかもしれない。われわれは、ICM において、defect 

extent が将来の致死性不整脈の予測因子となること

を報告している［6］。GMPS は、虚血の評価、左室容

積測定など CRT 適応となりうる心筋症の診療に必須

ともいえる客観的情報を提供する。これに加えて、同

時に得られる defect extent、regional % uptake ratio

から、CRT 効果の予測ができる可能性がある。ま

た、MS の局在が分かれば、それを避けて左室ペーシ

ングを行うことで CRT 効果を上げることにつながる

ことが予想される［4］。解析ソフトや解析法の選択な

ど、未解決の部分を残すが、今後、多数例の検討から、

GMPS の臨床的意義が確立されることを期待する。
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Introduction
The Riata and Riata ST implantable cardioverter-defibrillator
(ICD) leads, a narrow caliber silicone lead without an outer
jacket, have been shown to be prone to structural1–4 and
electrical failure.1–3,5–8 While much interest has been shown
in potentially lethal high-voltage (HV) failures5,9,10 caused
by electrical short circuits due to a breach in the ethylene
tetrafluoroethylene (ETFE) insulation of the defibrillation
cables,8 the clinical manifestation of Riata/ST lead failures
has not been fully elucidated. In this report, we present a case
of shock-induced Riata lead pacing failure and discuss
clinical approach to the management of Riata/ST leads.

Case report
A 59-year-old man with dilated cardiomyopathy who had a
dual-chamber ICD (ATRAS DR, St Jude Medical, Inc,
Sylmar, CA; right ventricular [RV] lead, Riata 1570-65, St

Jude Medical) implanted in 2005 visited the emergency
department after experiencing 4 successive sets of shocks (1,
6, 6, and 6 shocks, respectively) within an hour in 2013. The
surface electrocardiogram showed atrial fibrillation (AF)
with RV pacing failure (Figure 1). Externalized conductors
(ECs) were not apparent using multidirectional fluoroscopy.
Measurement values related to the lead since the implanta-
tion had been within the normal ranges and stable up to and
including the last evaluation conducted 5 weeks before the
event, with the normal ranges as follows: an RV pacing
impedance of 400–450 Ω, an RV pacing threshold of 0.25–
0.5 V/0.5 ms, an RV sensing threshold of 4.0–6.0 mV, and
an HV lead impedance of 52–57 Ω. Device interrogation
revealed that all 19 shocks of 36 J were delivered inappropri-
ately owing to AF. The HV lead impedance decreased to
24 Ω for the first shock and was 48, 48, and 45 Ω for the
subsequent sets of shocks, respectively. The RV sensing
threshold decreased to 2.8 mV. The RV pacing threshold
markedly increased to 6.0 V/0.5 ms with an increased
impedance of 1500 Ω (Figure 2A). The stored intracardiac
electrograms of the first shock episode were unavailable
because of the accumulation of data from the subsequent
episodes. The second shock episode is shown in Figure 2B.
The shock was delivered inappropriately owing to the rapid
ventricular response during AF. Noise became apparent on
the RV lead after shock delivery. The noises were transiently
seen afterward on the intracardiac electrograms of the
subsequent episodes.

Figure 1 Surface electrocardiogram showing right ventricular pacing failure. The right ventricular pacing (arrows) at the programmed lower rate of 60 beats/
min due to appropriate mode switching during atrial fibrillation did not capture the myocardium.

KEYWORDS Electrical failure; ICD; Pacing failure; Shock; Short circuit; Riata
lead
ABBREVIATIONS AF ¼ atrial fibrillation; EC ¼ externalized conductor;

ETFE ¼ ethylene tetrafluoroethylene; HV ¼ high voltage; ICD ¼
implantable cardioverter-defibrillator; PTFE ¼ polytetrafluoroethylene;

RV ¼ right ventricular; SVC ¼ superior vena cava
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The patient underwent the implantation of a new defib-
rillator lead. The affected lead was intact as far as could be
visually inspected in the pocket. The RV ring and tip
electrode conductors were evaluated individually. The uni-
polar measurements of the RV ring electrodes were within
the normal range, with a pacing impedance of 299 Ω and a
pacing threshold of 1.9 V/0.5 ms, whereas those of the RV
tip electrodes were abnormal, with a pacing impedance of
1953 Ω and a pacing threshold of 6.5 V/0.5 ms. All
connectors of the damaged lead were capped, and the lead
was not extracted. A new ICD lead was implanted, and a
generator was exchanged. The explanted ICD was bench
tested by the manufacturer, and no abnormal findings were
obtained.

Discussion
This case demonstrates a shock-induced RV pacing failure,
an uncommon manifestation of electrical short circuiting of
the ICD lead.

It is quite evident that an electrical short circuit
occurred during the first shock. However, a short circuit
between the HV conductors was unlikely in this case,
because the bench test found no abnormality in the internal
circuitry of the explanted pulse generator. Since the
ATRAS DR ICD was not equipped with an overcurrent
detection system, an electrical short circuit between the
HV systems should have damaged the internal circuitry of
the pulse generator. RV pacing failure seen shortly after
shock delivery was caused by the failure of the RV tip
conductor that was centrally located in the lead. Thus, it
was most likely that a short circuit occurred between the
RV tip conductor and one of the following HV systems:
the RV coil conductor, the superior vena cava (SVC) coil
conductor, or the ICD can (Figure 3). The 3 hypotheses
regarding how RV pacing failure developed owing to a
short circuit are described below. Hypothesis 1 is that an
electrical short circuit occurred between the RV tip

conductor and the RV coil conductor (Figure 3A). The
RV tip electrode functioned as an anode during shock
delivery. The electrical current ran from the RV tip
electrode to the SVC coil as well as to the ICD can,
making a circuit parallel to those between the RV coil and
the SVC coil/ICD can. As a result, the shock impedance
decreased to 24 Ω. The myocardium surrounding the RV
tip electrode was ablated by the shock current, which
increased the pacing impedance and pacing threshold.
Furthermore, because of the impedance increase in the
myocardium surrounding the RV tip electrode caused by
the first shock, the shock impedances of the subsequent
shocks were increased to the near-normal range. Hypoth-
esis 2 is that an electrical short circuit occurred between
the RV tip conductor and the SVC coil conductor
(Figure 3B). In this setting, the RV tip electrode func-
tioned as a cathode. The current ran from the RV coil to the
RV tip electrode. The circuit was parallel to that between
the RV coil and the SVC coil and to that between the RV
coil and the ICD can. The subsequent result was the same
as in Hypothesis 1. Hypothesis 3 is that an electrical short
circuit occurred between the RV tip conductor and the ICD
can (Figure 3C). The RV tip electrode functioned as a
cathode, with the same result as in Hypothesis 2. The Riata
lead consists of a centrally located RV tip conductor coil
and 3 surrounding pairs of conductor cables: the RV HV
defibrillation conductor cables, the SVC HV defibrillation
conductor cables, and the ring electrode conductor cables.
The central RV tip conductor coil is encased in a tube of
polytetrafluoroethylene (PTFE), and each of the 3 pairs of
conductor cables is extruded with ETFE. When the lead
structure is considered, Hypothesis 3 becomes less likely.
Theoretically, it seems impossible to selectively damage
the central RV tip conductor without the other surround-
ing conductors being affected by can abrasion. In addi-
tion, the lead damage was not obvious in the pocket.
Thus, in this case, breaks in the PTFE insulation and the
ETFE insulation of either the RV or the SVC coil
conductor were most likely responsible for the short
circuiting.

Riata and Riata ST ICD leads are prone to a unique
insulation failure with inside-out abrasion with ECs.1–4 The
prevalence of ECs ranges from 14% to 25% at a dwell time
of approximately 5 years.1–4 Most leads with ECs seem to be
electrically intact with PTFE/ETFE insulation of each cable,
and the overall incidence of electrical abnormalities ranges
from 1.3% to 6.7% (Table 1).1–3,6–8 The pattern of electrical
failure is diverse, including nonphysiologic noise and
decrease or increase in pace/sense conductor impedance or
HV impedance. Sung et al6 reported that 14 of 47 failed leads
resulted in inappropriate shocks. Among them, an increase in
pace/sense conductor impedance and an increase in capture
threshold were seen in 1 patient, respectively.6 Although
they did not mention the clinical manifestation of the lead

KEY TEACHING POINTS

� Electrical defects of the Riata lead may become
evident only after a maximum shock delivery in the
setting of previously unsuspected lead problem
based on the routine device checkups.

� Externalized conductors may likely indicate a future
risk of electrical failure, but may not necessarily
precede the electrical defect.

� A high-output defibrillation testing is strongly
recommended to assess the integrity of the Riata
lead at the time of a generator exchange or when
electrical defects are highly suspicious.
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Figure 2 A: Trend of pacing lead impedance and capture threshold. The right ventricular pacing lead impedance and pacing threshold had been stable since
device implantation, but markedly increased after shock delivery. B: Stored intracardiac electrograms before and just after the second shock delivery. The shock
was delivered inappropriately owing to the rapid ventricular response during atrial fibrillation. No noise or nonphysiologic signals were apparent before shock
delivery. Noise appeared shortly after shock delivery on the right ventricular electrogram. RA EGM ¼ right atrial electrogram; RV EGM ¼ right ventricular
electrogram.
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failures in detail, these 2 leads may have had the pattern of
electrical failure similar to that of the present case. It is
debatable whether leads with ECs are more likely to fail
electrically (Table 1).2–4,8 In this regard, a recent longi-
tudinal follow-up study has demonstrated that ECs develop
at a rate of 3.7 per 100 person-years and that electrical
abnormalities will newly occur with a 4.4 times higher rate
in patients with baseline ECs than in those without ECs.11

Another longitudinal study has shown an electrical failure
rate of 6.4%/y in the externalized lead.12 The time-
dependent phenomenon of ECs and link to new electrical
abnormalities emphasize that fluoroscopic screening of
ECs will provide useful information in the management of
Riata/ST leads.

It should be noted that neither the EC nor electrical failure
had been detected by the routine device checkups before the
true shock delivery occurred in the present case. There is no
definite explanation for this. However, it is conceivable that
the insulation was barely intact, although there should have
been partial abrasion of the ETFE and/or PTFE coatings
before the high-energy shock current caused a breakdown of
the coatings. Another possible explanation is that the
delivery of a low current during the HV impedance measure-
ment may not have been enough to reveal a small short
circuit that became apparent only through the delivery of a
maximum shock. Two previous case reports9,10 have
described a similar phenomenon in Riata leads, underscoring
the concept that a lead problem may become evident only
after maximum shock delivery. We should keep in mind that
device interrogation, fluoroscopy, and low-voltage shocks
may not be able to detect electrical defects even when
present. A high-output defibrillation testing is strongly
recommended to assess the lead integrity at the time of a
generator exchange or when electrical defects are highly
suspicious.

Figure 3 Presumed mechanisms of the electrical short circuit. A:
Hypothesis 1: An electrical short circuit between the RV tip conductor and
the RV coil conductor. B: Hypothesis 2: An electrical short circuit between the
RV tip conductor and the SVC coil conductor. C: Hypothesis 3: An electrical
short circuit between the RV tip conductor and the ICD can. Dotted arrows
indicate the direction of the short current. The myocardium surrounding the RV
tip electrode was ablated by the short current, resulting in an increase in the RV
pacing lead impedance and capture threshold. Because the impedance increase
occurred in the myocardium surrounding the RV tip electrode owing to the first
shock, the shock impedances of the subsequent shocks were increased to the
near-normal range. RV ¼ right ventricular; ICD ¼ implantable cardioverter-
defibrillator; SVC ¼ superior vena cava.

Table 1 Incidence of externalized conductors and electrical abnormalities in Riata/ST ICD leads

Study group, year Lead model n EC Dwell time (y) EA EC-EA relation

Liu, 2012 Total 245 53 (21.6%) 5.7 � 1.5 – –
Riata 187 46 (24.6%) – – –
Riata ST 58 7 (12.1%) – – –

Theuns, 2012 Total 1029 147 (14.3%) 5.0 (median) 47 (4.6%) Positive
Riata 482 103 (21.4%) 6.0 (median) – –
Riata ST 547 44 (8.0%) 4.3 (median) – –

Sung, 2012 Total 1403 – – 47 (3.3%), 0.67%/y –
Riata 877 – – 30 (3.4%), 0.61%/y –
Riata ST 526 – – 17 (3.2%), 0.81%/y –

Hayes, 2013 Total 776 149 (19.2%) 4.8 � 0.9 10 (1.3%) Negative
Riata 517 125 (24.2%) 4.8 � 0.9 6 (1.2%) Negative
Riata ST 259 24 (9.3%) 4.8 � 0.9 4 (1.5%) Negative

Parkash, 2013 Total 4358 – 5.0 (median) 201 (4.6%) –
Riata 2847 – – 147 (5.2%) –
Riata ST 1,412 – – 47 (3.3%) –
Unknown 99 – – 7 (7%) –

Abdelhadi, 2013 Total 1081 27/110 (24.5%)* – 67 (6.2%) Positive
Riata 774 26/81 (32%)* 4.2 � 2.4 62 (8.0%)
Riata ST 307 1/29 (3.4%)* 3.3 � 1.7 5 (1.6%)

Cheung, 2013 Total 314 – 4.1 (median) 21 (6.7%) Positive

EA ¼ electrical abnormality; EC ¼ externalized conductor; ICD ¼ implantable cardioverter-defibrillator.
*Not all patients underwent fluoroscopic evaluation of externalized conductors.
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Co-occurrence of atrial fibrillation (AF) with acute myocardial in-
farction (AMI) has been documented with increasing frequency, and
its adverse impact on mortality is consistent with the observations re-
ported by a recent review [1]. However, it is unclear whether New-
onset and preexisting AF portend different risks. We recently encoun-
tered a patient with extensive AMI in whom hemodynamics were
completely deteriorated by AF emergence despite mechanical supports
and were fully recovered by sinus rhythm restoration by catheter abla-
tion [2]. This case suggested the hypothesis that transition from the
sinus rhythm to AF may be involved in the deterioration of heart failure
leading to death in the short term following AMI onset. Accordingly, we
estimated the impact of the two types of concomitant AF on the early
trends in cardiac mortality

The study population consisted of 732 consecutive AMI patients (age
69 ± 13 years old) seen at Ogaki Municipal Hospital. They were regis-
tered at admission, and all of them underwent emergent coronary angi-
ography and they were, except 5, revascularized with percutaneous

coronary intervention (n = 725) or with coronary bypass surgery
(n= 2). Patients were monitored by telemetry during the index hospi-
talization. The study protocol complied with the Declaration of Helsinki
and was approved by the local ethics committees of Ogaki Municipal
Hospital.

AF was defined as no discernible P waves and irregular RR intervals
lasting at least 30 s. Patients were classified as having New-onset AF
(n= 79. 10.8%) if they had no AF on admission, but had at least one ep-
isode of AF recorded on electrocardiography or telemetry. Patients ob-
served with AF on hospital admission were classified as the Pre-AF
group (n= 34, 4.6%). Patients with no evidence of AF during hospitali-
zation belonged to the Non-AF group (n = 619, 84.6%).

Overall mortality in the 90 days after AMI onset was 32%, 21%, and
8% in the New-onset AF, Pre-AF, and Non-AF groups, respectively. The
prevalence of cardiac death in either of the New-onset AF and Pre-AF
groups was significantly greater than that in the Non-AF group
(P b 0.001 and P b 0.05, respectively, by an extension of Fisher's exact
test). In particular, the prevalence of pump-failure death was much
higher in the New-onset AF group (20% vs. 12% and 5% for Pre-AF and
Non-AF, respectively).

The log-rank test revealed that the survival only in theNew-onset AF
group was significantly reduced when compared with that in the Non-
AF group (Fig. 1). There was no statistical significance in mortality be-
tween the New-onset AF and Pre-AF groups. In amultivariate backward
stepwise logistic regression model retaining parameters significant at
the 0.05 level, higher Killip class, reduced eGFR and LVEF, anterior
wall AMI, and New-onset AF were significantly associatedwith increas-
ing cardiac death and pump-failure death (Table 1).

Although AMI introduces left ventricular dysfunction, the presence
of AF prior to the onset appears to be associated with previously exag-
gerated cardiovascular function compared with sinus rhythm and is
often accompanied with the coexistence of chronic heart failure before
AMI onset. AF may cause adverse hemodynamic effects, such as loss of
atrial contraction, rapid ventricular rates, loss of atrioventricular syn-
chrony, and an irregular RR interval, leading to a decrease in cardiac out-
put [3,4].

So far, several studies have reported conflicting results regarding the
prognostic differences between New-onset and preexisting AFs.
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Podolecki et al. demonstrated that permanent AF present before admis-
sion was an independent risk factor for death, but New-onset AF was
not, when observation lasted 50 weeks after AMI onset [5]. Maagh
et al. also indicated that patients with chronic AF had a higher mortality
both during hospitalization and two years after discharge when com-
pared with those with New-onset AF [6]. They followed the patients
up to 25 months.

In contrast to these studies, the GUSTO I trial based on 40,891 pa-
tients treated with thrombolytic therapy demonstrated that patients
developing AF after admission had a significantly higher in-hospital
and 30-daymortality rate than thosewhowere admittedwith AF before
the PCI era [7]. Similarly, Behar et al. showed that the development of AF
during hospitalization was associated with a higher mortality rate than
chronic AF in the first 30 days [8]. A plausible interpretation of the con-
troversial results can be given in the study conducted by Lau et al. in
which they demonstrated that New-onset AF was associated with
worse short-term outcomes while previous AF was more associated
withmortality at long-term follow-up,whenAFwas divided by the pre-
vious presence of AF unlike our classification [9].

However, the underlying mechanisms, i.e., how New-onset AF is in-
volved in cardiacmortality in the early phase of AMI, have not been fully
elucidated by the above studies [10]. In this regard, the present study
clearly demonstrated that New-onset AF is an independent predictor
of pump-failure death, which comprised the majority of deaths due to
cardiac causes. Among the survivors of the acute phase, the patients
with preexisting AF, who generally have a higher comorbidity burden,
may have a higher risk for cardiac death for the long-term period.

In this study, both types of AF demonstrated significant impacts on
cardiac death and pump-failure death. The prevalence of pump-failure
death was much higher in the New-onset AF group than in the Pre-AF
group. In multivariate logistic regression, New-onset AF was an inde-
pendent predictor for cardiac death or pump-failure death while
preexisting AF was not; worse Killip class, renal function, and LVEF
were also independent predictors of these death categories.

The clinical implications of these findings are that patients with
New-onset AF should receivemore attention in terms of secondary pre-
vention of adverse cardiac events, especially, worsening of congestive
heart failure that could be fatal, than those with preexisting AF in the
early phase of AMI.

In conclusion, New-onset AF, rather than preexisting AF, is an inde-
pendent predictor for cardiac death mainly through worsening pump
failure during short-term follow-up of 90 days after AMI onset. In the
setting of AMI, the emergence of AF should be regarded as a sign of sub-
sequent critical cardiac events.
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Background: Recent research has suggested that patients with greater delayed contrast-enhanced size by multi-
detector computed tomography (MDCT) are more likely to experience adverse cardiac events and have poor
prognoses over the long term. The myocardial hypoenhancement area in the delayed contrast-enhanced effect
suggests microvascular obstruction. The outcomes of patients with a hypoenhancement area detected by
MDCT have not been clear. We examined the clinical importance of myocardial hypoenhancement detected by
delayed contrast-enhancedMDCT after percutaneous coronary intervention (PCI) in patients with acutemyocar-
dial infarction.
Methods and results: In 80 patients with acutemyocardial infarction,MDCTwas performed immediately after pri-
mary PCI. We investigated the outcomes of the patients with hypoenhancement detected by MDCT. Myocardial
hypoenhancement was observed in 14 patients (17.5%). All 14 of these patients with hypoenhancement had a
transmural infarction, and their infarct volume was significantly higher than those of the patients without
hypoenhancement (n = 66). During the median follow-up period of 309 days, the appearance of myocardial
hypoenhancement was associated with the presence of slow flow/no-reflow, time from onset to reperfusion
≥6 h, aging, smoking, chronic kidney disease, and hyper-low-density lipoprotein cholesterolemia. The incidence
of major adverse cardiovascular events (MACE) was significantly higher in the patients with hypoenhancement
compared to those without hypoenhancement, regardless of the myocardial infarct volume.
Conclusions: These results indicate that the presence of myocardial hypoenhancement in delayed contrast-
enhanced MDCT after PCI as well as the extent of infarct area is an important predictor of MACE.

© 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Percutaneous coronary intervention (PCI) has become the main
method of reperfusion therapy contributing to improved prognoses in
the treatment of acute coronary syndrome [1,2]. Reports indicate that
the infarct size reflects the severity of the myocardial infarction and is
relevant to long-term myocardial remodeling [3]. The most common
methods used for determining infarct size are the measurement of
peakmyocardial enzymevalues, the assessment of the degree of region-
al wall motion abnormalities, and single photon emission computed to-
mography (SPECT) imaging of the perfusion-defective region in chronic

infarcts. It is now possible to visualize areas of myocardial ischemia and
infarction through magnetic resonance imaging (MRI).

Recent advances in multidetector computed tomography (MDCT)
have made the assessment of infarct areas and prognoses possible
through delayed contrast-enhanced MDCT immediately after PCI for
AMI [4,5]. Compared to MRI, which can only be performed in the stable
period after an AMI attack, MDCT can be performed immediately after
PCI, increasing its usefulness as a diagnostic tool.

Recently, circulatory disturbances at the microvasculature level are
increasingly emphasized. The term “microcirculatory disturbance”,
also known as microvascular obstruction (MVO), refers to areas in the
myocardium that have yet to return to the perfused state, even after
blood flow to the epicardial coronary artery has returned. It was found
that the presence of MVO can lead to myocardial remodeling and affect
the long-term outcome regardless of the infarct size [6–8].

The presence ofMVO, as determined byMRI, is known to be an inde-
pendent, unfavorable prognostic factor for AMI [6,8], but it is difficult to
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obtain MRI images immediately after AMI. Delayed contrast-enhanced
MDCT images obtained as myocardial hypoenhancement after PCI for
AMI have similar MVO findings [9]. We investigated the prognoses of
patients who were confirmed positive for myocardial hypoenhancement
by MDCT taken after PCI.

2. Methods

2.1. Patients and protocol

We studied the cases of AMI patients who were transported to the
Ogaki Municipal Hospital, and monitored the cases of 80 consecutive
AMI patients who subsequently underwent MDCT immediately after
primary PCI treatment. There were no exclusion criteria for patient
background, and all patients were available for follow up. A variety of
AMI patientswere included in the study, such as patientswith comorbid
acute heart failure, patients receiving catecholamine treatment for
circulatory failure, and patients whose coronary flow after PCI was less
than the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) grade 3. There
were no patients without achievement of initial success of primary PCI.

Primary PCI was performed on all AMI patients. A physician special-
izing in cardiology inserted a 7-Fr catheter into the femoral artery to
perform the PCI; an indwelling bare metal stent was used for all PCI
procedures. The low-osmolar nonionic contrast medium iopamidol
(Iopamiron-370; Bayer, Osaka, Japan) was used as the contrast agent.
All patients underwentMDCT as soon as possible after the final PCI con-
trast without an additional contrast agent. Dual antiplatelet therapy
with aspirin in combination with clopidogrel or ticlopidine was main-
tained during the study.

Iodine-123 BMIPP and 99mTc-tetrofosmin (TF) scintigraphy were
performed 1 week and 3 months, respectively, after PCI (see Supple-
mentary data online).

2.2. Calculation of the delayed contrast-enhanced MDCT area and
hypoenhancement area

Scanning was performed with a 16 × 1.0-mm slice collimation CT
scanner (Aquilion 16, Toshiba, Tokyo) with a gantry rotation speed of

400 ms/rotation. Scanning was performed using a tube energy of
120 kV and an effective tube current of 300 mA with a beam pitch of
0.18 and radiation dose of CTDIvol 62 mGy. Acquisition of CT data and
an ECG trace were automatically started during an around 20-second
breath-hold. CT images were obtained during the end-diastolic phase.
First, multi-planar reconstruction images of the minor axis of the myo-
cardium were constructed from 5-mm slices. In each slice, a histogram
of normal myocardium with no delayed contrast was constructed; the
largest CT number was defined as the cut-off and we defined any area
above the cut-off as a delayed contrast-enhanced area. A recent review
shows that 16-sliceMDCT is as accurate as 64-sliceMDCT for the assess-
ment of left ventricular morphology [10].

As shown in Fig. 1, we color-coded normal myocardium with a CT
number below the cut-off. For every slice, we used the workstation
(Synapse Vincent, Fuji Film Corp., Tokyo) to determine the area of the
entire myocardium and the delayed contrast-enhanced areas, calculat-
ed the volume of each area based on a width of 5 mm, and added all
the volumes together to determine the volume of the entire left ventric-
ular myocardium and the corresponding delayed contrast-enhanced
area. The percentage of delayed contrast enhanced area (%DE) was
calculated by dividing DE volume by the volume of the entire left
ventricular myocardium.

Hypoenhancement areas with a CT number less than the cut-off
described above in delayed contrast-enhanced areas were considered
to represent MVO (Fig. 2). These areas were calculated manually to de-
termine a final volume for the hypoenhancement area in the sameman-
ner described above. Advances over 75% were classified as transmural,
whereas anything less than 75% was classified as a non-transmural in-
farct. The myocardial infarct volume by MDCT is the volume of the
hypoenhancement area added to the delayed contrast-enhanced area.
We sometimes observe hypoenhancement areas in the LV apex and
the interventricular septum without a delayed contrast-enhanced
area, and they were excluded from the calculation because they were
fat [11,12].

We selected 10 cases of MDCT with hypoenhancement at random
for the assessment of the delayed contrast-enhanced volume and
hypoenhancement volume by three trained radiology technicians, indi-
cating an inter-observer coefficient of variation of 20.2% and 11.5%,

Fig. 1. Definition of delayed contrast-enhancedMDCT area. We defined the areas with a CT number more than the maximum CT number of normal myocardium as delayed contrast-en-
hanced myocardium areas (arrows). MDCT, multidetector computed tomography.
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respectively, and intra-observer coefficient of variation of 10.5% and
9.8%, respectively. To maintain reproducibility during the assessment
of MDCT images, all calculations and evaluations were performed by
the same radiology technicians with no background knowledge of the
patients.

2.3. Clinical parameters

Baseline characteristics of study patients are listed in Table 1. The
criteria for coronary risk factors were as follows: hypertension, blood
pressure over 140/90mmHgor taking antihypertensive drugs; diabetes
mellitus, glycosylated hemoglobin (HbA1c) levels N6.5% or under treat-
ment; hyper-LDL cholesterolemia, LDL-cholesterol N140 mg/dL or tak-
ing statins; hypo-HDL cholesterolemia, HDL-cholesterol b40 mg/dL;
smoking, any history of smoking; and chronic kidney disease (CKD),
estimated glomerular filtration rate (eGFR) b60 mL/min per 1.73 m2.

Previous studies found that infarct regions are larger in patients
without ST resolution upon electrocardiography, leading to decreased

left ventricular function [13,14]. Based on those findings, we defined
ST resolution on admission and immediately after PCI; the sum of ST
segment deviation was calculated on admission (ΣST-admission), be-
fore PCI (ΣST-before-PCI), and soon after PCI (ΣST-after-PCI). ST resolu-
tion was defined as a reduction in ΣST-after-PCI of ≥50% compared to
ΣST-before-PCI. Four patients with poor ST resolution could not be
assessed by complete left or right bundle block, or pacing waveforms.

2.4. Coronary angiography and the PCI procedure

A variety of criteria were compared for the PCI procedure (Table 2),
including the target AMI lesion, the TIMI flow grade for initial contrast
enhancements, the presence of slow flow/no-reflow after PCI, the
Rentrop grade as an index of collateral circulation, the use/non-use of
a peripheral protection device, the presence of a reperfusion phenome-
non during PCI, and the amount of contrast agent used during PCI.

2.5. Clinical endpoints

Themajor adverse cardiac events (MACEs) for this studywere defined
as the composite of the following complications: cardiovascularmortality,
rehospitalization due to exacerbated heart failure, acute coronary syn-
dromes, and ischemic stroke. The secondary end points were the individ-
ual components of cardiovascular mortality, rehospitalization due to
exacerbatedheart failure, acute coronary syndromes, and ischemic stroke.

Fig. 2.Definition ofmyocardial hypoenhancement.Wedefined thehypoenhancement areawithin the delayed contrast-enhanced area,whichwas considered to representMVO. (A) Raw image
of one slice of delayed contrast-enhancedMDCT. (B) Definition of normalmyocardiumand hypoenhancement (yellow areas). (C) Area of hypoenhancement (green area).MDCT,multidetector
computed tomography; MVO, microvascular obstruction.

Table 1
Baseline characteristics of study patients between the presence and absence ofmyocardial
hypoenhancement detected by MCTD.

Hypoenhancement
(n = 14)

Without
hypoenhancement
(n = 66)

P-value

Age, y 77.4 ± 9.8 68.1 ± 11.6 0.007
Male 7 (50.0%) 48 (72.7%) 0.54
Hypertension 11 (78.6%) 52 (78.8%) 0.62
Diabetes mellitus 6 (42.9%) 22 (33.3%) 0.76
Hyper-LDL cholesterolemia 3 (21.4%) 34 (51.1%) 0.040
Hypo-HDL cholesterolemia 6 (42.9%) 35 (53.0%) 0.35
Smoking 5 (35.7%) 44 (66.7%) 0.031
Previous myocardial
infarction

0 (0%) 8 (12.1%) 0.19

Previous CABG 0 (0%) 1 (1.5%) 0.83
CKD 8 (57.1%) 18 (27.3%) 0.035
Time from onset to
reperfusion, min

820 ± 972 328 ± 390 0.081

Time from onset to
reperfusion ≥6 h

8 (57.1%) 15 (22.7%) 0.014

Peak CK, IU/L 3548 ± 3516 2489 ± 214 0.30
Peak CK-MB, IU/L 399 ± 460 241 ± 199 0.23
Poor ST resolution 5 (35.7%) 12 (19.4%) 0.090
Time to MDCT, min 14.7 ± 6.3 12.8 ± 3.6 0.30

Values are expressed as n (%) or mean ± SD. Time to MDCT: the time delay between the
last injection of contrast medium and the MDCT scanning (range, 8–30 min for
hypoenhancement and 7–22 min for without hypoenhancement).
CABG, coronary artery bypass grafting; CK, creatine kinase; CKD, chronic kidney disease;
HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; MDCT, multidetector com-
puted tomography.

Table 2
Lesion and interventional characteristics between the presence and absence ofmyocardial
hypoenhancement detected by MCTD.

Hypoenhancement
(n = 14)

Without
hypoenhancement
(n = 66)

P-value

Culprit lesion 0.55
RCA 5 (35.7%) 31 (47.0%)
LMT 0 (0%) 1 (1.5%)
LAD 6 (42.9%) 28 (42.4%)
LCX 3 (21.4%) 6 (9.1%)

Initial TIMI flow grade 0–1 13 (92.9%) 49 (74.2%) 0.12
Slow flow/no-reflow 5 (35.7%) 7 (10.6%) 0.031
Rentrop grade 0–2 14 (100%) 64 (97.0%) 0.44
Use of a peripheral
protection device

4 (28.6%) 37 (56.1%) 0.062

Reperfusion phenomenon 3 (21.4%) 18 (27.3%) 0.47
Contrast agent, mL 223 ± 63 229 ± 52 0.74

Values are expressed as n (%) or mean ± SD.
LAD, left anterior descending coronary artery; LCX, left circumflex coronary artery; LMT,
left main trunk; MDCT, multidetector computed tomography; RCA, right coronary artery;
TIMI, the Thrombolysis in Myocardial Infarction.
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Exacerbated heart failure was defined in patients who were
rehospitalized after experiencing respiratory failure or those who were
diagnosed with pulmonary congestion by radiography and required in-
travenous therapy for heart failure upon admission. All patients were
followed by the out-patient department of the hospital. Adverse cardiac
events were diagnosed by a physician who was not aware of the MDCT
results.

2.6. Statistical analysis

We compared the groups in an analysis of noncontinuous variables
using the χ2 test with Yates' correction and an analysis of continuous
variables using the unpaired t-test. Event-free survival curves were
constructed using Kaplan–Meier estimation, and significance was
assessed by the log-rank test. We calculated the odds ratios (ORs) of
the presence of hypoenhancement with 95% confidence intervals (CIs)
in a logistic regression analysis. Correlations between continuous vari-
ables were assessed with the Pearson correlation test. Hazard ratios
(HRs) for MACE were estimated for time periods by a Cox proportional
hazard regression analysis. Statistics were performed on SPSS software,
version 19 (IBM Corp, Somers, NY). A P value b 0.05 was considered
significant.

3. Results

3.1. Prevalence of myocardial hypoenhancement and clinical characteristics
in patients with hypoenhancement

A total of 80 patients were analyzed by MDCT after primary PCI
treatment for AMI. Of these patients, 14 (17.5%) were confirmed to
have hypoenhancement area; the other 66 (82.5%) did not have
hypoenhancement area.

Age, the prevalences of hyper-LDL cholesterolemia, smoking, and
CKD, and a time from onset to reperfusion greater than 6 h were signif-
icantly higher in the hypoenhancement group compared to the group
without hypoenhancement (Table 1). The number of patients with
slow flow/no-reflow after treatment was significantly higher in the
hypoenhancement group (35.7% vs. 10.6%, P = 0.031) (Table 2). The
mean time delay between the last injection of contrast medium and
MDCT scanning was 13.1 ± 4.1 min (range, 7 to 30 min). There were
8 patients with previous myocardial infarction (all in the non-MVO
group), but they had the culprit lesion in another coronary artery, and
significant findings regarding previous infarction were not identified
by MDCT, probably because of the small lesion size.

The infarct areas and the infarct area relative to the area at risk
determined by SPECT imaging were significantly higher in the
hypoenhancement group (Supplementary data online, Table S1). No
significant differences were observed between the groups for LVEDV
and LVEF; this can be attributed to the 5 deaths (35.7%) that occurred
within 3 months in the hypoenhancement group. Scintigraphy for
these severe cases was not carried out, which may have skewed the
results.

No significant difference was observed in total myocardial volumes of
the left ventricle (Tables 3, 4). However, thehypoenhancement grouphad
significantly higher DE volumes (P = 0.002) and %DE (P = 0.001). The
hypoenhancement group had a significantly higher infarct volume
(P = 0.001), but there was no correlation between hypoenhancement
volume and infarction volume assessed by MDCT in patients with
hypoenhancement (Fig. 3, P = 0.70). Finally, the infarctions in the
hypoenhancement group were all transmural.

We did not performmultivariable logistic regressionwith a need of a
ratio of 10 events for each independent variable [15]. However, the odds
ratios of myocardial hypoenhancement for slow flow/no-reflow and
time from onset to reperfusion ≥6 h remained statistically significant
after adjustment for age and sex (Table 4).

3.2. Clinical outcomes in patients with hypoenhancement after myocardial
infarction

Clinical results for the patients during a median follow-up period of
309 days (interquartile range, 174 to 491 days) were as follows: 5 of 80
patients required rehospitalization after heart failure, 2 from the hypo-
enhancement group and 3 from the group without hypoenhancement.
One patient from the group without hypoenhancement experienced
unstable angina and 1 patient from the hypoenhancement group
experienced myocardial infarction (Table 5). A total of 3 cases of ische-
mic stroke were recorded, 2 from the hypoenhancement group and 1
from the group without hypoenhancement. 6 deaths were confirmed,
5 from the hypoenhancement group and 1 from the group without
hypoenhancement. Finally, a total of 13 MACEs were recorded, 8 from
the hypoenhancement group and 5 from the group without hypo-
enhancement. The causes of death were ventricular fibrillations (1
case), heart failure (1 case), ventricular septal perforation (1 case),
ischemic stroke (1 case), and sudden death (2 cases).

Freedom from MACE of the hypoenhancement group was signifi-
cantly lower compared to the group without hypoenhancement when
analyzed by the Kaplan–Meier method for MACE. Additionally, a
Kaplan–Meier curve for each component of the MACE was also signifi-
cantly lower in the hypoenhancement group (Fig. 4).

3.3. Prognostic significance of myocardial hypoenhancement

The association ofmyocardial hypoenhancement and infarct volume
with MACE was examined using Cox proportional hazard regression
models to assess the value of these factors after AMI. In terms of infarct
volume, patients were divided into two groups by the median infarct
volume. The presence of hypoenhancement and high infarct volume
was both associated with low event-free survival in Model 1 (Table 6).
These associations remained almost unchanged in Model 2 after
adjusting for additional risk factors of age and sex. In Model 3, the pres-
ence of hypoenhancement was still inversely related to event-free sur-
vival, even after additionally adjusting for infarct volume. This result
suggests that hypoenhancement by MDCT taken after primary PCI is a
significant predictor of adverse events.

4. Discussion

Our study aimed to investigate whether myocardial hypo-
enhancement detected by MDCT performed immediately after PCI for
AMI had an impact on patient prognosis. The following important points
were discovered during the course of our study: 1) the proportion of pa-
tientswith hypoenhancement assessed byMDCTwas 17.5% amongAMI
patients, 2) freedom from MACE in the hypoenhancement group was

Table 3
Results of MDCT between the presence and absence of myocardial hypoenhancement.

Hypoenhancement
(n = 14)

Without
hypoenhancement
(n = 66)

P-value

Total LV myocardial
volume, mL

132.3 ± 37.0 138.4 ± 42.2 0.62

DE volume, mL 27.3 ± 15.5 14.4 ± 13.7 0.002
%DE 20.4 ± 9.6 10.9 ± 9.5 0.001
Myocardial infarction
volume, mL

28.6 ± 15.0 14.4 ± 13.7 0.001

Depth of DE b0.001
Transmural infarction 14 (100%) 35 (53.0%)
Non-transmural
infarction

0 (0%) 31 (47.0%)

Values are expressed as n (%) or mean ± SD.
DE, delayed contrast-enhanced area; LV, left ventricular; MDCT, multidetector computed
tomography.
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lower compared to the group without hypoenhancement regardless of
myocardial infarct volume, even after adjusting for age and sex,
3) there was no correlation between the volume of hypoenhancement
and the extent of infarct area, and 4) myocardial hypoenhancement
showed a high prevalence of the slow flow/no-reflow phenomenon.
Based on our findings, the detection of hypoenhancement by MDCT
after PCI for AMI can be used to inform physicians of the clinical progno-
sis of AMI patients. As far as we know, no other studies have investigat-
ed the diagnostic significance or long-term prognostic ability of
hypoenhancement detection by MDCT in AMI patients.

A number of studies have been conducted on MVO. Research
published in 1998 using contrast-enhanced MRI showed that patients
with MVO had a higher incidence of onset of cardiovascular death, re-
current myocardial infarctions, congestive heart failure, and stroke [6,
16]. These results revealed that MVO was an independent predictive
prognostic factor. Moreover, patients withMVOhad thinnermyocardial
walls and increased left ventricular volumes after infarction, indicating a
strong relationship with left ventricular remodeling [6].

The most common method of detecting MVO and assessing contrast-
enhanced images after AMI is MRI. It is known that MDCT is inferior to
MRI in terms of contrast resolution, leading to poorer rendering of de-
layed contrast-enhanced images. Even so, there is a correlation between
the delayed contrast-enhanced effect of MDCT and the deficient area

determined by SPECT 1 week later [4]. In addition, reports suggest that
the infarct size measured by MRI and MDCT matches closely in canine
myocardial infarct models and human myocardial infarct patients [17,
18]. Taken together, these findings suggest that the assessment of infarct
size and MVO by delayed contrast-enhanced images can be validated
even by MDCT. However, previous studies indicated that the detection
rate of MVO by MRI was 25% [16], 31% [19] or 46% [20] in reperfused
AMI, compared to the rate of 17.5% found byMDCT as hypoenhancement
in the present study. AlthoughMDCT cannot showMVOvolume as infarct
volume accurately [21], we believe that this discrepancy is due to differ-
ences in the amount of contrast agent used and the time elapsed between
the administration of the contrast agent and the image acquisition [8].

The appearance of MVO detected byMDCT is closely correlated with
the ischemic time from onset to reperfusion greater than 6 h: a previous
report suggests that when the ischemic time is greater than 6 h, there is
greater than 50% chance that MVO will appear [22]. Therefore, we infer
that there is a significant correlation betweenMVO and the ischemic in-
terval. Similarly, a close correlation was observed with slow flow/no-
reflow in this study. Indeed, previous studies have shown that the pres-
ence of no-reflow is a poor prognostic factor for AMI patients [23,24]
and that there is a relationship between MVO and no-reflow [25–27].

Recent research suggested that patients with a greater delayed
contrast-enhanced size as assessed in the same way are more likely to
experience adverse cardiac events (cardiac death or rehospitalization for
exacerbated heart failure) for the first time [4]. These patients also have
an unfavorable long-term prognosis. Additionally, the transmurality of
an infarct can predict remodeling of the left ventricle [4,28,29]. Taken to-
gether, thesefindings suggest that early-phase imaging byMDCT could be
used as an index for prognosis. Our study used the exact same methods
reported by these studies, and we were also able to show the suitability
of MCTD for this study. We also investigated the significance of
hypoenhancement in MDCT in this study. A recent study using MRI

Table 4
Unadjusted and adjusted odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) of the presence of hypoenhancement for age and sex.

Crude OR
(95% CI)

P-value Adjusted OR
(95% CI)

P-value

Slow flow/no-reflow 4.68
(1.22–17.9)

0.024 4.45
(1.03–19.2)

0.046

Time from onset to reperfusion ≥6 h 4.53
(1.36–15.1)

0.014 3.93
(1.10–14.1)

0.036

CKD 3.56
(1.08–11.7)

0.037 2.31
(0.55–9.75)

0.25

Hyper-LDL cholesterolemia 0.257
(0.066–1.01)

0.051 0.247
(0.056–1.09)

0.064

Smoking 0.278
(0.083–0.93)

0.038 0.459
(0.096–2.20)

0.33

CKD, chronic kidney disease; LDL, low-density lipoprotein.

Fig. 3. Correlation between myocardial hypoenhancement volume and infarct volume.
Myocardial hypoenhancement did not necessarily exist in patients with larger infarct vol-
umes. Dashed red and blue lines show the mean values of infarct volume of the
hypoenhancement group and the group without hypoenhancement, respectively. Num-
bers indicate the mean infarct volume of each group.

Table 5
Clinical outcomes during the follow-up period with the presence and absence of myocar-
dial hypoenhancement.

Hypoenhancement
(n = 14)

Without
hypoenhancement
(n = 66)

P-value

Follow-up period, days 78.5 (20.5–309.3) 336.5 (195.0–505.0) b0.001
Hospitalization for heart
failure

2 (14.3%) 3 (4.8%) 0.21

Unstable angina 0 (0%) 1 (1.5%) 1.00
Acute myocardial infarction 1 (7.1%) 0 (0%) 0.39
Ischemic stroke 2 (14.3%) 1 (1.5%) 0.30
Cardiovascular death 5 (35.7%) 1 (1.5%) 0.002
Major adverse cardiac event
(MACE)

8 (57.1%) 5 (7.6%) b0.001

Values are expressed as n (%), mean ± SD, or median (interquartile range).
MACEs, major adverse cardiovascular events consisting of hospitalization for heart failure,
unstable angina, acute myocardial infarction, stroke, and cardiovascular death.
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demonstrated that the assessment of MVO is superior to infarct size as a
predictor for adverse cardiac events [9].

We found that the hypoenhancement group experienced more ad-
verse cardiac events, including death and stroke, independent of infarct
volume compared to the group without hypoenhancement. Therefore,
it is necessary to be aware of adverse cardiac events and arrhythmias
when conducting medical examinations for acute-phase AMI patients
with hypoenhancement. MRI cannot be used for severe cases of AMI
in the early phase, limiting its usage to mild and moderate cases of
AMI. In contrast, MDCT has no such limitations and can be used and
assessed promptly for patients requiring catecholamine treatment or
IABP insertion. At present, the patient radiation exposure by MDCT is
higher than that of conventional diagnostic coronary angiography

[30], but MDCT scanning techniques are being developed to reduce
patient radiation dose in the future.

One limitation of our study is that hypoenhancement smaller than
5 mm in size would not have been detected by our methods because
each MDCT slice was 5 mm thick. Secondly, the patient conditions
varied greatly. For example, there were differences in the amount of
contrast agent administered, insufficient breath-holding during scan-
ning, tachycardia, and unstable hemodynamics. Thirdly, if too much
time had elapsed between the last administration of contrast agent
and theMDCT imaging, the left ventricular lumen,myocardium, and de-
layed contrast effect became difficult to discern during the image anal-
ysis and assessment. Therefore, our methods likely underestimated
the incidence of MVO. Finally, the number of subjects enrolled in our

Fig. 4. Kaplan–Meier event-free survival curves. The Kaplan–Meier curve for MACE (hospitalization for heart failure, unstable angina, acute myocardial infarction, ischemic stroke, and
cardiovascular death), HF, stroke, and death; a comparison of patients with hypoenhancement versus without hypoenhancement. HF, heart failure; MACE, major adverse cardiac event.

Table 6
Hazard ratios (HRs) for MACE according to myocardial hypoenhancement and myocardial infarct volume detected by MDCT.

Model 1 P-value Model 2 P-value Model 3 P-value

HR
(95% CI)

HR
(95% CI)

HR
(95% CI)

Hypoenhancement (+) 10.93
(3.55–33.7)

b0.001 8.70
(2.68–28.3)

b0.001 6.26
(1.84–21.3)

0.003

High infarct volume⁎ 6.18
(1.37–27.9)

0.018 6.17
(1.36–28.1)

0.019

Model 1: univariate analysis. Model 2: adjusted for age and sex. Model 3: adjusted for age, sex and infarct volume.
MACE, major adverse cardiac event; MDCT, multidetector computed tomography.
⁎ Patients were divided into two groups by the median infarct volume.
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study group is small, and large-scale studies are required to confirm the
results of the present study.

5. Conclusions

Our study revealed that the presence of myocardial hypo-
enhancement detected byMDCT immediately after PCI for AMI is a pre-
dictive prognostic factor regardless of the extent of infarct area. The
appearance of hypoenhancement was associated with the presence of
slow flow/no-reflow and time from onset to reperfusion≥6 h. We pro-
pose that hypoenhancement detected byMDCT immediately after PCI is
an important factor determining the clinical prognosis of AMI patients.
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問1 問2

図1と図2の心電図から最も 
可能性の高い診断を1つ選べ。
1  てんかん
2  QT延長症候群
3  ブルガダ症候群
4  カテコラミン誘発多形性心室頻拍

治療として適切でないものを 
1つ選べ。
1  植え込み型除細動器（ICD）
2  運動制限
3  β遮断薬
4  ジギタリス
5  フレカイニド
6  ベラパミル

10歳代前半女性。体育授業中の意識消失

　体育の授業中に意識消失し、心肺蘇生術により1分後に
意識を回復した。突然死の家族歴なし。既往歴なし。胸部
X線検査、心臓超音波検査、電解質は正常所見。図1に安静
時の心電図、図2に運動負荷時の心電図（II誘導）を示す。

図1　 安静時12誘導心電図
図2　トレッドミル試験（II誘導）

心電図

正答率 22.3％
（n=1262）

問 1：51.7%

問 2：39.1%

V1

II

A

B

C

III

I

aVR

aVL

aVF

V2

V3

V4

V6

V5

運動開始2分

運動終了2分

最大運動負荷

10代前半女性。体育授業中の意識消失
循環器内科
　　森 島 逸 郎
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日経メディクイズ  心電図

4   カテコラミン誘発多形性心室頻拍 4   ジギタリス

　カテコラミン誘発多形性心室頻拍（catecholaminergic 
polymorphic ventricular tachycardia：CPVT）は、器
質的心疾患のない、主として若年者において、運動もしくは
カテコラミン投与により、他に原因の考えられない二方向性
心室頻拍、多形性心室頻拍、多形性心室性期外収縮が誘
発されるものと定義される。疾患頻度はおおむね1万分の
1で性差はないとされている。本症例は、運動負荷試験に
より上方軸と下方軸の二方向性の心室性期外収縮が出現し

（図2A、図3）、運動負荷を継続すると多形性心室頻拍に至
り（図2B）、運動中止によりこれが消失しており（図2C）、
典型的なCPVTの所見である。運動負荷を中止しなかった
場合、心室頻拍から心室細動に移行するとされ、体育中の
意識消失の原因は心室細動であった可能性が極めて高い。
　若年者の運動誘発性失神からはQT延長症候群も疑わ
れるが、本症例の場合、安静時の心電図はQTc440msと正
常範囲内であり、その後の潜水試験でもQT延長は認めら
れず否定的である。ブルガダ波形も認められない。CPVT
患者は、発作時に痙攣様動作、尿、便失禁を伴い数秒から
数分で意識を回復することが多いため、てんかんと誤って
診断されることがある。発症機転がカテコラミン刺激であ
ることを確認することが診断確定には重要である。
　CPVTにおける交感神経刺激亢進による心室頻拍の機

若年者失神の鑑別診断の1つとしてCPVTを認識する必要がある。

問1の答え 問2の答え

出題と解説　森島逸郎（大垣市民病院［岐阜県］循環器内科）

図3　二方向性の心室性期外収縮

序として、心筋内Ca2+ 調節機構の異常による遅延後脱分極
が想定されている。患者にはリアノジン受容体（RyR2）遺
伝子異常が過半数に認められ（CPVT1、常染色体優性遺
伝）、次いで多いのがカルセクエストリン2（CASQ2）遺伝
子異常（CPVT2、常染色体劣性遺伝）である。
　治療の中心は、運動制限とβ遮断薬の内服である。競争
的スポーツは制限または禁止とし、ストレスの多い環境へ
の関わりも制限する。Ca 過負荷を抑制するCa 拮抗薬は有
効とされる。フレカイニド（商品名タンボコール）も、RyR2
受容体を直接抑制しCa2+放出を抑制することなどから有
効とされる。薬物治療に抵抗性の場合は、左星状神経節
切除術が適応とされる。心室細動二次予防目的のICDの
有益性は明らかであるが、ICD 作動により交感神経系が亢
進し頻回作動から不整脈死に至る可能性があること、若
年者における長期予後が明らかでないことなど、適応に当
たって考慮すべき点を残す。このため、適切なその他の治
療を行っても頻拍が再発する場合に適応とすることが推奨
される。ジギタリスは、二方向性心室頻拍を誘発する可能
性のある薬剤として知られ、CPVT治療薬としては不適切
である。CPVTの診断・治療の詳細は、Expert Consensus 
Statement （Priori SG,et al.Heart Rhythm. 2013;10:1932-  
63.）を参照されたい。

a

：下方軸の心室性期外収縮

a：上方軸の心室性期外収縮
＊：洞調律

a aa a

a a a a＊ ＊ ＊
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Abstract A 78-year-old male presented with the chief

complaints of abdominal pain and vomiting. Contrast-

enhanced computed tomography and abdominal angiogra-

phy showed occlusion of the superior mesenteric artery due

to thrombosis, and emergency percutaneous transluminal

angioplasty and stent placement were carried out. Two

months later, stent thrombosis developed, and a second

stent was placed. Eight months later, he complained of

general fatigue and anorexia. Gastrointestinal endoscopy

revealed a duodenal ulcer at the third portion close to the

superior mesenteric artery. Thirteen days after conservative

management, duodenal ulcer penetration into the superior

mesenteric artery with subsequent air embolism developed,

and the patient died of multiple organ failure.

Keywords Acute mesenteric ischemia � Percutaneous
transluminal angioplasty � Stent placement

Introduction

Acute mesenteric ischemia (AMI) is a life-threatening

disease. Despite the recent advances in the medical diag-

noses and treatments, AMI still has a poor prognosis, with

in-hospital mortality rates of 59–93 % because of the non-

specific symptoms and signs of the disease [1]. Even in

surviving patients, the long-term prognosis is poor due to

short-bowel syndrome resulting from massive enterectomy.

Open surgical treatment with superior mesenteric artery

(SMA) bypass or embolectomy has been the standard

treatment for AMI, but the use of percutaneous translu-

minal angioplasty (PTA) and stent placement has increased

in frequency. This is a less-invasive therapy than open

surgical treatment, and it enables physicians to proceed

immediately from diagnosis to treatment. According to

Schermerhorn et al., PTA and stent placement ‘‘may be

useful in selected patients with AMI and appropriate

anatomy’’ [2].

PTA and stent placement is an effective treatment for

AMI, but there are specific complications associated with

the procedure. For example, it has been reported that

patients who undergo PTA and stent placement for AMI

have a potential risk of mesenteric artery complications,

including distal mesenteric embolization, branch perfora-

tion, dissection, stent dislodgement, stent thrombosis and

stent fracture [3, 4]. We herein emphasize the potential risk

associated with stent placement in the SMA, particularly

when it feeds many branches to the intestine by reporting a

serious and previously unpublished complication of duo-

denal ulcer penetration into the SMA.

Case report

A 78-year-old Japanese male presented at our clinic with

left lower quadrant pain and vomiting. He had undergone

distal pancreatectomy and lymph node dissection for pan-

creatic body cancer 10 years earlier, and he also had his-

tories of diabetes mellitus and hyperlipidemia. There was

tenderness in the left lower quadrant of the abdomen

without signs of peritonitis. Complete blood counts showed

a high number of white blood cells (WBC; 19750/lL) and
a blood biochemistry analysis showed elevated levels of
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lactase dehydrogenase (LDH; 283 IU/L), creatine phos-

phokinase (CPK; 558 IU/L) and C-reactive protein (CRP;

9.64 mg/L). The fibrin degradation products (5.6 lg/mL)

and D-dimer (1.9 lg/mL) levels were also elevated. Con-

trast-enhanced computed tomography (CECT) showed

occlusion 3 cm across from the origin of the SMA (Fig. 1).

The distal blood flow was maintained by collateral blood

circulation, and there was no finding suggestive of necrosis

of the intestine. We made the diagnosis of AMI and carried

out emergency abdominal angiography.

Abdominal angiography by the right femoral approach

showed that the SMA was occluded at its origin due to

thrombosis resulting from atherosclerotic disease. We

performed thrombectomy (Thrombuster II�, Kaneka Corp.

Japan) and obtained recanalization. We also placed a self-

expanding metallic stent (Zilver� 7/40 mm, Cook Medical

USA) into the SMA for residual stenosis. The first jejunal

artery (JA) was occluded at its origin, and marginal arteries

of the first JA were maintained through collateral blood

circulation from the second JA (Fig. 2). The patient’s

symptoms disappeared after the operation. We started to

administer aspirin at 100 mg/day from the day after the

operation to prevent stent thrombosis. He made satisfactory

progress and was discharged from the hospital on post-

admission day 23.

Two months later, he returned to our clinic with

abdominal pain. CECT showed stent thrombosis of the

SMA. We carried out emergency abdominal angiography

again, which showed stent occlusion due to thrombosis. We

performed thrombectomy and secondary stent placement

(Zilver� 4/60 mm) into the distal side of the previous stent

across the origin of the second JA for residual stenosis,

because we could not perform SMA bypass or embolec-

tomy because of his past history of distal pancreatectomy

and poor performance status. The blood flow of the second

JA was good, but had decreased in the marginal arteries of

the first JA (Fig. 3). We started to administer clopidogrel

(at 75 mg/day) and warfarin, in addition to aspirin. He

made satisfactory progress and was discharged from hos-

pital on post-admission day 17.

Fig. 1 Contrast-enhanced computed tomography showed occlusion

3 cm across from the origin of the SMA (down arrow)

Fig. 2 Angiography during the first operation showed that the first

jejunal artery (JA) was occluded at its origin, and the marginal arteries

of the first JA were maintained through collateral blood circulation

from the second JA

Fig. 3 Angiography during the second operation showed that the

blood flow of the second jejunal artery (JA) was good, but that it had

decreased in the marginal arteries of the first JA

Surg Today (2014) 44:1552–1555 1553
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Eight months later, he returned to our clinic again with

general fatigue, anorexia and melena. His complete blood

count showed a low hemoglobin level (7.2 g/dL). Gastro-

intestinal endoscopy showed a duodenal ulcer at the third

portion (Fig. 4). We performed conservative management

with fasting and a proton pump inhibitor. Thirteen days

after admission, severe abdominal pain developed with

signs of peritonitis, which spread to the entire abdomen.

The complete blood count and blood biochemistry analysis

showed a high WBC (12610/lL) and elevations of LDH

(483 IU/L), CPK (467 IU/L) and CRP (24.16 mg/dL).

Computed tomography showed an air embolism of the

SMA, massive abdominal fluid collection and extensive

mesenteric ischemia (Fig. 5). We diagnosed AMI due to air

embolism of the SMA from a duodenal ulcer penetration

into the SMA. At this time, his general condition was

already too poor to tolerate open surgery, so we did not

perform an operation. He died 18 days after admission.

Discussion

PTA and stent placement for AMI has rapidly spread

around the world during the last decade[5], based on recent

studies reporting favorable short-term outcomes with

revascularization rates of 73–100 % and in-hospital mor-

tality rates of 24–36 % [6–10]. With the availability of

embolic protection devices and low-profile stent systems,

mesenteric stent placement has emerged as a useful treat-

ment strategy [11]. However, nearly 40 % of patients with

mesenteric stent placement were reported to develop

in-stent restenosis, half of whom required reintervention [12].

Furthermore, mesenteric stent placement remains con-

troversial in terms of its complications. Here, we reported

the development of duodenal ulcer penetration into the

SMA with subsequent air embolism, which developed after

PTA and stent placement for AMI. To the best of our

knowledge, this is the first report of a serious complication

of PTA and stent placement.

One possible cause of the duodenal ulcer related to

mesenteric stent placement is a blood flow disturbance in

the duodenum wall. Angiography during the first operation

showed that the first JA was occluded at its origin, but that

the marginal arteries of the first JA were maintained

through collateral blood circulation from the 2nd JA. At the

second operation, however, the additional stent placed

across the origin of the second JA may have disturbed or

occluded the collateral blood circulation from the second

JA to the first JA, leading to reduced blood flow to the third

portion of the duodenum. Moreover, there might have been

prior disruption of the collateral vessels due to the distal

pancreatectomy for a pancreatic tumor. In our case, the

duodenal ulcer occurred some time after stent placement.

At the second operation, the blood flow of the second JA

had decreased, but was maintained at a sufficient level. The

third portion of the duodenum would also be nourished

through the gastroduodenal artery (GDA)-inferior pan-

creatoduodenal artery (IPDA) communication for a while.

Although it is mere conjecture due to the lack of angio-

graphic evidence, the duodenal ulcer might have been

associated with the formation of a new microthrombus

distal to the first JA.

Another possibility is mechanical irritation by the stents.

One of the most serious complications after Y-graft

placement for an abdominal aortic aneurysm is an aorto-

enteric fistula. Thus, chronic duodenal wall irritation by

mesenteric stent placement might also be another possible

cause of duodenal ulcer formation. However, gastrointes-

tinal endoscopy did not show any ischemic changes of the

duodenum. We also consider that the duodenal ulcer might

have occurred due to multiple causes, including blood flow

disturbance and mechanical irritation.

Fig. 4 Gastrointestinal endoscopy showed a duodenal ulcer at the

third portion 8 months later

Fig. 5 Computed tomography showed an air embolism of the SMA

(down arrow), massive abdominal fluid collection and extensive

mesenteric ischemia
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Brown et al. [11] reported that mesenteric stenting is

associated with early restenosis and recurrent symptoms

requiring secondary procedures. But later, Block et al.

reported that the results after endovascular and open sur-

gical revascularization of AMI were favorable, in particu-

lar, among the endovascularly treated patients [12]. The

superiority of mesenteric stenting remains controversial. In

our case, the patient’s performance status was poor, so we

selected the less-invasive therapy.

Our case suggests a possible role of mesenteric stent

placement in duodenal ulcer formation. Patients with

mesenteric stent placement should be followed closely,

especially those with reduced duodenal blood flow or with

repeated interventions due to an ongoing high risk for open

surgery. Long-term follow-up with a larger number of

patients is necessary to ultimately determine the role of

mesenteric stent placement in duodenal ulcer formation.
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An ectopic tonsil is defined as tonsillar tissue that develops in areas outside of the four major tonsil groups: the palatine, lingual,
pharyngeal, and tubal tonsils. The occurrence of tonsillar tissue in the oral cavity in ectopic locations, its prevalence, and its
developmentalmechanisms that belong to its formation remain unclear. In this report, we describe a rare case of bilateral symmetric
ectopic oral tonsillar tissue located at the ventral surface of the tongue along with two solitary cases arising from the floor of the
mouth.The role of immune system and its aberrant response leading to ectopic deposits desires further studies. As an ectopic tonsil
may simulate a benign soft tissue tumor, this case series highlights the importance of this entity in our clinical differential diagnosis
of oral soft tissue masses.

1. Introduction

The tonsils form part of a circular band of adenoid tissue
known as Waldeyer’s ring, which guard the opening of
the digestive and respiratory tracts. This circular band is
comprised of four major tonsil groups: the palatine, lingual,
pharyngeal, and tubal tonsils. An ectopic tonsil is tonsillar
tissue that develops in areas outside of these regions. The
existence of ectopic oral tonsils was described by Knapp
in 1970 [1]. It was shown that such structures, resembling
pharyngeal and other tonsils, can be found within the oral
cavity.

Ectopic tonsils have been reported in different anatomic
locations of the oral cavity, for example, on the floor of the
mouth [1–6], ventral surface of the tongue [1, 2, 4], and soft
palate [1, 2], and in other parts of the aerodigestive tracts,
for example, larynx [7], hypopharynx [8], nasal septum [9],
or in the orbit [10] (Table 1). Collection of tonsillar tissue in

ectopic sites can cause diagnostic confusion; however, none
of the reported cases have been described with a bilateral
presentation and/or symmetrically such as that found in the
oropharynx.

Here we report a rare case of bilateral symmetric ectopic
oral tonsillar tissue observed on the ventral surface of the
tongue and two other solitary cases arising from floor of the
mouth along with a review of the literature.

2. Case Presentations

2.1. Case 1. A 53-year-old Japanese male, referred by his
general dental practitioner, presented with small, bilaterally
symmetric masses on the ventral surface of the tongue,
noticed during a routine dental examination 2 months ago.
The areas affected were painless and remained unchanged
in size over the previous 2 months. Intraoral examination
revealed hard masses of 8mm diameter (right) and 6mm
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Table 2: Clinicopathological characteristics of three cases of ectopic tonsils.

Case number
1 2 3

Gender Male Female Female
Age 53 63 38
Localization Ventral surface of the tongue Floor of the mouth Floor of the mouth
Number of lesions Bilateral Solitary Solitary
Lesion size (mm) 8/6 5 6
Color of oral mucosa Slightly red Slightly red Normal
Palpation Hard Hard Soft
Clinical diagnosis Benign salivary tumor Benign salivary tumor Mucocele
Histopathological findings
Crypt architecture + + +
Encapsulation + + +

Lymphoepithelial symbioses + + +
Lymphoid follicle + + +
Crypt obstruction − − −
Cyst formation − − −

Figure 1: Clinical findings of Case 1. Small, bilaterally symmetric
masses on the ventral surface of the tongue (arrows).

diameter (left) on the ventral surface of the tongue (Figure 1).
The surface covering of these masses was slightly red and was
hard on palpation. Clinically, a small pit was evident at the
tip of both masses; a provisional diagnosis of bilateral benign
tumors of salivary origin was made. An excision biopsy
of the mass on the right side was subsequently performed
under local anesthesia. The mass was easily resected and
the postoperative course was uneventful. Histopathological
findings showed a germinal center, lymphoid tissue, and
lymphoepithelial symbiosis in the crypt (Figure 2). Although
the bilateral symmetric ectopic oral tonsillar tissue arising
from this region has not been reported elsewhere to our
knowledge, clinicopathological characteristicswere similar to
two other cases (Cases 2 and 3) of solitary origin presented
later in our clinic (Table 2).

2.2. Case 2. A 63-year-old Japanese female presented at our
hospital with a small swelling on the left side of the floor of
the mouth. She first noticed this lump 10 days previously.The
affected area was painless and its size remained unchanged.
Intraoral examination revealed a well-circumscribed mass

(5mm diameter) on the left side of the floor of the mouth
(Figure 3). The mass was slightly red and hard on palpation
and was clinically diagnosed as a benign salivary tumor
of the floor of the mouth. It was resected under local
anesthesia and at excision was found to be encapsulated
and appeared fairly close to the sublingual salivary gland.
However, it was completely detached from the gland by
its own capsule. The postoperative course was uneventful.
Histopathology revealed characteristic features of a tonsil
with a germinal center, a mass of lymphoid tissue, and a
crypt with lymphoepithelial symbiosis. These findings were
suggestive of ectopic tonsillar tissue (Table 2).

2.3. Case 3. A 38-year-old Japanese female visited our clinic
complaining of a small painless lump on the right side of
the floor of the mouth. She first noticed this lesion 2 days
ago. Intraoral examination revealed a well-circumscribed
mass (6mm diameter) covered by intact normal-appearing
mucosa (Figure 4). The mass was soft on palpation and was
clinically diagnosed as a mucocele of the floor of the mouth.
It was resected under local anesthesia and at excision it was
completely detached from the sublingual salivary gland and
Wharton’s duct by its own capsule. The postoperative course
was uneventful. Pathological characteristics were similar to
the earlier described cases (Table 2).

3. Discussion

Ectopic tonsils are comprised of a single or branched crypts
containing lymphoid follicles lined with stratified squamous
epithelium. In Table 1, we present single cases and case series
of ectopic tonsils. A literature searchwas conducted inAugust
2014 using the electronic databases PubMed and Scopus
and hand-searching using the search term of ectopic tonsil.
The search was restricted to published articles containing
clinicopathological features. Furthermore, search parameter
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Figure 2: (a) Histopathological findings of Case 1. Germinal center, lymphoid tissue, and a crypt (∗) are seen (Hematoxylin-Eosin (HE), scale
bar = 250 𝜇𝜇m). (b) Lymphoepithelial symbiosis in the crypt is seen (arrows) (HE, scale bar = 250 𝜇𝜇m).

Figure 3: Clinical findings of Case 2. A small mass on the left side
of the floor of the mouth (arrows). The mass was slightly red.

was also set to select literature restricted to English language
only.

As a result only 62 cases have been reported in the English
language. The most frequently affected area is the floor of the
mouth (59% of cases), followed by the soft palate (24.6%)
and ventral surface of the tongue (9.8%). In the clinical
findings, the size of the lesions ranged from 3 to 28mm
with rounded shape, and the surface covering of the lesions
was occasionally and slightly red. Therefore, they may cause
diagnostic confusion, especially when found around the floor
of the mouth. It may be misdiagnosed as tumors that arise
from the sublingual gland.

According toKnapp, lymphoepithelial cyst that originates
from lymphoid tissue following obstruction of these crypts
also may have similar presentation. Clinically, these lesions
appear yellowish and comprise a cystic cavity that appears as
a dilated crypt lined with a stratified squamous epithelium
[2]. In the three cases presented here, although several serial
sections of the specimens were examined, there was no
evidence of cyst formation or crypt obstruction. On the basis
of these histopathological findings, the authors diagnosed
these masses as ectopic tonsils. According to Patel et al. [4]
inflamed ectopic tonsils may swell and become tender, thus
requiring resection. Usually, however, ectopic oral tonsils
remain asymptomatic and can be left untreated, but surgical
exploration is indicated to establish a tissue diagnosis [4]. In

Figure 4: Clinical findings of Case 3. A small mass covered by
intact normal-appearing mucosa on the right side of the floor of the
mouth.

Case 1, excisional biopsy of one mass led to a histopatholog-
ical diagnosis of ectopic tonsillar tissue. Thus, the need for
surgical resection of the contralateral lesion was avoided.

The pathogenesis of ectopic tonsils in this region remains
unclear. Lymphoid tissue is also found in fetal salivary glands,
and occasionally remnants of lymphoid tissue are found
in adult salivary glands [11]. The masses in Cases 2 and 3
appeared close to the sublingual gland but were completely
separated from the salivary tissues, whereas the masses in
Case 1 were placed distant from the salivary tissues, and thus
the origins of these masses remained obscure. It is reported
that ectopic tonsillar tissue in the nasal septum may result
from persistent infection [9]. However, in Case 1, because the
masses were bilateral and symmetrical, the etiology was not
considered to be reactive lymphoid hyperplasia.

These cases reported by us highlight the possibility of
ectopic oral tonsillar tissue and raise the need to consider
them when making a differential diagnosis of soft tissue
lumps found on the floor of the mouth and/or the ventral
surface of the tongue. Further cadaveric study is required
to clarify the presence of ectopic tonsillar tissue on these
anatomical sites, particularly with regard to its developmental
mechanisms, and to assess its prevalence and to study the
clinical significance of the immune system and its response.
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Ectopic tonsils appear to occur more frequently than
are generally recognized, probably because they are usually
asymptomatic and are thus easily overlooked. We have
described these three cases of ectopic tonsils to propose that
clinicians may consider inclusion of this entity in the clinical
differential diagnosis, often not encountered in reference text
books in oral medicine and pathology.
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Objective: To determine the prevalence and clinical fea-

tures of pathologically proven incidental cancer (IC)

detected by whole-body fluorine-18 fludeoxyglucose

(18F-FDG) positron emission tomography (PET)/CT, as

well as the incidence of false-positive and false-negative

results.

Methods: We retrospectively reviewed reports derived

from 18F-FDG PET/CT images of 3079 consecutive patients

with known or suspectedmalignancies for 3 years. Discrete

focal uptake indicating IC was identified from reports as

well as pathological or clinical diagnoses, and the clinical

courses were investigated. The false-positive result was

defined as uptake indicating IC but not pathologically

confirmed asmalignant during follow-up. The false-negative

result was defined as pathologically proven IC detected

by another modality at initial clinical work-up or di-

agnosed during the follow-up period.

Results:We found 18F-FDG uptake indicating IC in 6.7% of

all patients, and IC was pathologically proven in 2.2% of all

patients. The most common sites were the colon, lung

and stomach. The median survival duration of patients

with IC was 42 months. The results were false positive in

4.5% of all patients, and the results were false negative in

2.3% of all patients.

Conclusion: 18F-FDG PET/CT is a valuable tool for detect-

ing IC. The rates of false-positive and false-negative results

are within acceptable range.

Advances in knowledge: This is the first report to describe

the survival of patients with IC, and the detailed features of

false-negative results at actual clinical settings.

Integrated whole-body positron emission tomography
(PET)/CT using the glucose analogue fluorine-18 fludeox-
yglucose (18F-FDG) is an established modality for onco-
logic imaging. Combined metabolic and morphological
images yielded by 18F-FDG PET/CT can provide accurate
information on the staging, restaging and therapeutic
monitoring of many common cancers.1 Furthermore,
18F-FDG PET and PET/CT have the potential for cancer
screening. Owing to the non-specific nature of 18F-FDG
uptake, a wide range of malignant tumours can be visu-
alized as incidental foci of hypermetabolism. For instance,
new malignant tumours have been detected in asymp-
tomatic individuals,2 patients with head and neck cancer,3

oesophageal cancer4 and malignant lymphoma.5 Incidental
focal 18F-FDG uptake within the gastrointestinal tract fre-
quently represents malignant and pre-malignant tumours.6,7

The detection of incidental cancer (IC) significantly impacts
clinical oncological practice. Namely, the detection of a pri-
mary cancer can lead a patient to a new treatment, and the

detection of a second primary cancer can lead a patient to
a more suitable treatment.

IC has been detected by 18F-FDG PET or PET/CT in the
past decade.8–15 Table 1 summarizes the findings of these
reports. The rate of detected incidental foci ranges from
3.0% to 12.3%.8–13 The detection rate of IC ranges from
0.9% to 4.4%,8–15 and a few reports have described a wider
range (0.1–4.4%) of false-negative findings.13–15 However,
the survival of patients with IC has not been detailed.
Differences in detection rates and other findings arise owing
to many factors, including country, age, symptomatic
or asymptomatic individuals, 18F-FDG PET or PET/CT,
judgment criteria, method and period of follow-up.

The purpose of our study was to prove the diagnostic ef-
ficacy and feasibility of 18F-FDG PET/CT to detect IC. We
defined IC as a pathologically proven primary or second
primary cancer, the existence of which was not suspected at

Ability of 18-fludeoxyglucose positron emission tomography/
CT to detect incidental cancer
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the time of examination. We determined the clinical details of
patients with IC, as well as with false-positive and false-negative
results by retrospective investigation of pathological or clinical
diagnoses, clinical courses and survival data of all patients who
underwent 18F-FDG PET/CT for 3 years.

METHODS AND MATERIALS
Patient population
Between June 2008 and June 2011, 3079 consecutive patients
with known or suspected malignancies underwent 3881 whole-
body 18F-FDG PET/CT scans at our institution, which is a re-
gional principal hospital for cancer management. Cancer was
suspected in 766 patients, and 2313 had either confirmed
cancer or a history of cancer at the time of the initial 18F-FDG
PET/CT scan. The reports were retrospectively reviewed. When
patients had been assessed more than once by 18F-FDG PET/CT,
we assessed the presence of IC only in the first image. Table 2
shows the characteristics of the patients, all of whom provided
written, informed consent to undergo 18F-FDG PET/CT as-
sessment. The ethics commitee in Ogaki Municipal Hospital,
Ogaki, Japan, approved the study.

Fluorine-18 fludeoxyglucose positron emission
tomography/CT scans
Whole-body 18F-FDG PET/CT images were acquired using a
dedicated PET/CT scanner (Biograph™ 16; Siemens Medical
Solutions, Erlangen, Germany) from patients who had fasted
for at least 6 h before the procedure. The average patient blood
glucose level was 1036 26mg dl21. The patients underwent
intravenous injection with 200–250MBq of 18F-FDG (Nihon
Medi-Physics Co., Ltd, Tokyo, Japan) at 60min before the scan
and then rested in a quiet room.

18F-FDG PET/CT images from the brain to the upper thighs
were acquired with the arms up (body lesions) or down (head
or neck lesions) using a spiral 16-slice CT scanner under the
following conditions: 120 kV, automatic milliampere-second
adjustment, slice thickness of 5mm and a matrix of 5123 512
pixels. After CT data acquisition, PET images were obtained in
three-dimensional (3D) mode in the same position. The PET
emission time was 2min per bed position, and a complete pa-
tient study typically involved eight to nine overlapping bed
positions. CT-based attenuation correction of the emission

Table 1. Previous studies evaluating detection rate of incidental cancer (IC)

Author
Study
design

Patients
(n)/
mean
age

(years)

Modality

Rate of
uptake

indicating
IC (%)

Rate of IC
detected
by PET or
PET/CT
(%)

Three
most

common
sites of
IC

Rate of
PET or
PET/CT
negative
IC (%)

Survival
data

Agress Jr
and
Cooper8

P patients 1750/NA PET 3.0 1.7a
Colon,
breast and
larynx

NA NA

Ishimori
et al9

R patients 1912/58.9 PET/CT 4.1 1.2
Lung,
thyroid and
colon

NA NA

Choi
et al10

P patients 547/60.5 PET/CT 8.2 4.4

Head and
neck, lung
and
stomach

NA NA

Wang
et al11

R patients 1727/63.0 PET/CT 11.5 0.9b
Lung, colon
and breast

NA NA

Beatty
et al12

R patients 2219/61.0 PET/CT 12.3 1.8
Lung, breast
and colon

NA

Nine dead
(median
follow-up of
22 months)

Xu et al13 R patients 677/NA PET/CT 5.2 3.0
Colon, lung
and thyroid

0.1 NA

Terauchi
et al14

P healthy
participants

2911/59.8 PET
Not

described
1.0

Colon,
breast and
thyroid

4.4 NA

Nishizawa
et al15

P healthy
participants

1197/46.7 PET/CT
Not

described
1.3c

Thyroid,
lung and
breast

0.6 NA

NA, not available; P, prospective; PET, positron emission tomography; R, retrospective.
a

Includes patients with pre-malignant tumour.
b

Non-thyroidal cancer.
c

Detected during initial cancer screening.

BJR Y Sone et al
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images was applied, and the PET images were reconstructed by
iterative ordered subset expectation maximization (two iter-
ations and eight subsets) using a 3D gaussian filter at a full width
at half maximum of 5.5mm.

When uptake was unusual or equivocal (1365 of 3079 patients),
a diagnostic radiologist ordered a dual-time-point PET/CT scan
at the same site.

Fluorine-18 fludeoxyglucose positron emission
tomography/CT interpretation
All 18F-FDG PET, CT and PET/CT fusion images were evaluated
using a dedicated PET/CT workstation (Syngo® MultiModality
Workplace; Siemens Medical Solutions). The clinical reports
were originally generated as follows. The 18F-FDG PET and CT
images were interpreted by one diagnostic radiologist who had
access to the relevant clinical information. All clinical reports
were issued after review by a single board-certified nuclear
medicine physician and diagnostic radiologist.

Discrete focal and abnormal uptake that was discovered on
18F-FDG PET/CT was defined as indicating primary cancer.
Such uptake differed from physiological or non-specific up-
take, or the uptake of recognized benign lesions.16,17 We focused
on morphological alterations on CT images of lesions with ab-
normal uptake. If cancer with weak uptake (such as renal clear

cell carcinoma or gastric signet ring cell carcinoma) was suspected,
tumour manifestation was necessary on the CT images. The
uptake of 18F-FDG indicating a metastasis from established
primary cancer was excluded. Practically, the lesion could be
considered as IC if it was in a location atypical of a metastasis
from the known primary, or if it was of a size atypical of a me-
tastasis from the known primary.

Data analysis and patient follow-up
Imaging findings indicating IC were analysed based only on
issued clinical reports. Uptake of 18F-FDG indicating IC was
judged as true positive if the lesion was pathologically proven to
be malignant. Such uptake was judged as false positive if it was
pathologically proven to be benign or considered benign after
clinical follow-up, or the lesion was not confirmed by further
examination. Such uptake was also judged as false positive when
no further examination was undertaken. A false-negative result
meant a pathologically proven IC that was not identified as
uptake indicating IC at the time of the initial 18F-FDG PET/CT
scan. Such findings consisted unrecognizable lesions at in-
terpretation and recognizable lesions that were considered

Table 2. Patients’ characteristics at baseline

Characteristics Patients, n

Males/females 1793/1286

Mean age6 SD (years) 66.06 13.0

Malignancy status (suspected/known) 766/2313

Site of known primary malignancya

Lung 569

Colorectal 288

Lymphoma 269

Head and neck 221

Gynaecological 210

Stomach 203

Hepatobiliary or pancreas 101

Oesophagus 89

Breast 86

Genitourinary 74

Blood 54

Skin 52

Thyroid 50

Others 47

Mean months of follow-up6 SD 21.96 13.0

SD, standard deviation.
a

Latest cancer or higher stage cancer was listed when double or triple
primary cancers were identified.

Table 3. Clinical characteristics of patientswith incidental cancer
detected by fluorine-18 fludeoxyglucose positron emission
tomography/CT

Characteristics Patients, n

Patients/overall sites 67/67

Males/females 46/21

Mean age6 standard deviation (years) 70.96 10.3

Primary/synchronous/metachronous 28/25/14

Site

Colorectal 20

Lung 14

Stomach 11

Prostate 6

Hepatobiliary or pancreas 5

Breast 4

Uterus 3

Kidney 2

Thyroid 1

Ureter 1

Overall TNM stages 0/I/II/III/IV 5/23/17/12/10

Treatment

Surgery 44

Supportive therapy 8

Endocrine therapy 6

Chemoradiation or chemotherapy 5

Endoscopic resection 4

TNM, tumour, node metastasis.

Full paper: Detection of incidental cancer by FDG PET/CT BJR
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benign or simply physiological uptake. False-negative IC in
patients was detected by other modalities at initial clinical
work-up, or diagnosed during the follow-up period. The date of
diagnosis was defined as the date of pathological confirmation.

Follow-up records were collected between June 2008 and June
2012. Patient follow-up period was defined as the interval between
the date of the initial 18F-FDG PET/CTscan to the date of death or
the last visit. We investigated whether all patients were alive or
dead. Patients remaining alive had at least a potential 12-month
follow-up. The mean follow-up period was 21.9613.0 months
(Table 2). The final diagnosis was confirmed from pathological
findings and medical records including the clinical course.

The clinical and pathological stages of IC and false-negative IC
were determined according to the tumour, node, metastasis
(TNM) classification of the 8th Union for International Cancer
Control. In cases where IC or false-negative IC was a second
primary, we defined that its pathological findings were different
from those of a primary. Second primary IC or false-negative IC
found within 1 year after the detection of a primary cancer was
regarded as synchronous cancer according to the criteria fre-
quently used in Japan.18

Statistical analysis
Continuous variables are expressed as means6 standard de-
viation. Positive rate and detection rate of 18F-FDG PET/CT
for detecting IC were calculated. Survival curves determined
according to the Kaplan–Meier method were compared for

statistical significance using the log-rank test. Statistical sig-
nificance was defined as p, 0.05.

RESULTS
Among 3079 patients with known or suspected malignancies, we
found uptake of 18F-FDG indicating IC in 211 sites in images
from 207 patients. Pathologically proven IC was detected in 67
sites in 67 patients and the findings of 144 sites were false positive
in 140 patients. On the other hand, 71 sites were false negative in
71 (2.3%) of 3079 patients. The positive rate and detection rate
were 6.7% (207/3079) and 2.2% (67/3079), respectively.

Table 3 shows the clinical characteristics of patients with IC
detected by 18F-FDG PET/CT. The common sites of IC were the
colon, lung, stomach and prostate. The stages of IC were widely
distributed, and 45 (67.2%) of the 67 lesions were found to be early
stage disease (0, I and II). 48 (71.6%) of the 67 lesions were resected
with surgery and endoscopy. Eight patients were given the best
supportive therapy owing to being elderly or having advanced
malignancies. Figure 1 shows a representative patient. During the
follow-up period, 24 (35.8%) of the 67 patients died of IC (n5 15),
known primary malignances (n56) and other diseases (n53).
The 1-, 2- and 3-year survival rates were 86.4%, 73.7% and 59.3%,
respectively, and the median survival time was 42 months.

The most common false-positive sites were the colon (n5 38),
thyroid (n5 21), lung (n5 20), stomach (n5 18) and prostate
(n5 18). Of 144 sites, 47 (32.6%) were pathologically proven as
being benign, including pre-cancerous lesions of 13 colonic

Figure 1. Incidental colonic cancer in a 58-year-old male. Patient underwent fluorine-18 fludeoxyglucose positron emission

tomography (18F-FDG PET)/CT imaging to stage oesophageal squamous cell carcinoma (a, b, large arrows). Small focal uptake

in sigmoid colon (small arrows) is evident in maximum-intensity-projection 18F-FDG PET (a) and PET/CT (c) images. Colonoscopic

biopsy revealed adenocarcinoma. Simultaneous operation of both cancers was performed.

BJR Y Sone et al
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adenomas and 1 thyroid adenoma, 39 (27.1%) were not con-
firmed by further examination, clinical course showed benign for
31, and no further examination performed for 27.

Table 4 summarizes the false-negative results. The common sites
were the colon, stomach and lung. The stages of false-negative
IC were widely distributed, and 49 (69.0%) of the 71 lesions were
confirmed as early stage disease (0, I and II). The average interval
from initial 18F-FDG PET/CT assessment to a diagnosis of false-
negative IC was 14.7 months. The major clues for detection were
the regular follow-up examinations for 32 lesions (45.1%), and
the appearance of symptoms for 30 (42.3%). The major mo-
dality for detection was endoscopy for 24 lesions (33.8%), CT
for 11 (15.5%) and 8 (11.3%) for subsequent PET/CT. 46
(64.8%) of the 71 lesions were resected with surgery or en-
doscopy. Figure 2 shows representative patients. During the
follow-up period, 15 (21.1%) of the 71 patients died of false-
negative IC (n5 14) and other diseases (n5 1). The 1-, 2- and 3-
year survival rates were 85.3%, 74.4% and 62.0%, respectively,
and the median survival was 42.2 months. Figure 3 shows the
Kaplan–Meier curves of overall survival from diagnosis. There

was no significant difference between patients with IC and
patients with false-negative IC.

DISCUSSION
This study yielded three principal findings. The first principal
finding of the present study is that 18F-FDG PET/CT detected IC in
2.2%of all patients. Our positive rate anddetection ratewere within
the so far reported range of IC.8–15Two-thirds of ICwere detected at
the early stage, and most patients with IC underwent aggressive
treatment. The median survival of IC patients was fairly long. The
estimated age-standardized incidences of cancer in Japan are the
highest for the breast, colorectum, stomach, lung and prostate.19

The most frequently detected cancers in our study were essentially
consistent with these findings. Cancers that were far advanced or
located at rare sites did not comprise the majority of IC. The fact
that we usually detected treatable cancer in common sites in our
country might have contributed to general clinical practice.

The second principal finding of the present study is that the
results were false positive in 4.5% of all patients. Except for the
thyroid, the common sites of false-positive findings (the colon,
lung, stomach and prostate) were similar to the above-mentioned
common sites of cancer in Japan.19 The prevalence of false-
positive findings at a specific organ depends on the difference in
the 18F-FDG avidity among cancer, benign lesion and physiological
uptake. Some false-positive results may be inevitable because ab-
normal uptake at a common site of cancer was actively identified.

The third principal finding is the clarification of false-negative
results. False-negative IC developed in 2.3% of all patients after
an average follow-up of 1 year from the initial assessment.
Malignancies were found at various sites compared with IC
detected at the initial 18F-FDG PET/CT scan. On the other hand,
overall survival from diagnosis showed little difference between
the patients with false-negative IC and the patients with IC.
Two-thirds of false-negative IC were detected at the early stage.
These malignancies included superficial cancer of the gastroin-
testinal tract, urinary tract and skin, where they frequently had
low 18F-FDG avidity owing to hypometabolism or a small tumour
volume. We presumed that most patients with known malig-
nancies had already visited a hospital and had undergone regular
follow-up examinations. By contrast, one-third of false-negative
IC was detected at an advanced stage. These malignancies in-
cluded pancreatic cancer, small-cell lung cancer, malignant lym-
phoma and acute leukaemia. We believe that these lesions could
not be identified at initial 18F-FDG PET/CT because they were too
hypometabolic or too small for high uptake to be recognized, or
the lesion had not yet reached the macroscopic level.

This study is limited by the retrospective nature of patient data
collection. Detectability of IC was not always evaluated under
the same conditions, and the timing of the initial 18F-FDG PET/
CT assessments and follow-up intervals were not uniform. An-
other limitation inherent in this study design is that of the
judgment criteria. False-positive results might have included
patients with IC without pathological confirmation, as they were
not further examined. Moreover, false-negative results might
have included a few de novo malignancies that developed after
the initial 18F-FDG PET/CT scan as described above.

Table 4. Clinical characteristics of patients with false-negative
incidental cancer

Characteristics Patients, n

Patients/overall sites 71/71

Males/females 53/18

Mean age6 standard deviation (years) 70.26 8.8

Primary/synchronous/metachronous 21/20/30

Site

Colorectal 13

Stomach 13

Lung 9

Hepatobiliary or pancreas 7

Lymphoma or leukaemia 6

Breast 4

Oesophagus 4

Prostate 4

Urinary bladder 4

Others 7

Overall TNM stages 0/I/II/III/IV/unclassified 11/22/16/8/11/3a

Treatment

Surgery 40

Chemoradiation or chemotherapy 15

Endoscopic resection 6

Supportive therapy 4

Endocrine therapy 3

Others 3

TNM, tumour, node, metastasis.
a

Leukaemia.

Full paper: Detection of incidental cancer by FDG PET/CT BJR
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The significance of IC detection has not been described in previous
reviews of the clinical applications of 18F-FDG PET in
oncology.20,21 However, affirmative results of IC detection have
accumulated for nearly a decade. IC detection leads patients and
referring physicians to appropriate oncologic therapy. Recently,
a worldwide web-based survey of referring physicians’ experience
with 18F-FDG PET/CT was conducted. In this survey, referring
physicians expressed considerable uncertainty about the appropri-
ate use of oncologic 18F-FDG PET/CT, and the experience and skill
level of the interpreting physician was considered very important.22

High accuracy of IC detection might increase referring physicians’
reliance and raise the position of oncologic 18F-FDG PET/CT.

In conclusion, the results of our study demonstrated the usefulness of
whole-body 18F-FDG PET/CT for the detection of IC. Most of the
patients with IC were treatable, and the patients’ survival was fairly
long. Detection of IC by 18F-FDG PET/CT can be a standard clin-
ical procedure for patients with known or suspected malignancies.

Figure 2. False-negative incidental lung cancer in a 78-year-old male. Patient underwent initial fluorine-18 fludeoxyglucose positron

emission tomography (18F-FDG PET)/CT imaging to stage laryngeal squamous cell carcinoma (a, arrow). Tumour shadow in right

lower lung undetectable by CT (b). Chemoradiation resulted in complete tumour regression, but cough and hoarseness developed

18 months later. Maximum-intensity-projection 18F-FDG PET (c) and PET/CT (d) images show intense focal uptake in right lower

lung (large arrows). Multiple lymph node and bone metastases were detected (small arrows). Transbronchial biopsy revealed small-

cell carcinoma. Despite chemoradiation, patient died of lung cancer 25 months after the initial 18F-FDG PET/CT scan.

Figure 3. Kaplan–Meier survival curves of patients with in-

cidental cancer (IC) and patients with false-negative IC.

BJR Y Sone et al
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Abstract. In the treatment of advanced or recurrent gastric 
cancer, the prolongation of survival depends on the use of 
second-line therapy, with paclitaxel (PTX) or irinotecan 
(CPT-11) as the key agents. The present study aimed to retro-
spectively investigate the safety and continuity of weekly PTX 
and CPT-11 monotherapy as second- or third-line treatment 
for advanced or recurrent gastric cancer. A total of 62 patients 
who had received PTX or CPT-11 for gastric cancer at the 
Ogaki Municipal Hospital (Ogaki, Japan) were retrospectively 
reviewed. Of the 47 patients who received PTX as second-line 
therapy, 13 (27.7%) received third-line therapy with CPT-11. 
Second-line PTX and third-line CPT-11 were discontinued due 
to progressive disease (PD) in 27 and 7 cases, respectively, and 
deterioration in the performance status (PS) in 20 and 4 cases, 
respectively. Only 1 case of discontinuation due to adverse 
events (AEs) was reported for third-line CPT-11. Furthermore, 
of the 15 patients who received CPT-11 as second-line treat-
ment, 11 (73.3%) then received PTX as third-line treatment. 
Second-line CPT-11 and third-line PTX were discontinued 
due to PD in 9 and 6 cases, respectively, and deterioration in 
the PS in 4 and 5 cases, respectively, whereas there was only 
1 case of discontinuation due to AEs for second-line CPT-11. 
Severe AEs for PTX and CPT-11 were infrequent; however, the 
frequency of diarrhea was high when PTX was administered 
as third-line therapy (63.6%), whereas the frequency of malaise 
was high when CPT-11 was administered as second- (73.3%) 
and third-line (76.9%) therapy. In conclusion, severe AEs 
due to PTX and CPT-11 as second- and third-line treatment 
for advanced or recurrent gastric cancer are infrequent and 
patients are generally able to continue treatment. However, the 

possibility of diarrhea with third-line PTX and malaise with 
second- and third-line CPT-11 treatment should be considered 
when planning chemotherapy.

Introduction

Tegafur-gimeracil-oteracil potassium (S-1) plus cisplatin is 
currently recommended as the standard first‑line chemotherapy 
for advanced or recurrent gastric cancer in Japan, according 
to the results of the Japan Clinical Oncology Group 9912 (1) 
and those of the S-1 plus cisplatin vs. S-1 alone in randomized 
clinical trials for the first‑line treatment of advanced gastric 
cancer (SPIRITS) trial (2). As regards second-line treatment, 
weekly paclitaxel (PTX) (3-9), irinotecan (CPT-11) mono-
therapy (10-15), S-1 plus PTX (16) and S-1 plus CPT-11 (17,18) 
are used in daily practice. The prolongation of survival 
depends on the treatment following first‑line therapy, with 
PTX and CPT-11 used as the key agents (19-21).

Akasaka et al (22) reported that tolerability to S-1 plus 
CPT-11 for advanced or recurrent gastric cancer differs 
between cases with a performance status (PS) of 2 and those 
with a PS of 0-1. In addition, we previously reported a high 
frequency of adverse events (AEs) associated with S-1 plus 
cisplatin treatment or S-1 monotherapy in patients with a 
poor nutritional status (23,24) and observed that a PS of ≥1 
and serum albumin levels (Alb) of <3.5 g̸dl were risk factors 
for discontinuation of treatment due to AEs. Therefore, the 
tolerance to CPT-11 and PTX may decrease with deteriora-
tion of the patient's condition. In particular, we hypothesized 
that tolerance to chemotherapy decreases with the transition 
from second- to third-line therapy. However, the frequency 
of AEs and treatment continuity associated with second- and 
third-line chemotherapy with PTX or CPT-11 have not been 
sufficiently investigated. Therefore, this study aimed to retro-
spectively investigate the safety and continuity of PTX and 
CPT-11 as second- and third-line treatment for advanced or 
recurrent gastric cancer.

Subjects and methods

Patients and treatment. Between April, 2006 and March, 
2013, 139 patients received S-1 plus cisplatin therapy as 
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first‑line treatment for advanced or recurrent gastric cancer 
at the Ogaki Municipal Hospital (Ogaki, Japan). In 62 of 
these cases, the patients later received CPT-11 or PTX as 
second- and third-line therapy. Data on treatment dose, PS, 
Alb, reasons for treatment discontinuation and frequency 
of AEs were retrospectively collected. The treatment dose 
was calculated as the ratio of the actual to the standard dose. 
All the data, such as treatment dose, PS and treatment dura-
tion, are presented as median value and range. Data on AEs, 
treatment dose, PS and reasons for discontinuation of chemo-
therapy were extracted from electronic charts and records 
of medication management and instructions completed by 
physicians. The severity of AEs was classified according 
to the Common Terminology Criteria for Adverse Events, 
version 4.0.

This study was approved by the Institutional Review Board 
of the Ogaki Municipal Hospital.

Doses and routes of PTX and CPT‑11. PTX was administered 
intravenously (i.v.) at a starting dose of 80 mg̸m2 over 1 h 
weekly on days 1, 8 and 15 over a 4-week period. Irinotecan 
was administered i.v. at a starting dose of 150 mg̸m2 over 1.5 h 
weekly on day 1 of each 2-week period.

Statistical analysis. The Mann-Whitney U test was used for 
comparisons between two groups and comparisons among 
multiple groups were performed with one-factor analysis of 
variance. In all significance tests, P<0.05 was considered to 
indicate a statistically significant difference.

Results

Patient characteristics. The patient characteristics are summa-
rized in Table I. For the patients who received second-line 
PTX and CPT-11, the median age was 65 years (range, 
49-79 years) and 66 years (range, 42-78 years), respectively; 
unresectable tumors were identified in 35 and 4 cases and 
recurrent disease in 12 and 11 cases (P=0.0016), respectively. 
Peritoneal metastasis was identified in 26 and 2 patients who 
received second-line PTX and CPT-11, with a PS of 1 (range, 
0-2) and 0 (range, 0-2), respectively. Furthermore, the patients 
who received second-line PTX and CPT-11 had an Alb level of 
3.7 g̸dl (range, 2.0‑4.5 g̸dl) and 4.1 g̸dl (range, 2.4‑4.9 g̸dl), 
respectively.

Reasons for discontinuation and AEs with second‑ and 
third‑line therapy in patients who received second‑line PTX. 
The reasons for treatment discontinuation and the AEs with 
second- and third-line treatment in patients who received 
second-line PTX are summarized in Tables II and III, respec-
tively.

Rate of transition to third‑line treatment. Of the 47 patients 
who received second-line PTX, 13 (27.7%) later received 
third-line treatment.

Reasons for discontinuation. Second-line PTX or third-line 
CPT-11 were discontinued due to progressive disease (PD) 
in 27 and 7 cases, respectively and deterioration in the PS 
in 20 and 4 cases, respectively. Discontinuation due to AEs 
was reported in only 1 case of third-line CPT-11. That patient 
requested withdrawal of the treatment due to nausea.

Duration of therapy and treatment dose. The duration 
of therapy was 120 days (range, 7-1,119 days) and 182 days 
(range, 28-497 days) and the median treatment dose was 
100% (range, 60-100%) and 100% (range, 80-100%) for 
patients who received second-line PTX and third-line 
CPT-11, respectively.

PS and serum Alb level. Patients who received 
second-line PTX and then third-line treatment had a PS of 
1 (range, 0‑1) and 1 (range, 0‑2) and Alb levels of 3.7 g̸dl 
(range, 3.1-4.3 g̸dl) and 3.5 g̸dl (range, 2.3‑4.3 g̸dl), respec-
tively, prior to the administration of second- and third-line 
treatment.

AEs. The AEs observed following second-line PTX 
included neutropenia (59.6%), leukopenia (59.6%), oligochro-
memia (76.6%), sensory neuropathy (76.6%) and constipation 
(68.1%). The AEs observed with third-line CPT-11 included 
malaise (76.9%) and oligochromemia (76.9%).

Table I. Patient characteristics.

 Second-line Second-line
Characteristics PTXa (n=47) CPT-11b (n=15)

Age, years
  Median (range) 65 (49-79) 66 (42-78)
Gender
  Female 12 2
  Male 35 13
ECOG performance status
  0 16 9
  1 28 6
  2 3 0
Disease status
  Unresectable 35 4
  Recurrent 12 11
Metastatic site
  Lymph nodes 16 7
  Liver 17 11
  Lung 2 0
  Bone 1 0
  Peritoneum 26 2
  Spleen 2 1
Treatment cycles (first‑line)
  1-2 7 2
  3-4 11 5
  5-6 13 3
  7-8 7 3
  ≥9 9 2
Others (range)
  Performance status 1 (0-2) 0 (0-2)
  Serum albumin level, g/dl 3.7 (2.0-4.5) 4.1 (2.4-4.9)

aPatients who received paclitaxel as second-line treatment. bPatients 
who received irinotecan as second-line treatment. PTX, paclitaxel; 
CPT-11, irinotecan; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group.
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Reasons for discontinuation and AEs with second‑ and 
third‑line therapy in patients who received second‑line 
CPT‑11. The reasons for discontinuation and the AEs asso-
ciated with second- and third-line therapy in patients who 
received second-line CPT-11 are summarized in Tables IV 
and V, respectively.

Rate of transition to third‑line treatment. Of the 15 patients 
who received second-line CPT-11, 11 (73.3%) then received 
third-line treatment.

Reasons for discontinuation. Second-line CPT-11 or 
third-line PTX was discontinued due to PD in 9 and 6 cases, 
respectively, and deterioration in the PS in 4 and 5 cases, 
respectively. Discontinuation due to AEs was reported in only 
1 case following second-line CPT-11. That patient experienced 
anorexia and malaise.

Duration of therapy and treatment dose. The duration 
of therapy was 138 days (range, 28-566 days) and 110 days 
(range, 17-350 days) and the treatment dose was 100% (range, 
80-100%) and 100% (range, 100-100%) for patients who 

received second-line CPT-11 and third-line PTX, respec-
tively.

PS and serum Alb level. The patients who received 
second-line CPT-11 and then third-line treatment had a PS of 0 
(range, 0‑1) and 0 (range, 0‑2) and Alb levels of 4.2 g̸dl (range, 
3.2-4.9 g̸dl) and 4.1 g̸dl (range, 3.2‑4.8 g̸dl), respectively, 
prior to second- and third-line treatment.

AEs. The AEs observed with second-line CPT-11 were 
mainly malaise (73.3%) and nausea (60.0%), whereas diar-
rhea (63.6%) and sensory neuropathy (63.6%) were commonly 
observed with third-line PTX (Table V).

Incidence of neutropenia with second‑ and third‑line treat‑
ment in patients who transitioned to third‑line treatment. A 
total of 15 patients experienced neutropenia with second-line 
treatment (PTX or CPT-11) and 5 patients experienced 
neutropenia with third-line treatment (PTX or CPT-11); the 
difference was found to be statistically significant (P=0.0039; 
Table VI).

Table II. Reasons for discontinuation with second- and third-line therapy in patients who received second-line PTX.

A, Discontinuation following second-line CPT-11

Variables Second-line PTXa (n=47) Third-line CPT-11b (n=13)

Transition rate, % (n/total) 27.7 (13/47)
Reason for discontinuation
  Adverse events 0  1
  Progressive disease 27  7
  Decrease in PS 20  4
  Other 0  1
Continuity period, days
  Median (range) 120 (7-1,119)  182 (28-497)
Treatment dose, %
  Median (range) 100 (60-100)  100 (80-100)

B, PS and serum Alb levels

PS and serum Alb At the start of At the end of At the end of
by treatment transition second-line PTX second-line PTX third-line CPT-11 P-values

PS, value (range)
  Patients who transitioned
  to third-line treatment 1 (0-1) 1 (0-2) 2 (0-3) 0.0002
  Patients who stopped
  at second-line treatment 1 (0-2) 3 (1-3) - <0.0001
Serum Alb level,
g/dl (range)
  Patients who transitioned
  to third-line treatment 3.7 (3.1-4.3) 3.5 (2.3-4.3) 2.8 (2.1-3.5) 0.0014
  Patients who stopped
  at second-line treatment 3.8 (2.0-4.5) 2.9 (2.1-4.1) - 0.0026

aPatients who received paclitaxel as second-line treatment; bPatients who received irinotecan as third-line treatment; PTX, paclitaxel; CPT-11, 
irinotecan; PS, performance status; Alb, albumin.
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Discussion

CPT-11 and PTX as second- and third-line chemotherapies 
are currently the most effective treatments for advanced 
or recurrent gastric cancer (19); however, the tolerability 
to treatment may be reduced, depending on the condition 
of the patients (22‑24). The findings of 4,007 comparative 
phase III trials of PTX and CPT-11 as second-line treat-
ment for advanced gastric cancer, conducted by the West 
Japan Oncology Group (WJOG; WJOG4007) were reported 
at the American Society of Clinical Oncology meeting in 
2012 (25). Ueda et al (25) reported that the rate of transi-
tion from second- to third-line treatment was higher with 
second-line CPT-11 (90%) compared to that with second-line 
PTX (72%).

In our study, the patients who received second-line PTX 
exhibited a lower transition rate from second- to third-line 
treatment (27.7%). As regards PS and Alb levels prior to 
second-line treatment, the general condition of the patients 
who received second-line PTX was poor prior to second-line 
chemotherapy. PTX is often selected for patients with peri-
toneal dissemination, which was frequently the case in the 
present study. Therefore, we hypothesized that the transi-
tion from second- to third-line treatment may be difficult 

for patients who receive second-line PTX. However, in the 
WJOG4007 trials, patients with extensive peritoneal dissemi-
nation were excluded (25). Accordingly, the difference in the 
rate of transition to third-line treatment between the present 
study and the WJOG4007 trials is likely be due to differences 
between the clinical trial setting and the actual clinical setting.

The discontinuation of second- and third-line treatment 
(Table II) were commonly due to PD and a decrease in the 
PS, whereas discontinuation due to AEs was observed in 
only 1 case. Additionally, the majority of treatment doses 
were 100% in the patients who received second-line PTX or 
third-line CPT-11 and the general condition of the patients 
who transitioned to third-line treatment was poor; however, in 
this study, the incidence of severe AEs was low. Accordingly, 
we considered second-line PTX and third-line CPT-11 to be 
tolerable and patients may successfully continue treatment in 
the actual clinical setting.

As regards AEs following second-line PTX and third-line 
CPT-11 in patients who received second-line PTX, the 
frequency of malaise was high (76.9%) with third-line CPT-11. 
Although malaise is not commonly considered to be a severe 
AE, it may be perceived as severe if the general condition of 
the patient is poor. For second-line PTX and third-line CPT-11, 
the frequency of oligochromemia was high (~77%); however, 

Table III. Adverse events with second- and third-line therapy in patients who received second-line PTX.

 Second-line PTXa (n=47)  Third-line CPT-11b (n=13)
 --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Adverse events All grades (%) Grade ≥3 (%) All grades (%) Grade ≥3 (%)

Leucopenia 28 (59.6) 2 (4.3) 2 (15.4) 0 (0.0)
Neutropenia 28 (59.6) 7 (14.9) 2 (15.4) 2 (15.4)
Oligochromemia 36 (76.6) 2 (4.3) 10 (76.9) 1 (7.7)
Thrombocytopenia 2 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
AST/ALT increase 1 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Febrile neutropenia 3 (6.4) 3 (6.4) 1 (7.7) 1 (7.7)
Nausea 9 (19.1) 0 (0.0) 5 (38.5) 0 (0.0)
Vomiting 5 (10.6) 0 (0.0) 4 (30.8) 0 (0.0)
Malaise 27 (57.4) 0 (0.0) 10 (76.9) 1 (7.7)
Diarrhea 4 (8.5) 0 (0.0) 7 (53.8) 0 (0.0)
Anorexia 23 (48.9) 1 (2.1) 8 (61.5) 1 (7.7)
Stomatitis 4 (8.5) 0 (0.0) 1 (7.7) 0 (0.0)
Sensory neuropathy 36 (76.6) 1 (2.1) 8 (61.5) 0 (0.0)
Constipation 32 (68.1) 0 (0.0) 9 (69.2) 0 (0.0)
Taste alteration 7 (14.9) 0 (0.0) 1 (7.7) 0 (0.0)
Infusion site extravasation 1 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Arthralgia 1 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Hot flushes 1 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Edema 2 (4.3) 0 (0.0) 5 (38.5) 0 (0.0)
Nail discoloration 4 (8.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Other 1 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

aPatients who received paclitaxel as second-line treatment; bPatients who received irinotecan as third-line treatment; PTX, paclitaxel; CPT-11, 
irinotecan; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase.
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this may be attributed to the waning nutritional status of 
pretreated patients.

In the patients who received second-line CPT-11, the rate 
of transition from second- to third-line treatment (73.3%) 
was comparable to that reported in the WJOG4007 study 
(Table IV). Furthermore, in a previous study conducted 
by Kawamura et al (11), it was reported that if the AEs are 
mild and the PS is good, third-line treatment is appropriate. 
In the present study, based on the Alb levels and the PS, the 
general condition of the patients who were unable to transi-
tion to third-line treatment was considered to be poor prior 
to second-line chemotherapy. In addition, during third-line 
CPT-11, the general condition of the patients was considered 
to have further deteriorated.

The majority of the treatment doses were 100% in the 
patients who received second-line CPT-11 or third-line PTX 
and severe AEs were infrequent with second-line CPT-11 
and third-line PTX, whereas discontinuation due to AEs was 
reported in only 1 case. A previous study by Farhat (15) reported 

that hematological and digestive toxicities were tolerable and 
mild with irinotecan-based chemotherapy, particularly with a 
weekly regimen. Therefore, CPT-11 as second-line and PTX as 
third-line treatment are considered to be tolerable and patients 
may successfully continue treatment in the clinical setting.

As regards AEs following second-line CPT-11 and 
third-line PTX in patients who received second-line CPT-11, 
the frequency of malaise was found to be high (73.3%) with 
second-line CPT-11, similar to that for third-line CPT-11 
in patients who received second-line PTX. The frequency 
of diarrhea with PTX was higher in the third-line (63.6%) 
compared to that in the second-line setting (8.5%), possibly 
due to disease progression.

In the patients who received PTX or CPT-11 as second-line 
treatment and transitioned to third-line treatment, neutropenia 
was more frequently observed during second-line compared 
to that during third-line treatment; these patients were not 
administered a reduced dose during third-line treatment. A 
previous study by Shitara et al (26) reported a correlation 

Table IV. Reasons for discontinuation with second- and third-line therapy in patients who received second-line CPT-11.

A, Discontinuation following second-line CPT-11

Variables Second-line CPT-11a (n=15) Third-line PTXb (n=11)

Transition rate, % (n/total) 73.3 (11/15)
Reason for discontinuation
  Adverse events 1  0
  Progressive disease 9  6
  Decrease in PS 4  5
  Others 1  0
Continuity period, days
  Median (range) 138 (28-566)  110 (17-350)
Treatment dose, %
  Median (range) 100 (80-100)  100 (100-100)

B, PS and serum Alb levels

PS and serum Alb At the start of At the end of At the end of
by treatment transition second-line CPT-11 second-line CPT-11 third-line CPT-11 P-values

PS, value (range)
  Patients who transitioned
  to third-line treatment 0 (0-1) 0 (0-2) 2 (0-3) <0.0001
  Patients who stopped
  at second-line treatment 0 (0-2) 3 (1-3) - <0.0001
Serum Alb level,
g/dl (range)
  Patients who transitioned
  to third-line treatment 4.2 (3.2-4.9) 4.1 (3.2-4.8) 3.1 (2.1-4.5) 0.0014
  Patients who stopped
  at second-line treatment 3.4 (2.4-4.2) 2.9 (2.6-3.4) - 0.2217

aPatients who received irinotecan as second-line treatment; bPatients who received paclitaxel as third-line treatment; PTX, paclitaxel; CPT-11, 
irinotecan; PS, performance status; Alb, albumin.
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between prognosis and the occurrence of neutropenia in 
patients receiving PTX as second-line treatment. Similarly, 
there may exist a correlation between prognosis and neutro-
penia for third-line treatment; therefore, we consider this to be 
an important focus of future investigations.

In conclusion, second- or third-line treatment with PTX or 
CPT-11 for patients with advanced or recurrent gastric cancer 

has been associated with a low incidence of severe AEs and 
the patients were able to successfully continue treatment. 
However, the incidence of diarrhea during treatment with 
PTX in the third-line setting and that of malaise during treat-
ment with CPT-11 in the second- and third-line setting must 
be carefully considered when planning chemotherapy for such 
patients.

Table V. Adverse events with second- and third-line therapy in patients who received second-line CPT-11.

 Second-line CPT-11a (n=15) Third-line PTXb (n=11)
 --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Adverse events All grades (%) Grade ≥3 (%) All grades (%) Grade ≥3 (%)

Leucopenia 8 (53.3) 1 (6.7) 3 (27.3) 0 (0.0)
Neutropenia 8 (53.3) 0 (0.0) 3 (27.3) 0 (0.0)
Oligochromemia 8 (53.3) 0 (0.0) 6 (54.5) 1 (9.1)
Thrombocytopenia 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0)
AST/ALT increase 1 (6.7) 1 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
Febrile neutropenia 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Nausea 9 (60.0) 0 (0.0) 5 (45.5) 0 (0.0)
Vomiting 2 (13.3) 0 (0.0) 4 (36.4) 0 (0.0)
Malaise 11 (73.3) 0 (0.0) 5 (45.5) 1 (9.1)
Diarrhea 5 (33.3) 0 (0.0) 7 (63.6) 0 (0.0)
Anorexia 6 (40.0) 0 (0.0) 3 (27.3) 1 (9.1)
Stomatitis 3 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Sensory neuropathy 4 (26.7) 0 (0.0) 7 (63.6) 0 (0.0)
Constipation 6 (40.0) 0 (0.0) 5 (45.5) 0 (0.0)
Taste alteration 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0)
Infusion site extravasation 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0)
Arthralgia 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0)
Hot flushes 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Edema 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (9.1) 0 (0.0)
Nail discoloration 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Other 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (18.2) 0 (0.0)

aPatients who received irinotecan as second-line treatment; bPatients who received paclitaxel as third-line treatment; PTX, paclitaxel; CPT-11, 
irinotecan; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase.

Table VI. Incidence of neutropenia with second- and third-line treatment in patients who transitioned to third-line treatment.

 Second-line PTXa Second-line CPT-11b Total
 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------
 Second-line Third-line Second-line Third-line Second-line Third-line
Neutropenia PTX CPT-11 CPT-11 PTX treatment treatment

Presence 10 2 5 3 15 5
Absence 3 11 7 9 10 20
P-values 0.0016  0.3864  P=0.0039

aPatients who received paclitaxel as second-line treatment; bPatients who received irinotecan as second-line treatment. PTX, paclitaxel; CPT-11, 
irinotecan.
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Abstract. Patients prescribed liposomal-amphotericin B 
(L-AMB) frequently require supplemental potassium to 
prevent hypokalemia. The aim of this retrospective study was 
to examine the appropriate potassium supplementation condi-
tions to treat hypokalemia induced by L-AMB. The subjects 
were 100 hematological patients who received L-AMB for 
the first time between April 2012 and March 2013. A total of 
seven patients were excluded. Of the remaining 93 patients, 
48 (51.6%) were assigned to the group receiving supple-
mental potassium (supplementation group), and 45 (48.4%) 
were assigned to the group without potassium supplementa-
tion (non-supplementation group). Hypokalemia greater 
than grade 3 was exhibited by 50 of the 93 (53.8%) patients. 
Multivariate analysis revealed that the minimum serum potas-
sium levels during L‑AMB administration (≤2.98 mEq/l) were 
an independent factor significantly contributing to the effec-
tiveness of potassium supplementation [odds ratio (OR), 3.62; 
95% confidence interval (CI), 1.44‑9.59; P<0.01]. In addition, 
multivariate analysis revealed that the serum potassium levels 
(≥2.83 mEq/l) prior to the potassium supplementation were an 
independent factor significantly contributing to the develop-
ment of proper potassium supplementation (OR, 14.21; 95% 
CI, 1.95‑310.72; P=0.02), and no significant difference was 
observed in the dosage of the potassium supplementation 
administered to the patients who recovered from hypokalemia 
and those who did not. In conclusion, it is necessary to begin 
potassium supplementation prior to the reduction of the serum 
potassium levels to <2.83 mEq/l. Potassium supplementation 

at an early stage of L-AMB treatment is important to prevent 
severe electrolyte abnormalities.

Introduction

Invasive fungal infection is a major cause of morbidity and 
mortality in immunocompromised patients. Amphotericin B 
(AMB) possesses broad-spectrum antifungal activity and 
well‑documented efficacy against Candida, Aspergillus and 
Cryptococcus infections (1). Liposomal-AMB (L-AMB), 
which was developed as a drug delivery system for AMB 
to reduce its adverse events (e.g., nephrotoxicity), replaced 
AMB (2) and is commonly used in clinical practice worldwide. 
L‑AMB is recommended as a first‑line drug for hematological 
patients in the guidelines of the Infectious Diseases Society of 
America (3,4). However, treatment with L‑AMB may neces-
sitate potassium supplementation to prevent hypokalemia. A 
previous study (5) reported the risk factors contributing to the 
occurrence of hypokalemia following L-AMB administra-
tion. The study revealed that patient's serum albumin levels 
(≥2.82 mg/dl) at the start of L-AMB administration and history 
of hypokalemia prior to L-AMB administration were indepen-
dent risk factors significantly contributing to the occurrence of 
hypokalemia (5). However, proper potassium supplementation 
for hypokalemia had not been sufficiently investigated. The 
present study therefore retrospectively examined proper potas-
sium supplementation for hypokalemia induced by L-AMB

Subjects and methods

Subjects. The subjects were 100 hematological patients who 
received L‑AMB for the first time at Ogaki Municipal Hospital 
(Ogaki-shi, Japan) between April 2012 and March 2013. Seven 
patients were excluded due to prior or ongoing treatments that 
affect potassium levels (e.g., furosemide or fluid replacement 
during L-AMB administration), or as they had serum potas-
sium levels <3.0 mEq/l (hypokalemia higher than grade 3) prior 
to the L‑AMB administration. Of the remaining 93 patients, 
48 (51.6%) were assigned to the group receiving supplemental 
potassium (supplementation group), and 45 (48.4%) were 
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assigned to the group without potassium supplementation 
(non-supplementation group) (Fig. 1). L-AMB was administered 
once a day for 1-2 h. This study was reviewed and approved by 
the Ethics Committee at Ogaki Municipal Hospital.

Background of the subjects. The backgrounds of the subjects 
treated with L-AMB were investigated for their gender, age, 
serum creatinine levels, treatment L-AMB dose, performance 
status (ECOG), underlying disease and prior use of antifungal 
drugs for a primary infection episode. The backgrounds 
between the supplementation or non-supplementation groups 
were compared.

Incidence of hypokalemia and potassium supplementation. 
Incidences of hypokalemia greater than grade 3 (serum potas-
sium levels <3.0 mEq/l) were identified and compared between 
the groups. Treatment dosing for potassium supplementation in 
the supplementation group was investigated.

Change in the serum potassium levels. The change and the 
minimum levels of serum potassium during L-AMB adminis-
tration were identified and compared between the groups.

Investigation of the factors affecting the potassium supplemen‑
tation during L‑AMB administration. The factors affecting 
the potassium supplementation during L-AMB administration 
were examined between the groups.

Investigation of the factors affecting proper potassium 
supplementation in the supplementation group. The serum 
potassium levels following the potassium supplementation 
were investigated, and the factors affecting proper potassium 
supplementation were examined. The proper potassium supple-
mentation was defined as serum potassium levels that were 
maintained at >3.0 mEq/l (higher than grade 2) following the 
potassium supplementation.

Method of data collection. Laboratory values in the form of 
biochemistry results were retrospectively identified from elec-
tronic medical charts. Data (including the age, serum creatinine 
levels, and L-AMB or potassium supplementation doses of the 
patients) were presented as the mean ± standard deviation. The 
grade of the hypokalemia was assessed in accordance with 
the Japan Clinical Oncology Group/Japan Society of Clinical 
Oncology Japanese version of the Common Terminology 
Criteria for Adverse Events, v4.0.

Statistical analysis. Analyses were performed using JMP soft-
ware (version 5.0.1J; SAS Institute Japan Ltd., Tokyo, Japan). 
Wilcoxon signed-rank test was used for comparison of the 
serum potassium levels prior to and following L-AMB admini-
stration. The Mann-Whitney U test was used for comparison 
of the backgrounds of the subjects between the groups. The 
recorded P-values were two‑sided and values of <0.05 were 
considered to indicate a statistically significant difference. The 
areas under the receiver-operator characteristic (ROC) curves 
were calculated to estimate the accuracy and cut-off values 
for the continuous variables obtained by univariate logistic 
regression analysis. Subsequently, the data were analyzed using 
multivariate logistic regression analysis.

Results

Background of subjects. Table I summarizes the backgrounds 
of the subjects. The total L-AMB dosages for the supplementa-
tion and non‑supplementation groups were 2485.1±1730.6 and 
1485.6±1345.6 mg, respectively, and the treatment L‑AMB 
doses were 125±30 and 110±25 mg/day, respectively. In addi-
tion, the duration of the L-AMB treatment was 19.8±14.2 and 
12.9±8.4 days, respectively. The L-AMB was administered as 
a second-line therapy (following micafungin or caspofungin 
and others) in 61.0% (57/93) of the subjects and as a first‑line 
therapy in 39.0% (36/93) of the subjects.

Incidence of hypokalemia and potassium supplementation. 
The incidence of patients with hypokalemia greater than 
grade 3 (serum potassium levels <3.0 mEq/l) was 53.8% 
(50/93 subjects). Potassium supplementation was used to treat 
51.6% of the subjects (48/93). The total potassium supplementa-
tion dosage was 519.6±506.1 mEq, and the treatment potassium 
supplementation dosage was 32.6±13.4 mEq/day. The duration 
of the potassium supplementation treatment was 14.4±14.0 days.

Change in the serum potassium levels. The change in the 
serum potassium levels during the L-AMB administration is 
shown in Figs. 2 and 3, divided into the two groups. In the 
supplementation group, the serum potassium levels signifi-
cantly decreased from 3.8±0.5 to 2.8±0.6 mEq/l (P<0.01), 
when comparing the levels prior to the initial L-AMB 
administration with the minimum levels (at the time of the 
initialization of potassium supplementation). Subsequently, 
the levels significantly increased to 3.3±0.6 mEq/l following 
the potassium supplementation (P<0.01). In addition, the 
levels recovered to 3.7±0.8 mEq/l following completion of the 
L-AMB administration (2.9±2.6 days after completion). In the 
non-supplementation group, the serum potassium levels mark-
edly decreased from 3.9±0.5 to 3.2±0.5 mEq/l (P<0.01), when 
comparing the levels prior to the initial L-AMB administration 
with the minimum levels. In addition, the levels only recovered 
to 3.4±0.8 mEq/l following completion of the L-AMB admin-
istration (2.0±1.5 days after completion) and a significant 
difference was identified compared with the levels prior to the 
L-AMB administration (P<0.01).

Investigation of the factors affecting potassium supplemen‑
tation during L‑AMB administration. Nine factors affecting 

Figure 1. Subject selection and the number of subjects analyzed.
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the differences between the groups were analyzed using 
univariate logistic regression analysis. The independent 
variables of the dosage data were analyzed as a continuous 
variable, and the results are shown in Table II. The total 
L-AMB dosage [odds ratio (OR), 67.97; 95% confidence 
interval (CI), 4.34‑<1000; P<0.01], treatment L‑AMB dose 
(OR, 25.57; 95% CI, 2.31‑395.36; P=0.01), duration of the 

L‑AMB treatment (OR, 224.62; 95% CI, 5.26‑<1000; 
P<0.01), and minimum serum potassium levels during the 
L‑AMB administration (OR 0.07; 95% CI 0.01‑0.55; P=0.01) 
showed significant differences between the two groups. 
The areas under the ROC curves of these factors were 0.75, 
0.63, 0.71 and 0.66, and the cut‑off values were 2001.4 mg, 
118.5 mg/day, 16.4 days and 2.98 mEq/l, respectively. 

Table I. Patient demographics and baseline characteristics.

 Potassium supplementation
 ---------------------------------------------------------------------------------
Demographics and characteristics With Without P-value

Gender   
  Male 29 25 0.63
  Female 19 20 
Age (years; median) 68.3±12.3 67.2±14.9 0.61
Serum creatinine levels (mg/dl)
  Prior to L‑AMB administration 0.70±0.62 0.76±0.63 0.65
  Following L-AMB administration 0.91±0.71 0.86±0.81 0.75
L-AMB   
  Total dosage (mg) 2485.1±1730.6 1485.6±1345.6 0.01
  Treatment dose (mg/day)  125±30 110±25 0.01
  Duration of treatment (days) 19.8±14.2 12.9±8.4 0.01
Potassium supplementation
  Total dosage (mEq) 519.6±506.1 - 
  Treatment dose (mEq/day) 32.6±13.4 ‑ 
  Duration of treatment (days) 14.4±14.0 - 
Minimum serum potassium levels   <0.01
  K ≥3.0 mEq/l 15 28 
  K <3.0 mEq/l 33 17 
Performance status (ECOG)   0.82
  0 12 14 
  1 12   8 
  2   9   8 
  3   9 11 
  4   6   4 
Underlying disease   
  ML 12 19 
  AML 22 10 
  ALL   2   2 
  MDS   3   3 
  MM   4   8 
  AA   3   3 
  Others   2   0 
Prior antifungal drugs for the primary infection episode
  Micafungin 23 18 
  Caspofungin   5   1 
  Voriconazole   4   1 
  Fluconazole   2   1 
  Itraconazole   2   0 
  Nothing 12 24 

Data are presented as n or the mean ± SD (n=93). L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; K, serum potassium; ML, malignant lymphoma; AML, 
acute myeloid leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; MDS, myelodysplastic syndromes; MM, multiple myeloma; AA, aplastic anemia.
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Table III shows the results of the multivariate analysis based 
on the factors with P<0.25 by univariate logistic regression 
analysis. It revealed that the minimum serum potassium 

levels during L‑AMB administration (≤2.98 mEq/l) were 
an independent factor significantly contributing to the 
effectiveness of potassium supplementation (OR, 3.62; 95% 
CI, 1.44‑9.59; P<0.01).

Investigation of the factors affecting proper potassium 
supplementation in the supplementation group. Twelve 
factors affecting the proper potassium supplementation were 
analyzed using univariate logistic regression analysis. The 
independent variables of dosage data were analyzed as a 
continuous variable, and the results are shown in Table IV. 
The serum potassium levels prior to the potassium supple-
mentation showed a significant difference in the effectiveness 
of proper potassium supplementation (OR, 151.51; 95% 
CI, 12.60‑733.52; P<0.01). The area under the ROC curve of 
this factor was 0.81 and the cut‑off value was 2.83 mEq/l. 
Table V shows the results of the multivariate analysis based 
on the factors with P<0.25 by univariate logistic regression 
analysis. The serum potassium levels prior to the potassium 
supplementation (≥2.83 mEq/l) again showed a significant 
difference (OR, 14.21; 95% CI, 1.95‑310.72; P=0.02). However, 
the duration of the potassium supplementation and the treat-
ment L‑AMB dose showed no significant difference in the 
effectiveness of the proper potassium supplementation.

Discussion

Immunocompromised hematological patients frequently 
develop febrile neutropenia, thus empirical treatment with 
antifungal drugs is initiated prior to confirmation of a defini-
tive diagnosis of a fungal infection (1). L-AMB possesses 
broad‑spectrum antifungal activity and is a first‑line indica-
tion against unconfirmed fungal infections in empirical 
therapy (2). Competitive studies with other antifungal drugs 
have demonstrated the efficacy of L‑AMB (6,7).

The present study investigated hematological patients who 
were receiving L‑AMB for the first time. Prior antifungal drugs 
used for the primary infection episode in the patients of the 

Figure 3. Change in the serum potassium levels during the L‑AMB adminis-
tration in the non-supplementation group. L-AMB, liposomal-amphotericin 
B; NS, not significant. Data are presented as the mean ± SD (n=45)

Figure 2. Change in the serum potassium levels during the L-AMB admin-
istration in the supplementation group. L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; 
NS, not significant. Data are presented as the mean ± SD (n=48).

Table II. Univariate analysis of the factors affecting potassium supplementation during L‑AMB administration (n=93).

Factor OR 95% CI P-value AUC Cut-off

Gender (female) 0.81 0.35‑1.86 0.63  
Age 1.64 0.25-11.18 0.60  
Serum creatinine levels prior to 0.51 0.01-9.84 0.65  
L-AMB administration (mg/dl)
Total L‑AMB dosage (mg) 67.97 4.34‑<1000 <0.01 0.75 2001.4
Treatment L‑AMB dose (mg/day) 25.57 2.31‑395.36 0.01 0.63 118.5
Duration of L‑AMB treatment (days) 224.62 5.26‑<1000 <0.01 0.71 16.40
Serum potassium levels prior to 0.51 0.06‑3.78 0.51  
L-AMB administration (mEq/l)
Minimum serum potassium levels during 0.07 0.01-0.55 0.01 0.66 2.98
L-AMB administration (mEq/l)
PS ≥2 1.15 0.34‑3.83 0.81 

L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; OR, odds ratio; CI, confidence interval; AUC, area under the curve; PS, performance status.
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present study (61% of them used L-AMB in the change from 
other antifungal drugs) included micafungin and caspofungin. 
In addition, L-AMB was used in combination with intensive 
antibiotics, including carbapenem (82%) or glycopeptides 
(50%; data not shown). Infectious diseases in hematological 
patients may lead to a fatal outcome. Thus, infection control 
with antibiotics and antifungal drugs is critical.

L-AMB may reduce the levels of blood potassium 
by damaging the renal tubules (8,9). The incidence of 

hypokalemia in patients treated with L-AMB was reported 
as 36% by Ringden in 1994 (10) and as 51.3% by Sunakawa 
in 2012 (11). In the present study, hypokalemia greater than 
grade 3 occurred in 53.8% of the patients, making it an adverse 
event that requires attention. By comparing the serum potas-
sium levels in patients of the two groups, the minimum levels 
in the supplementation group were significantly lower than 
those of the non-supplementation group, although no differ-
ence in them prior to the L-AMB administration was observed 

Table III. Multivariate analysis of the factors affecting potassium supplementation during L‑AMB administration (n=93).

Factor OR 95% CI P-value

Total L‑AMB dosage (≥2001.4 mg) 3.23 0.67‑17.47 0.14
Treatment dose (≥118.5 mg/day) 2.01 0.76‑5.88 0.14
Duration of treatment (≥16.4 days) 1.39 0.29‑6.17 0.66
Minimum serum potassium levels during L‑AMB administration (≤2.98 mEq/l) 3.62 1.44‑9.59 <0.01

L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; OR, odds ratio; CI, confidence interval.

Table V. Multivariate analysis of the factors affecting proper potassium supplementation (n=48).

Factor OR 95% CI P-value

Total L-AMB dosage (mg) 182.00 0.01-262.65 0.91
Treatment dose (mg/day)  0.74 0.12‑4.08 0.73
Duration of potassium supplementation (days) 0.14 0.01-80.64 0.57
Serum potassium levels prior to potassium supplementation (≥2.83 mEq/l) 14.21 1.95‑310.72 0.02
PS ≥2 3.04 0.62‑18.23 0.18

L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; OR, odds ratio; CI, confidence interval; PS, performance status.

Table IV. Univariate analysis of the factors affecting proper potassium supplementation (n=48).

Factor OR 95% CI P-value AUC Cut-off

Gender (female) 1.43 0.38‑6.16 0.61  
Age 0.44 0.11-10.25 0.62  
Serum creatinine levels prior to 6.07 0.04->1000 0.61  
L-AMB administration (mg/dl)
Total L-AMB dosage (mg) 0.15 0.01-2.72 0.19  
Treatment dose (mg/day)  0.14 0.01-1.48 0.11  
Duration of treatment (days) 0.23 0.01‑8.71 0.39  
Potassium supplementation dose (mEq/day) 2.03 0.11‑52.03 0.65  
Day of potassium supplementation start (days) 0.27 0.01-7.01 0.41  
Duration of potassium supplementation (days) 0.11 0.01-4.49 0.24  
Serum potassium levels prior to 2.60 0.21‑37.67 0.46  
L-AMB administration (mEq/l)
Serum potassium levels prior to 151.51 12.6‑733.52 <0.01 0.81 2.83
potassium supplementation (mEq/l)
PS ≥2 4.19 1.05‑21.41 0.06  

L‑AMB, liposomal‑amphotericin B; OR, odds ratio; CI, confidence interval; AUC, area under the curve; PS, performance status.
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(mean±SD, 3.8±0.5 vs. 3.9±0.5 mEq/l; P=0.51). However, the 
serum potassium levels following the L-AMB administra-
tion were higher in the supplementation group than those in 
the non‑supplementation group (3.7±0.8 vs. 3.4±0.8 mEq/l; 
P=0.04). Recovery of the patients from hypokalemia was more 
rapid in those in the supplementation group. Altogether, 51.6% 
of the subjects were treated with potassium supplementation. 
The supplementation group had a longer duration of L-AMB 
treatment and a greater total L-AMB dosage compared 
with those of the non-supplementation group. Following 
investigation of the factors affecting potassium supplementa-
tion during L-AMB administration, it was revealed that the 
minimum serum potassium levels during L-AMB administra-
tion (≤2.98 mEq/l) were an independent factor significantly 
contributing to the effectiveness of treatment with supple-
mental potassium. Investigation of the factors affecting the 
effectiveness of proper potassium supplementation in the 
supplementation group revealed that serum potassium levels 
prior to the potassium supplementation showed a significant 
difference between the patients that were successfully treated 
for hypokalemia and those that did not receive this treatment. 
This means that it is necessary to initiate potassium supple-
mentation prior to reduction of the serum potassium levels to 
<2.83 mEq/l. Potassium supplementation from an early stage 
is important to maintain serum potassium levels at >3.0 mEq/l 
(higher than grade 2), thereby preventing proper potassium 
supplementation.

In conclusion, a periodic serum potassium levels monitor 
from the beginning of L-AMB administration and potassium 
supplementation from an early stage are important to prevent 
severe electrolyte abnormalities. Invasive opportunistic fungal 
infections are a serious cause of morbidity and mortality for 
immunocompromised hematological patients. Therefore, 
adverse events management of L-AMB is essential.
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Abstract. In the present study, medication adherence and 
factors affecting adherence were examined in patients taking 
oral anticancer agents. In June 2013, 172 outpatients who had 
been prescribed oral anticancer agents by Ogaki Municipal 
Hospital (Ogaki, Gifu, Japan) completed a questionnaire 
survey, with answers rated on a five‑point Likert scale. The 
factors that affect medication adherence were evaluated 
using a customer satisfaction (CS) analysis. For patients with 
good and insufficient adherence to medication, the median 
ages were 66 years (range, 21-85 years) and 73 years (range, 
30-90 years), respectively (P=0.0004), while the median 
dosing time was 131 days (range, 3-3,585 days) and 219 days 
(24-3,465 days), respectively (P=0.0447). In 36.0% (62 out of 
172) of the cases, there was insufficient medication adherence; 
64.5% of those cases (40 out of 62) showed good medica-
tion compliance (4-5 point rating score). However, these 
patients did not fully understand the effects or side-effects 
of the drugs, giving a score of three points or less. The 
percentage of patients with good medication compliance 
was 87.2% (150 out of 172). Through the CS analysis, three 
items, the interest in the drug, the desire to consult about the 
drug and the condition of the patient, were extracted as items 
for improvement. Overall, the medication compliance of the 
patients taking the oral anticancer agents was good, but the 
medication adherence was insufficient. To improve medica-
tion adherence, a better understanding of the effectiveness 
and necessity of drugs and their side-effects is required. In 
addition, the interest of patients in their medication should 
be encouraged and intervention should be tailored to the 
condition of the patient. These steps should lead to improved 
medication adherence.

Introduction

Medication adherence is often defined as follows: Subsequent 
to sufficient explanation of the effects and side-effects of 
medication, the patient agrees to be treated with the medi-
cation, understands the significance of the medication and 
continues to take the medication voluntarily (1). By contrast, 
the conventionally used definition of medication compliance 
refers to the patient taking medication in the amount and at 
the times directed by pharmacists and physicians. Cancer 
treatment through oral anticancer agents has the advantage of 
ease of delivery, but since medication management is left to 
the family or patient, medication adherence can be a problem. 
It is important that the patient understands the effects of the 
prescribed drugs, the side-effects and the methods to assuage 
these, and that they also understand that medication adherence 
can lead to effective treatment, safety and continuity in cancer 
chemotherapy. A lack of medication adherence can decrease 
treatment efficiency, change the seriousness of the side‑effects 
and increase the number of hospitalizations and doctor visits, 
all of which can lead to higher medical costs (2,3). Therefore, 
the improvement of medication adherence is an important 
component in cancer treatment.

Patients who are diagnosed with cancer are generally 
observed as having strong reasons for adhering to treatment, 
as a lack of adherence could lead to serious side-effects, 
cancer relapse or mortality. Despite the serious effects of 
non-adherence, previous studies have indicated that the medi-
cation adherence rate in cancer patients is not 100% (4-8).

Research into medication adherence in patients taking oral 
anticancer agents has generally focused on a specific disease, 
such as chronic myeloid leukemia (CML) or breast cancer, 
and the disease‑specific medicine (4‑8). At present, neither the 
adherence to tegafur/gimeracil/oteracil potassium (S-1) and 
multiple tyrosine kinase inhibitors nor the level of consciousness 
behind non-adherence or non-compliance has been examined. 
Therefore, a questionnaire survey was conducted to evaluate the 
factors that affect medication adherence in patients taking oral 
anticancer agents. The results of the survey were explored using 
a customer satisfaction (CS) analysis.

Materials and methods

Participants. The participants in the present study were outpa-
tients undergoing treatment with oral anticancer agents at 
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Ogaki Municipal Hospital (Ogaki, Gifu, Japan) in June 2013. 
A self-report questionnaire survey was administered to these 
patients, and those who had difficulty reading or writing were 
assisted. The questionnaires were distributed to 182 individ-
uals. The return rate for the questionnaires was 94.5% (172 out 
of 182).

The present study was approved by the Institutional 
Review Board of Ogaki Municipal Hospital and was explained 
in a handout distributed to participants prior to obtaining their 
informed consent.

Measures
Questionnaire survey items. The questionnaire items are shown 
in Table I. The survey items included: Medication adherence 
(six items total), with one item each for the dosing method, 
effect of drugs, side-effects, understanding of the treatment 
method, treatment policy and compliance; personality (three 
items); and factors potentially affecting adherence, namely, 
the living environment (one item), awareness of medication 
dosage (three items), knowledge of the drug (six items), daily 
schedule (two items), understanding of the disease (one item), 

Table I. Questionnaire.

A questionnaire relating to taking your medication

Please answer the following questions by indicating the answers which apply to you (please circle the number or position which 
applies to you)

   I think I cannot say I do not
Question Yes so either way think so No

  1. I understand how to take the medication 5 4 3 2 1
  2. I know the effect (efficacy) of the medication 5 4 3 2 1
  3. I know the side effects of the medication 5 4 3 2 1
  4. I understand the current therapy 5 4 3 2 1
  5. I agree with the current treatment policy 5 4 3 2 1
  6. I have forgotten to take the medication or I have  Never Rarely I cannot say Occasionally  Often
      mistakenly taken the medication   either way
  7. Currently, what is the composition of your household? I live alone Husband and wife Other
  8. I take care not to forget my medication 5 4 3 2 1
  9. I think I take a lot of medications 5 4 3 2 1
10. Dosing times are complicated or awkward 5 4 3 2 1
11. The current treatment costs (prescription charges) 5 4 3 2 1
      are an economic burden
12. I believe the medication is necessary for me 5 4 3 2 1
13. I believe the medication is effective 5 4 3 2 1
14. I have actively researched about my medication 5 4 3 2 1
15. I worry about side effects 5 4 3 2 1
16. I would like to talk to someone further about 5 4 3 2 1
      the medication
17. I have a regular daily schedule 5 4 3 2 1
18. I eat regular meals 5 4 3 2 1
19. I am methodical 5 4 3 2 1
20. I am a worrier 5 4 3 2 1
21. I tend to find things bothersome 5 4 3 2 1
22. I have a good understanding of my disease 5 4 3 2 1
23. I trust the attending physician 5 4 3 2 1
24. I trust the pharmacist 5 4 3 2 1
25. I hope that the medication is valuable in curing the 5 4 3 2 1
      disease or that it will be able to improve my quality 
      of life
26. I have a positive attitude towards the disease 5 4 3 2 1
27. What is your general condition (health)? Very good Good Average Bad Very bad

Thank you for your cooperation
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sense of trust (two items), expectations and attitude (two items) 
and condition (one item). The participants were instructed 
to include all currently prescribed medications in one of the 
dosing method questions.

The survey items were rated on a five‑point Likert scale, 
with 5 being ‘Yes’, 4 being ‘I think so’, 3 being ‘I cannot 
say either way’, 2 being ‘I do not think so’ and 1 being ‘No’. 
Items 9-11 were reverse-scored.

Using the scores on the medication adherence scale of the 
questionnaire, the participants were divided into two groups: 
The ‘good medication adherence’ group, consisting of those 
who adhered to medication regimens, with a score ≥4 on 
all items; and the ‘insufficient medication’ group, which 
consisted of those who did not adhere, classified as partici-
pants who scored ≤3 on all items. The scores across the two 
groups were compared for each variable. All data, including 
the evaluation score value, the number of drugs taken and 
the dosing time, are presented as the median value within 
the range.

Evaluation of medication adherence by CS analysis. CS 
object variable analysis was performed with the lowest point 
for each item in medication adherence in order to investigate 
adherence factors, and the questions associated with the 
factors that potentially affected medication adherence were 
analyzed to determine an explanatory variable. For the ques-
tions associated with the factors that potentially affected 
medication adherence, CS analysis was performed with the 
items that possessed significant differences between the good 
and insufficient groups.

The CS analysis graph was plotted on two-dimensional 
coordinates. The average deviations of the scores for each 
item on the questionnaire were plotted on the vertical axis of 
the CS analysis graph, while the association value (correla-
tion coefficient deviation value) between adherence factors 
and the individual evaluation was plotted on the horizontal 
axis. In the CS analysis graph, factors with a high score 
and a high degree of influence on adherence are plotted in 
the first quadrant, termed the emphasis maintenance field. 
Factors with a high score and low degree of influence on 
adherence are plotted in the second quadrant, termed the 
maintenance field. Factors with a low score and low degree 

of influence on adherence are plotted in the third quadrant, 
termed the improvement field, and factors with a low score 
and high degree of influence on adherence are plotted in 
the fourth quadrant, termed the priority improvement field. 
The CS analysis improvement degree for each question was 
calculated. This degree is an index indicating the magnitude 
of the effect a factor has on adherence. If the CS analysis 
improvement degree is positive, improvement is required in 
the items with a score of five points or greater. Conversely, 
a negative CS analysis improvement degree would indicate 
that improvement is not necessary.

Statistical analysis. The Mann-Whitney U test was 
used to compare the two groups. In all statistical tests, 
P<0.05 was considered to indicate a statistically significant 
difference. For the CS analysis, the statistical software, 
EXCEL® Quality Management (Esumi Co., Ltd., Tokyo, 
Japan), was used.

Results

Drugs. The drugs represented in the current study and the 
number of patients taking those drugs were S-1 (n=83), 
capecitabine (n=26), molecularly-targeted drugs, such as 
sorafenib (n=45), tegafur-uracil combination (n=10) and other 
drugs, including cyclophosphamide, mercaptopurine and 
hydroxycarbamide (n=10).

Evaluation of medication adherence. Good medication 
adherence was found for 64.0% of the patients (110 out 
of 172). The scores of the patients with insufficient 
adherence to medication are shown in Fig. 1. The scores 
[median (range)] were 5.0 (3.0-5.0) for the dosing method, 
5.0 (1.0-5.0) for the effect of the drug, 3.0 (1.0-5.0) for 
the side-effects, 5.0 (2.0-5.0) for the understanding of the 
treatment method, 5.0 (1.0-5.0) for the treatment policy and 
4.0 (2.0-5.0) for compliance.

In 36.0% (62 out of 172) of the cases, there was insuf-
ficient medication adherence. However, 64.5% of those cases 
(40 out of 62) had good medication compliance, with a score of 
4-5 points. It is likely that these patients did not fully understand 
the effects of the drugs or side-effects, giving a score of three 

Figure 1. Evaluation scores of insufficient medication adherence patients. The black circle (•) in the boxes signifies a median value, the line under the box 
represents the first quartile, and the line above the box represents the third quartile. The lines extending above and below the box indicate the maximum and 
minimum values.



－246－

Oncology Letters 8（5）；2318－2324，2014
KIMURA et al:  MEDICATION ADHERENCE OF ORAL ANTICANCER AGENTS 2321

points or less on these items. However, the percentage of patients 
with good medication compliance was 87.2% (150 out of 172).

Evaluation of patient demographic factors that affect medi-
cation adherence. The patient demographics that potentially 
affected medication adherence are shown in Table II. Patients 
with good and insufficient adherence to medication had 
a median age of 66 years (range, 21-85 years) and 73 years 
(range, 30-90 years), respectively (P=0.0004). The median 
number of drugs taken was four for each group (good adher-
ence range, 1-10 drugs; insufficient adherence range, 1-14 
drugs; P=0.0401) and the length of time on the medication 
was 131 days (range, 3-3,585 days) in the good adherence to 
medication group and 219 days (24-3,465 days) (P=0.0447) in 
the insufficient adherence group.

Evaluation of factors that affect medication adherence. 
The scores associated with factors that affected medication 
adherence are shown in Table III. For patients with good or 
insufficient adherence to medication, there were significant 
differences (P<0.05) in nine items on the following subscales: 
Awareness of dosing (one out of three items), awareness about 
the drug (three out of six items), understanding the disease (one 
out of one item), sense of trust (two out of two items), expecta-
tions and attitudes (one out of two items) and the condition of 
the patient (one out of one item).

CS analysis on the improvement of medication adherence. 
The CS analysis graph is shown in Fig. 2 and the data obtained 
from CS analysis are shown in Table IV. From the CS analysis, 
three items, namely interest in the drug, desire to consult about 

Table II. Score of patient attribute factors that affect medication adherence.

 Medication adherence
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Factor Good (n=109) Insufficient (n=62) P‑value

Age, yearsa 66 (21-85) 73 (30-90) 0.0004
Gender, n   0.7249
  Male 60 34
  Female 49 28
Number of drugs taken (range)a,b 4 (1-10) 4 (1-14) 0.0401
Dosing time, days (range)a 131 (3-3585)   219 (24-3465) 0.0447
Stage, n   0.6609
  Adjuvant 29 19
  Progressive 80 43
Family, n   0.5692
  Living alone 96 54
  Other 13   8

aStatistically significant difference. bIncludes medication other than anticancer drugs.

Figure 2. Customer satisfaction (CS) analysis graph. The CS analysis graph was plotted on two-dimensional coordinates. The average deviation value of the 
scores for each question item in the questionnaire are plotted on the vertical axis of the CS analysis graph and the association value (correlation coefficient 
deviation value) between adherence factors and the individual evaluation are shown on the horizontal axis of the CS analysis graph.
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the drug and condition of the patient, were found to be areas 
requiring improvement (degree of improvement; 11.00, 8.50, 
and 5.77, respectively).

Discussion

Numerous studies have examined medication adherence in 
patients taking oral anticancer agents for CML and breast 
cancer (5,7-13). These studies have reported considerably 
different medication adherence rates; for example, the 
adherence rate of patients with CML was 14.2% in a study 
by Noens et al (7), but 98% in a study by Marin et al (5). 
Thus, it may be that differences in medication adherence 
rates depend largely on the survey method. In the present 
study, the percentage of patients with good medication 
adherence was not high (64.0%), however, the percentage of 
patients with good medication compliance was 87.2%. As 
numerous patients took the medication as directed, it can be 

concluded that the medication compliance of patients taking 
oral anticancer agents was good, but that the medication 
adherence, according to the definition of the present study, 
was insufficient.

Medication non-adherence in cancer chemotherapy can 
lead to an increase in the seriousness of side-effects, a dete-
rioration in general health and a worse prognosis. Therefore, it 
is important to learn the causes of non-adherence to improve 
overall adherence.

The present study found that medication adherence 
decreased with age. Hasegawa et al (14) and Tsuboi et al (15) 
reported that medication adherence is higher in elderly patients 
compared with young patients. These differences may be 
accounted for by differences in the participants, but since this 
is not the only possibility, differences in participants should be 
a topic for future investigations. In addition, the patients with 
a longer course of medication were more likely to be in the 
insufficient medication adherence category. Ziller et al (16) 

Table III. Score of factors that affect medication adherence.

 Median medication
 adherence score (range)
 --------------------------------------------
 Question  Good Insufficient
Topic number Question (n=109) (n=62) P-value

Living   7 Currently, what is the composition of your household? 2 (1-3) 3 (1-3) 0.9915
environment
Awareness   8 I take care not to forget my medication 5 (4-5) 5 (3-5) 0.4968
about dosing   9 I think I take a lot of medications 2 (1-5) 3 (1-5) 0.0116a

 10 Dosing times are complicated or awkward 1 (1-5) 1 (1-5) 0.1819
Awareness 11 The current treatment costs (prescription charges) are an 3 (1-5) 3 (1-5) 0.6207
about drug  economic burden
 12 I believe the medication is necessary for me 5 (1-5) 5 (1-5) 0.1199
 13 I believe the medication is effective 5 (2-5) 5 (2-5) 0.0358a

 14 I have actively researched about my medication 2 (1-5) 1 (1-5) 0.0397a

 15 I worry about side effects 4 (1-5) 4 (1-5) 0.2185
 16 I would like to talk to someone further about the 3 (1-5) 2 (1-5) 0.0413a

  medication
Daily schedule 17 I have a regular daily schedule 5 (1-5) 5 (2-5) 0.1528
 18 I eat regular meals 5 (2-5) 5 (2-5) 0.3231
Personality 19 I am methodical 4 (1-5) 4 (1-5) 0.1716
 20 I am a worrier 4 (1-5) 3 (1-5) 0.1143
 21 I tend to find things bothersome 3 (1‑5) 3 (1‑5) 0.4135
Understanding 22 I have a good understanding of my disease 5 (2-5) 5 (1-5) 0.0262a

of the stage of
the disease
Sense of trust 23 I trust the attending physician 5 (3-5) 5 (1-5) 0.0262a

 24 I trust the pharmacist 5 (2-5) 5 (1-5) 0.0345a

Expectations 25 I hope that the medication is valuable in curing the 5 (2-5) 5 (2-5) 0.3717
and attitude  disease or that it will be able to improve my quality of life
 26 I have a positive attitude towards the disease 5 (3-5) 5 (1-5) 0.0245a

Condition 27 What is your general condition (health)? 3 (2-5) 3 (2-5) 0.0196a

aStatistically significant difference.
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reported that when patients received supplementary infor-
mation, medication adherence was good after 12 months. 
Therefore, in cases with a long course of medication, patient 
guidance and information is important.

With regard to the factors affecting medication adherence, 
nine items that had a significant effect on adherence were 
observed in the present study: The number of drugs taken, the 
effect of the drug, researching the medication, consulting with 
the doctor or pharmacist about the drug, the understanding 
of the disease, confidence in the doctor, confidence in the 
pharmacist, a positive attitude and the condition of the patient. 
Russmann et al (17) reported that good relationships between 
patients, families and medical personnel improved medication 
adherence. In the present study, similarly, confidence in the 
doctor or pharmacist affected medication adherence. However, 
if the guidance provided to the patient is insufficient and the 
patient does not understand the supportive care, it may lead to a 
decrease in the quality of life and an increase in the frequency 
of doctor visits and re-hospitalization due to improper or 
inadequate medication, including the use of antiemetics in 
supportive care (18).

Regarding the factors associated with treatment, the effect 
of the frequency, duration and number of drugs taken on medi-
cation adherence must be considered. It has been reported that 
an administration frequency of more than three times a day 
reduces medication adherence significantly (19). In the present 
study, the majority of the drugs were to be taken once or twice 
a day. Therefore, it was assumed that the effect of the medica-
tion administration frequency would be small. However, the 
patients with insufficient medication adherence felt that they 
take a large number of drugs, particularly when drugs were 
prescribed at the same time as the anticancer medication. 
Therefore, all drugs taken, not only anticancer agents, should 
be considered, as this could lead to an improved understanding 

of patient‑specific issues and improve the directions offered to 
patients.

The attitude of a patient towards the disease and treatment 
is an important factor. In the current study, patients with good 
medication adherence were interested in learning about the 
medicine and disease, and actively participated in their treat-
ment. It was also found that a positive attitude towards the 
disease could affect medication adherence. If patients express 
a positive attitude towards their disease, their willingness to 
participate in the monitoring of side-effects may be higher.

The health of the patients also affected medication adher-
ence. In the present study, poor medication adherence was 
associated with poor patient health. It could be hypothesized 
that adherence to the treatment plan may be prevented by 
having poor health.

According to the CS analysis, the items requiring the 
greatest improvement were the interest in the drug, the desire 
to consult about the drug and the condition of the patient. 
The interest of patients in their own medication leads to 
the improvement of medication adherence, which has been 
demonstrated to alleviate anxiety; guiding these patients in the 
management of side-effects is necessary. In addition, interven-
tions tailored to the condition of each patient are necessary 
to ensure that the proper medication regimen is fully adhered 
to. Winkeljohn (20) reported that health care providers should 
work with patients on intervention plans, including discussing 
anxiety or answering treatment questions, providing educa-
tion about the symptoms of the disease and teaching the 
management of medication side-effects. Patient education 
and continuing guidance can be considered beneficial when 
delivered at appropriate times using appropriate methods.

In summary, medical personnel must be aware of the 
number of medications taken by the patient, the course of 
the medication and the age of the patient when they instruct 

Table IV. Data obtained from CS analysis.

  Average  Average value
  value of  of explanatory Correlation
Question  explanatory Correlation variables, coefficient,   Degree of
number Topic variables coefficient deviation value deviation value Angle Distance improvement

14 Interest in druga 2.29 0.1544 35.28 50.83   41.77 14.743 11.00
16 Desire to consult 
 about druga 2.47 0.1367 37.09 49.12   48.91 12.937 8.50
27 Condition of patienta 3.45 0.1976 46.86 55.01   12.90   5.916 5.77
24 Confidence in 
 pharmacist 4.44 0.2040 56.74 55.63   95.09   8.782 -0.78
22 Understanding of 
 disease 4.58 0.2062 58.20 55.85   99.51 10.068 -1.66
23 Confidence in doctor 4.81 0.2241 60.42 57.58   98.97 12.884 -2.01
13 Drug effect 4.45 0.1455 56.85 49.97 135.29   6.853 -4.87
26 Positive attitude 4.78 0.1790 60.19 53.22 117.48 10.681 -4.93
  9 Number of drugs 
 taken 2.60 -0.1349 38.38 22.80 111.86 29.576 -11.01

aItems requiring improvement according to the customer satisfaction (CS) analysis.
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patients undergoing anticancer treatments on the use of oral 
anticancer agents. Future studies are necessary for an improved 
understanding of the effect and necessity of drugs and their 
side-effects. In addition, interventions and instructions must 
begin to be tailored to the condition of each patient, as this 
would encourage patients to take a greater interest in their own 
medication. These actions may lead to improved medication 
adherence and enhance the efficacy, safety and continuity of 
oral anticancer treatments.

References

 1. Owashi T and Uejima K: Adherence from compliance. Gekkan 
yakuji 50: 373-376, 2008 (In Japanese).

 2. Wu EQ, Guerin A, Yu AP, et al: Retrospective real-world 
comparison of medical visits, costs, and adherence between 
nilotinib and dasatinib in chronic myeloid leukaemia. Curr Med 
Res Opin 26: 2861-2869, 2010.

 3. Reginster JY: Adherence and persistence: impact on outcomes 
and health care resources. Bone 38 (Suppl 2): S18-S21, 2006.

 4. Macintosh PW, Pond GR, Pond BJ, Leung V and Siu LL: A 
comparison of patient adherence and preference of packaging 
method for oral anticancer agents using conventional pill bottles 
versus daily pill boxes. Eur J Cancer Care (Engl) 16: 380-386, 
2007.

 5. Marin D, Bazeos A, Mahon FX, et al: Adherence is the critical 
factor for achieving molecular responses in patients with chronic 
myeloid leukemia who achieve complete cytogenetic responses 
on imatinib. J Clin Oncol 28: 2381-2388, 2010.

 6. Nilsson JL, Andersson K, Bergkvist A, et al: Refill adherence to 
repeat prescriptions of cancer drugs to ambulatory patients. Eur 
J Cancer Care (Engl) 15: 235-237, 2006.

 7. Noens L, van Lierde MA, De Bock R, et al: Prevalence, deter-Prevalence, deter-
minants, and outcomes of nonadherence to imatinib therapy in 
patients with chronic myeloid leukaemia: the ADAGIO study. 
Blood 113: 5401-5411, 2009.

 8. Partridge AH, Archer L, Kornblith AB, et al: Adherence and 
persistence with oral adjuvant chemotherapy in older women 
with early-stage breast cancer in CALGB 49907: adherence 
companion study 60104. J Clin Oncol 28: 2418-2422, 2010.

 9. Hershman DL, Kushi LH, Shao T, et al: Early discontinuation 
and nonadherence to adjuvant hormonal therapy in a cohort 
of 8,769 early-stage breast cancer patients. J Clin Oncol 28: 
4120-4128, 2010.

10. Lebovits AH, Strain JJ, Schleifer SJ, et al: Patient noncompliance 
with self-administered chemotherapy. Cancer 65: 17-22, 1990.

11. Mayer EL, Partridge AH, Harris LN, et al: Tolerability of 
and adherence to combination oral therapy with gefitinib and 
capecitabine in metastatic breast cancer. Breast Cancer Res 
Treat 117: 615-623, 2009.

12. McCowan C, Shearer J, Donnan PT, et al: Cohort study examining 
tamoxifen adherence and its relationship to mortality in women 
with breast cancer. Br J Cancer 99: 1763-1768, 2008.

13. Moore S: Nonadherence in patients with breast cancer receiving 
oral therapies. Clin J Oncol Nurs 14: 41-47, 2010.

14. Hasegawa K, Kuritani Y, Adachi A, et al: Improvement of drug 
compliance and pharmaceutical care - types of drug and dosing 
regimens desired by patients. Iryouyakugaku 34: 800-804, 2008 
(In Japanese).

15. Tsuboi K, Teramachi H, Kuzuya Y, et al: Survey of the patients' 
consciousness affecting medication adherence. Iryouyakugaku 
38: 522-533, 2012 (In Japanese).

16. Ziller V, Kyvernitakis I, Knöll D, et al: Influence of a patient 
information program on adherence and persistence with an 
aromatase inhibitor in breast cancer treatment - the COMPAS 
study. BMC Cancer 13: 407, 2013.

17. Russmann S, Curkovic I and Huber M: Adverse reactions and 
risks associated with non compliance. Ther Umsch 67: 303-307, 
2010 (In German).

18. Ruddy K, Mayer E and Partridge A: Patient adherence and 
persistence with oral anticancer treatment. CA Cancer J Clin 59: 
56-66, 2009.

19. Lee CR, Nicholson PW, Souhami RL and Deshmukh AA: Patient 
compliance with oral chemotherapy as assessed by a novel elec- oral chemotherapy as assessed by a novel elec-oral chemotherapy as assessed by a novel elec-
tronic technique. J Clin Oncol 10: 1007-1013, 1992.

20. Winkeljohn D: Adherence to oral cancer therapies: nursing inter-: Adherence to oral cancer therapies: nursing inter-Adherence to oral cancer therapies: nursing inter-
ventions. Clin J Oncol Nurs 14: 461-466, 2010.



－250－

日本病院薬剤師会雑誌 50（12）；1448－1452，2014

降圧薬服用中の大腸がん患者における
ベバシズマブ誘発高血圧の解析

薬剤部
　　岩 井 美 奈　　木村美智男　　吉 村 知 哲　　森 　 博 美



－251－

日本病院薬剤師会雑誌 50（12）；1448－1452，2014



－252－

日本病院薬剤師会雑誌 50（12）；1448－1452，2014



－253－

日本病院薬剤師会雑誌 50（12）；1448－1452，2014



－254－

日本病院薬剤師会雑誌 50（12）；1448－1452，2014



－255－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015

診断に造影超音波検査が有用であった
肝細胞線腫の２症例

診療検査科（画像）
　　高 橋 健 一



－256－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－257－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－258－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－259－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－260－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－261－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－262－

日本診療放射線技師会誌 62（3）；212－219，2015



－263－

MEDICAL TECHNOLOGY 42（6）；537－541，2014

スキルアップ脳波検査
― 基本手技から判読のポイントまで ―

２．脳波検査の基礎技術　１）電極の装着とアーチファクト対策
検査
　　石 郷 景 子



－264－

MEDICAL TECHNOLOGY 42（6）；537－541，2014



－265－

MEDICAL TECHNOLOGY 42（6）；537－541，2014



－266－

MEDICAL TECHNOLOGY 42（6）；537－541，2014



－267－

MEDICAL TECHNOLOGY 42（6）；537－541，2014



－268－

MEDICAL TECHNOLOGY　 42（13）；1470－1473，2014

７章　病理・細胞診検査
13．検体提出時には臨床情報も伝えなくてはダメ！

診療検査科（検査）
　　浅 野 　 敦
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MEDICAL TECHNOLOGY 43（3）；298－308，2015

誌上セミナー　もっと上手になる平衡機能検査
３．電気眼振図（ENG）検査
検査
　　石 郷 景 子
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呼吸器ケア 13（2）；144－149，2015

病態別に覚えればもう迷わない！呼吸・咳嗽・排痰テクニック
体位ドレナージ（体位排痰法）

リハビリテーションセンター
　　平 山 晃 介
呼吸器内科
　　安 藤 守 秀
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Ⅲ　講演の部

〔特別講演〕

2 型糖尿病における
糖尿病注射薬の第１選択
～ GLP-1 か基礎インスリンか～

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
インスリン研究会 in 福井
　平成 26 年 5 月　福井

〔特別講演〕

糖尿病治療薬の新展開

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
岐阜県病院薬剤師会
第 104 回西濃ブロック研修会
　平成 26 年 6 月　大垣
揖斐郡医師会学術講演会
　平成 26 年 7 月　揖斐

〔特別講演〕

糖尿病治療の最近の話題

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
第 29 回大垣 DM カンファレンス
　平成 26 年 6 月　大垣

〔特別講演〕

最近の糖尿病治療について

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
第 29 回実地医家糖尿病勉強
　平成 26 年 6 月　大垣

〔特別講演〕

当院における
糖尿病透析予防指導の現状

糖尿病・腎臓内科
傍 島  裕 司
第 2 回岐阜県慢性腎臓病対策協議会講演会
　平成 26 年 7 月　岐阜

〔特別講演〕

糖尿病治療の新展開
～ SGLT2 阻害薬の
　　適正使用もふまえて～

糖尿病・腎臓内科
藤 谷 　 淳
岐阜県薬剤師会西濃ブロック学術講演会
　平成 26 年 7 月　大垣

〔特別講演〕

糖尿病治療の目指すもの
～医学的・宗教的幸福観をふまえて～

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
もとす医師会臨床研究会
　平成 26 年 7 月　本巣

〔特別講演〕

糖尿病の地域連携と腎症対策

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
東海糖尿病腎症フォーラム 2014
　平成 26 年 7 月　名古屋
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〔特別講演〕

2 型糖尿病治療における
持効型インスリンの役割

糖尿病・腎臓内科
柴 田 大 河
いなべ生活習慣病セミナー
　平成 26 年 7 月　員弁

〔特別講演〕

岐阜県西濃地域における
医療連携と糖尿病対策

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
Diabetes Forum in　東三河
　平成 26 年 8 月　豊橋
プラスケアスタイルセミナー　2014 名古屋
　平成 26 年 10 月　名古屋

〔特別講演〕

薬剤師が知っておくべき
糖尿病急性合併症

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
第１回西濃糖尿病薬剤師研究会
　平成 26 年 8 月　大垣

〔特別講演〕

糖尿病治療における
基礎インスリン療法の重要性

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
Basal　Insulin Conference in Nagoya
　平成 26 年 8 月　名古屋

〔特別講演〕

糖尿病療養指導のピットフォール

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
第 6 回不破郡糖尿病勉強会
　平成 26 年 9 月　不破

〔特別講演〕

糖尿病治療における
基礎インスリン療法の重要性

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
磐田インスリン治療講演会
　平成 26 年 9 月　磐田

〔特別講演〕

糖尿病治療における
最新の知見を考察する

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
新しい糖尿病治療を考える会
　平成 26 年 9 月　岐阜
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〔教育講演〕

DPP-4 阻害薬のベストパートナーを
考える：SGLT2 阻害薬

糖尿病・腎臓内科
柴 田 大 河
いま一度 DPP-4 阻害薬を考える
岐阜糖尿病セミナー
　平成 26 年 10 月　岐阜

〔特別講演〕

GLP-1 受容体作動薬を考える
～当院における
　リラグルチドの使用経験から～

糖尿病・腎臓内科
柴 田 大 河
多治見糖尿病セミナー
　平成 26 年 11 月　多治見

〔特別講演〕

糖尿病の歴史と治療の進歩

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
世界糖尿病デー記念　大垣城ブルーライ
トアップ市民公開講演会 2014
　平成 26 年 11 月　大垣

〔特別講演〕

2 型糖尿病治療における
GLP-1 受容体作動薬の位置付け

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
静岡 GLP-1 治療研究会
　平成 26 年 11 月　静岡

〔特別講演〕

てんかんと妊娠

神経内科
三 輪 　 茂
西濃てんかん市民公開講座
　平成 26 年 6 月　大垣

〔教育講演〕

認知症の診断

神経内科
三 輪 　 茂
西濃地区かかりつけ医
認知症対応向上研修会
　平成 26 年 11 月　大垣

終焉が近づいた
C 型肝炎ウイルス感染症

消化器内科
豊 田 秀 徳
豊田市肝炎懇話会
　平成 26 年 7 月　豊田
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肝胆膵の超音波検査

消化器内科
金 森  明
第 18 回超音波医学会　中部地方会講習会
　平成 26 年 9 月　名古屋

Changing HCV genotype 
distributions in Japan: the effect of 
the mode of transmission.

消化器内科
豊 田 秀 徳
1ST INTERNATIONAL 
MONOTHEMATIC CONFERENCE ON 
VIRAL HEPATITIS C
　平成 26 年 9 月　クロアチア

Genotypes are closely associated with the response 
to antiviral therapy for hepatitis C virus （HCV）. 
HCV genotype 1b is a dominant genotype in Japan. 
The prevention of HCV transmission through blood 
transfusion or nosocomial infection, which had 
been main routes of HCV transmission, has been 
established after 1990 . When the distribution of HCV 
genotype was investigated based on patient birth 
year through 1920 s- 1970 s in 5515 HCV-infected 
Japanese individuals at 3 institutions from different 
areas of Japan, the proportion of HCV genotype 
1b decreased and was less than 50% in individuals 
born after 1970 at all 3 institutions. In contrast, the 
percentage of HCV genotype 2b increased through 
the period studied. Significant changes in HCV 
genotype distribution were observed across Japan 
regardless of the area.

Surveillance of hepatocellular 
carcinoma for patients after SVR.

消化器内科
豊 田 秀 徳
1ST INTERNATIONAL 
MONOTHEMATIC CONFERENCE ON 
VIRAL HEPATITIS C
　平成 26 年 9 月　クロアチア

The emergence of new direct-acting antiviral drugs 
for HCV will dramatically increase the number of 
patients who achieve a sustained virologic response 

（SVR）, i.e., eradication of HCV. Consequently, 
there can be an increase in the number of patients 
who develop hepatocellular carcinoma （HCC） 
after SVR in the near future, because HCC can 
develop in patients with chronic hepatitis C even 
after the eradication of HCV. Thus, surveillance for 
HCC remains necessary after SVR. Liver fibrosis 
is an important risk factor for developing HCC 
even after SVR. Several laboratory liver fibrosis 
indices, i.e., aspartate aminotransferase-platelet ratio 
index （APRI）, FIB- 4 index, and Forns index, can 
accurately reflect liver fibrosis in patients with SVR 
more than 5 years after the therapy despite the 
normalization of serum liver transaminase activity 
and the lack of liver inflammation. The risk of HCC 
development can be assessed for individual patients 
based on these laboratory indices and other risk 
factors, and patients can be categorized by the 
intensity of surveillance after the eradication of HCC.

Suggested Reading
Wai CT, et al. Hepatology 38 : 518 - 26 （2003）
Sterling RK, et al. Hepatology 43 : 1317 - 25 （2006）
Vallet-Pichard A, et al. Hepatology 46 : 32 - 6 （2007）
Forns X, et al. Hepatology 36 : 986 - 92 （2002）
Tachi Y, et al. Hepatol Res （in press）
Toyoda H, et al. J Viral Hepat 7 : 414 - 9 （2007）
Iwasaki Y, et al. Liver Int 24 : 603 - 10 （2004）
Tokita H, et al. J Gastroenterol Hepatol 20 : 752 - 8 

（2005）
Ikeda M, et al. J Gastroenterol 40 : 148 - 56 （2005）
Makiyama A, et al. Cancer 101 : 1616 - 22 （2004）
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C 型肝炎の最新治療について

消化器内科
豊 田 秀 徳
第 83 回中濃医学セミナー
　平成 26 年 10 月　美濃加茂

透析患者の多くでウイルス駆除が期待
できる新しい C 型肝炎の経口内服薬

消化器内科
豊 田 秀 徳
第 26 回西濃透析懇話会
　平成 26 年 10 月　大垣

大きく変わる C 型慢性肝炎の
抗ウイルス療法

消化器内科
豊 田 秀 徳
第７回二州地区ウイルス性肝炎
研究会学術講演会
　平成 26 年 11 月　敦賀

ガラリと変わる
C 型肝炎ウイルス感染症の治療戦略

消化器内科
豊 田 秀 徳
第 11 回豊橋肝臓フォーラム
　平成 26 年 11 月　豊橋

新しい C 型慢性肝炎の治療ー大きく
変わったコンセプトと治療適応

消化器内科
豊 田 秀 徳
第７回恵那医師会学術講演会
　平成 26 年 12 月　中津川

採血データを駆使した肝細胞癌の臨
床ー発癌予測から診断・予後予測まで

消化器内科
豊 田 秀 徳
第６回香川消化器 Expert Meeting
　平成 27 年 2 月　高松

当院における経口抗 HCV 薬の
初期治療成績

消化器内科
豊 田 秀 徳
Nagoya Liver Meeting2015
　平成 27 年 3 月　名古屋

〔特別講演〕

COPD の早期発見

呼吸器内科
安 藤 守 秀
スピリーバ 10 周年記念講演会
　平成 26 年 4 月　岐阜
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〔教育講演〕

COPD の増悪を防ぐために

呼吸器内科
安 藤 守 秀
COPD web 講演会
　平成 26 年 4 月　名古屋

〔特別講演〕

呼吸ケアの現在と未来

呼吸器内科
安 藤 守 秀
岐阜低肺機能者のつどい
　平成 26 年 5 月　各務原

〔教育講演〕

COPD の治療

呼吸器内科
安 藤 守 秀
ベーリンガー・インゲルハイム社内臨床講義
　平成 26 年 5 月　大垣

〔教育講演〕

COPD 検診について

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 13 回西濃 COPD フォーラム
　平成 26 年 6 月　大垣

〔教育講演〕

ICU における呼吸理学療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
平成 26 年度呼吸介助手技講習会

（ベーシックコース）
　平成 26 年 6 月　岐阜

〔教育講演〕

心肺運動負荷試験を用いた
呼吸困難の解釈

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 11 回呼吸リハビリテーション講習会
　平成 26 年 7 月　大阪

〔教育講演〕

呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 54 回臨床呼吸機能講習会
　平成 26 年 8 月　東京
第 19 回 3 学会合同
呼吸療法認定士認定講習会
　平成 26 年 8 月　東京
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〔教育講演〕

回復期の呼吸生理学

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 14 回兵庫医科大学
呼吸リハビリテーションセミナー
　平成 26 年 9 月　西宮

〔特別講演〕

大垣市における COPD 検診について

呼吸器内科
安 藤 守 秀
群馬県 COPD 対策推進会議
－検診における COPD 早期発見のために－
　平成 26 年 9 月　前橋

びまん性肺疾患　～私の見方

呼吸器内科
白 木 　 晶
横浜呼吸器カンファランス
　平成 26 年 11 月　横浜

呼吸器疾患の診断と
治療のピットフォール

呼吸器内科
白 木 　 晶
横浜呼吸器カンファランス
　平成 26 年 11 月　横浜

〔教育講演〕

慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは

呼吸器内科
安 藤 守 秀
岐阜県 COPD 対策事業　住民公開講座
　平成 26 年 11 月　不破

「ぜんそくや」からみた吸入療法

呼吸器内科
白 木 　 晶
八千代吸入療法研究会
　平成 26 年 11 月　千葉

西濃エリアの吸入指導から学んだこと

呼吸器内科
白 木 　 晶
中濃喘息カンファレンス
　平成 26 年 11 月　関

〔特別講演〕

COPD の治療
－呼吸リハビリを中心に－

呼吸器内科
安 藤 守 秀
東濃呼吸器疾患フォーラム
　平成 26 年 11 月　多治見
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喘息、COPD における
吸入指導の取り組み

呼吸器内科
白 木 　 晶
沖縄喘息セミナー
　平成 26 年 11 月　沖縄

〔特別講演〕

COPD の病態と治療

呼吸器内科
安 藤 守 秀
中濃医学セミナー
　平成 26 年 11 月　美濃加茂

〔教育講演〕

呼吸運動生理－なぜ息が切れるのか－

呼吸器内科
安 藤 守 秀
平成 26 年度
静岡呼吸リハビリテーション研修会
　平成 26 年 12 月　静岡

〔特別講演〕

急性期の呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 2 回国際
呼吸リハビリテーションフォーラム
　平成 27 年 1 月　長崎

〔教育講演〕

呼吸器疾患を診るための基礎知識

呼吸器内科
安 藤 守 秀
大阪府作業療法士協会事業部身体部門研修
　平成 27 年 2 月　大阪

〔特別講演〕

COPD の病態と治療
－呼吸リハビリを中心に－

呼吸器内科
安 藤 守 秀
長良地区呼吸器フォーラム
　平成 27 年 2 月　岐阜
羽島 COPD セミナー
　平成 27 年 3 月　羽島

呼吸器疾患に対する臨床検査の役割

呼吸器内科
白 木 　 晶
岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

〔教育講演〕

NOACs の禁忌と新たな適応

循環器内科
森 島 逸 郎
第 31 回小倉ライブ
　平成 26 年 6 月　福岡
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〔特別講演〕

進化するデバイス治療：
ＩＣＤ、ＣＲＴ－Ｄの歴史と最近の進展

循環器内科
森 島 逸 郎
ICD 友の会
　平成 26 年 6 月　名古屋

〔招請講演〕

高血圧治療ガイドライン改訂の
ポイントと運動療法

循環器内科
坪 井 英 之
岡崎心臓病懇話会
　平成 26 年 7 月　岡崎

　運動療法による、血圧安定化機序とくに抗酸化作用、
副交感神経活性化による交感神経抑制作用などを詳し
く解説する。
　また高血圧治療において、今回の改定ではβブロ
ッカーの役割が非常に限定的なものになってしまった
が、このことから交感神経系の循環器疾患における重
要性が減じていると考えるべきではないことを強調し
たい。

〔招請講演〕

心不全治療における
新しい利尿剤の役割

循環器内科
坪 井 英 之
姫路内科医会
　平成 26 年 7 月　姫路

〔特別講演〕

実臨床に於ける
トルバプタンの位置づけ

循環器内科
坪 井 英 之
第 3 回水利尿学術研究会
　平成 26 年 8 月　名古屋

〔特別講演〕

心房細動治療を見直す : 
抗凝固療法は治療の十分条件にあらず

循環器内科
森 島 逸 郎
第 621 回大垣内科会
　平成 26 年 9 月　大垣

〔招請講演〕

心不全治療における
トルバプタンがもたらす意義とは

循環器内科
坪 井 英 之
心不全治療学術講演会
　平成 26 年 10 月　長崎

〔特別講演〕

包括的な心房細動治療を考える

循環器内科
森 島 逸 郎
もとす医師会臨床研究会
　平成 26 年 11 月　瑞穂
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〔特別講演〕

致死性不整脈疾患の診断と治療：
知っておきたい 12 誘導心電図の特徴
とカテーテルアブレーションの適応

循環器内科
森 島 逸 郎
第 51 回加茂循環器セミナー
　平成 27 年 1 月　美濃加茂

〔教育講演〕

心不全治療における当院の取り組み

循環器内科
坪 井 英 之
第 88 回岐阜循環器疾患研究会
　平成 27 年 2 月　岐阜

慢性心不全の本質は、交感神経、RAS,ADH 系に代
表される神経体液性因子の活性亢進による重要臓器の
うっ血であるが、特に交感神経系はその他の因子を強
く刺激し、POSITIVE　FEEDBACK のリーダーとし
て中心的な役割を果たす。当院での心不全治療の特徴
として、十分な薬物療法を基礎にして、より早期から
心リハ、WAON,ASV などの非薬物療法を積極的に取
り入れていることである。これらの非薬物療法は、副
交感神経活性化による交感神経の暴走状態にブレーキ
をかける重要な役割をしており、早期導入により生命
予後の改善も十分期待できる。

〔招請講演〕

生活習慣病とメタボ対策

循環器内科
坪 井 英 之
岐阜県理学療法士会第 2 回市民公開講座
　平成 27 年 3 月　岐阜

ヒトは本来、飢餓、けが、脱水に対して強力な対応
力を持っていた。それが、RAS, 交感神経、ADH 系
であるが、現在の飽食の時代、運動不足の時代にはか

えってそれがあだとなり、内臓脂肪の蓄積を引き起こ
す。その内臓脂肪から、様々な生理活性物質が分泌さ
れ、それらが糖尿病、動脈硬化、高血圧など様々な病
気を引き起こす。そのような疾患に対しては、もちろ
ん薬物療法が必要であるが、最近それ以上に食事療法、
運動療法の重要性が再認識されている。本講座では、
当院での今までの心リハの経験を生かして、日常生活
にいかに運動療法を取り入れるかをわかりやすく解説
する。

てんかんの予後

小 児 科
鹿 野 博 明
西濃てんかん市民公開講座
　平成 26 年 6 月　大垣

【はじめに】小児てんかんには、様々な病型があり、
病型により、治療、経過、予後は異なる。今回、以下
の内容について講演した。

（１）てんかんの発作予後について：薬物療法によって、
小児のてんかん全体のおよそ 64 ～ 82% において、2
～ 5 年以上の寛解が維持可能である。小児のてんかん
全体で、薬物療法を中止した後の発作再発率は、およ
そ 3 ～ 37% である。薬物中止後、6 か月以内に 50%、
1 年以内に 60 ～ 90% が再発し、2 年以上経過すれば
再発は少ない。てんかん類型別では特発性局在関連て
んかんのほぼ 100%、特発性全般てんかんの 80%、症
候性局在関連てんかんの 50-60%、症候性潜因性全般
てんかんの 20% 程度が寛解する。（２）てんかんと精
神遅滞について：てんかん類型別の精神遅滞の合併率
は、特発性全般てんかんでは 11% と最も低く、症候
性全般てんかんでは 69% と高率であった。てんかん
発症時の発達遅滞、神経画像の異常がなければ、多
くは知的発達の予後は良好と推察可能である。（３）
てんかん患者の生命予後について：フィンランドで
の 1964 年にてんかんと診断された小児 245 人につい
て、40 年追跡調査された。60 人が死亡し、自然死亡
率の約 3 倍であった。死因はてんかん患者の突然死で
ある SUDEP(sudden unexpected death in epilepsy) が
30%、発作に伴う死亡が 15%、溺水が 10%、てんかん
以外の死亡が 43% であった。類型別では、特発性て
んかん、潜因性てんかんでは自然死亡率と差がなく、
症候性てんかんは死亡率が高かった。【まとめ】薬物
療法によって、小児のてんかん多くが寛解する。薬物
中止後、1 年以内に再発することが多く、2 年以上経
過した後の再発は少ない。小児期発症のてんかんのお
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よそ半数以上で完全寛解が得られる。小児のてんかん
患者全体の死亡率は、一般の約 3 倍である。てんかん
関連死のリスクは、寛解が得られていない児において
特に高い。

〔招請講演〕

小児救急疾患と薬の選択

小 児 科
中 嶋 義 記
Meiji Seika ファルマシア社内勉強会
　平成 26 年 7 月　岐阜

｢ 小児救急は母親がこどもをみて緊急性があり救急
だと思った時から始まる ｣ といわれている。この急病
のうちの約 95% は１次救急（軽症のもの）、残りの約
５％は 2 次あるいは 3 次救急（細気管支炎・肺炎・喉
頭蓋炎や細菌性髄膜炎・脳炎・脳症など重症の疾患）
であることがわかっている。重症度の異なるこどもが
同じ救急疾患として病院の救急外来を訪れるところに
小児救急の判断の難しさが存在する。たとえば単純型
の熱性けいれんと診断し、帰宅させたところ細菌性髄
膜炎であったり、胃腸炎の治療で経過観察中に症状が
悪化し腸重積であったりする場合もある。臨床経験を
積んだ小児科専門医は複数の異常所見をつなぎ合わせ
てその整合性を考えて診療を行っている（鑑別診断を
縦横に駆使して、病態を一元的に説明するにはどう判
断したらよいかを考慮のうえ対応している）が、時と
して不適切な対応の場合もありうる。今回、1）小児
救急トリアージ、2）乳幼児によくみられる症状（発熱、
咳・鼻汁、喘鳴、けいれん、嘔吐・腹痛・下痢、発疹）
と小児救急トリアージ および薬剤の選択、3）最近の
トピックスについて言及し、大垣市民病院救急外来で
経験した症例の呈示：ピットフォールに陥りやすい症
例報告と救急外来でよく処方する薬剤の注意点などに
ついて解説した。

〔教育講演〕

学校における食物アレルギーの対応

小 児 科
藤 井 秀 比 古
養老町　食物アレルギー対策研修会
　平成 26 年 8 月　養老

平成 26 年度の食物アレルギー対策事業（岐阜県教
育委員会および岐阜県医師会）の一環として、学校生
活管理指導票の活用、すべての教職員が食物アレルギ
ー・アナフィラキシーショックに対する正しい理解と
対処法を身につけるための研修会を行った。食物アレ
ルギーの疫学、症状と頻度、診断と治療を概説し、特
にアナフィラキシー症状、対処法について指導した。

学校における食物アレルギー対応

小 児 科
鹿 野  博 明
大垣市　食物アレルギー対策研修会
　平成 26 年 8 月　大垣
輪之内町教職員夏季研修会
　平成 26 年 8 月　安八

　食物アレルギーについて原因・診断・検査・食物負
荷試験について解説した。保育園および小中学校での
食物アレルギーへの対応について検討し、学校でのア
ナフィラキシーショックへの対応・問題点について解
説した。食物アレルギーの中でも、アナフィラキシー
反応の既往例にはエピペンが処方される。アナフィラ
キシー反応は皮膚、消化器、呼吸器、循環器および神
経の症状を評価し、その重症度により grade1 から 5
に分類される。2 つ以上重篤な症状があればアナフィ
ラキシーショックと診断する。エピペンはショックに
至る前に投与することが必要で、grade2 から 3 の間
に投与することが望ましい。保育園および学校で発生
した場合には、職員による速やかなエピペン投与によ
る対応が必要となる。投与後は救急病院への搬送が必
要となることが多い。2012 年、小学生の給食後のア
ナフィラキシーショックによる死亡例について解説し
た。直ちにエピペンが用意できていたものの、患児が
投与をためらい、適切なタイミングで投与することが
できなかった。学校では、全職員が、どの児にエピペ
ンの処方がされているか、学校でのエピペンの保管場
所、エピペンの正しい使用法を周知しておく必要があ
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る。当科通院中の食物アレルギー患者において 2013
年中に食物負荷試験を実施した91例（試験回数115回）
について検討した。負荷試験後の反応を Sampson の
分類に従って評価した。115 回中 55 例（48%）が陽
性であった。負荷食品別の陽性回数 / 検査回数（陽性
率）は鶏卵および加工食品が 33/74 回（45%）、牛乳・
乳製品 9/16 回（56%）、小麦 10/15 回（67%）、大豆
2/4 回（50%）、その他 1/7 回（14%）であった。陽性
例を Sampson の分類によって評価すると、grade1 が
27 例、grade2 が 22 例、grade3 が 3 例、grade4 が 3 例、
grade5 はなかった。grade4 の 3 例はいずれも、エピ
ネフリン筋注、ステロイドの点滴投与が必要であった。
実施例のおよそ 90% では、抗アレルギー薬の内服の
みまたは、処置を必要としない軽度の反応であった。

〔ラジオホームドクター〕

子どもの成長

小 児 科
伊 藤  貴 美 子
ラジオホームドクター
　平成 26 年 8 月　岐阜

〔ラジオホームドクター〕

子どもの低身長

小 児 科
伊 藤 貴 美 子
ラジオホームドクター
　平成 26 年 8 月　岐阜

当科におけるてんかん診療について

小 児 科
鹿 野  博 明
大塚製薬社内講演会
　平成 26 年 10 月　岐阜

【目的】当科で診療している小児のてんかん患者につ

いて薬物療法を中心に検討する。【対象・方法】当科
にて経過観察中のてんかん患者で、2013 年 8 月から
2014 年 7 月に抗てんかん薬の処方を行った 195 例。
診療録より患者背景、てんかん症候群、抗てんかん薬
の種類について後方視的に検討した【結果】対象の平
均年齢は 12 歳 1 か月、男性 106 例、女性 89 例であった。
てんかん症候群は、特発性全般てんかん 59 例 (30%)、
特発性部分てんかん 74 例 (38%)、症候性全般てんかん
30 例 (15%)、症候性部分てんかん 29 例 (15%) であっ
た。処方数は 1 剤 133 例 (68.2%)、2 剤 47 例 (24.1%)、
3 剤以上は 15 例 (3.6%) であった。対象にのべ 280 種
の抗てんかん薬が処方され、VPA は 109 例 (55.9%)、
CBZ は 79 例 (40.5%) であった。単剤処方 133 例では、
VPA が 78 例 (58.6%)、CBZ が 43 例 (32.3%) に処方さ
れていた。新規抗てんかん薬は、LTG 14 例、LEV 11
例、TPM 2 例が追加薬剤として処方されていた。有
効例は LTG 9 例、LEV 6 例、TPM 1 例であった。【考
察および結論】治療内容は、2 剤以内で治療されてお
り、従来からある薬剤が有効に処方されていたと考え
られた。新規抗てんかん薬は全例、比較的難治例に処
方され、一定の有効性が得られていると考えられた。

〔特別講演〕

小児の感染症について

小 児 科
鹿 野 博 明
平成 26 年度大垣薬剤師会研修会（171 回）
　平成 26 年 12 月　大垣

　ヒトは、生きている間に、様々の感染症を経験す
る。抗生物質、予防接種の開発により、感染症が
死亡原因となることは少なくなっている。今回、小
児によくみられる感染症および予防接種について解
説し、当科で経験した感染症の症例で、通常の経過
をたどらなかったもの、重症化した例を提示した。 
　予防接種は近年定期接種化が進んだ。1 歳までに多
数のワクチンを接種することになり、複数ワクチンの
同時接種は必須である。インフルエンザウイルスの増
殖機構、抗インフルエンザ薬について解説し、当科
入院例の臨床的特徴について、（12’/13’）入院例と
A/H1N1pdm（09’/10’）とを比較検討した。RS ウ
イルス感染について、臨床経過を中心に解説し、当科
で経験した気胸を合併した RS ウイルス肺炎の 1 例を
提示した。ヘルペスウイルス感染の特徴、初感染と再
発例について解説し、ヘルペス脳炎の 1 例を提示した。
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突発性発疹症について、原因ウイルスについて解説し
た。ヒトヘルペスウイルス 6 型（HHV-6）脳症の 1 例
について画像経過を中心に提示した。肺炎球菌感染、
インフルエンザ菌感染とその予防について解説し、細
菌性髄膜炎に 3 回罹患した、Mondini 奇形の 1 例を提
示した。肺炎球菌に特に有効である、テビペネム・ピ
ボキシル（TBPM-PI、オラペネム）の特徴を解説し、
当科で TBPM-PI を投与した症例を提示した。予防接
種の開発により、予防しうる感染症が増えてきている。
その結果、感染症が死亡原因となることは減少した。
しかし予防法が確立していない（予防が困難な）感染
症はいまだに存在する。日常診療でよくみられる感染
症であっても、通常の経過を経ず、重症化する症例が
存在する。予防接種を確実に実施しておく必要がある。

〔招請講演〕

GH 治療患者の
フォローアップについて

小 児 科
伊 藤 貴 美 子
ファイザー株式会社社内勉強会
　平成 27 年 3 月　大垣

当院における胆道癌・膵癌術後
再発に対する化学療法の成績

外　　科
尾 上 俊 介
第 1 回西濃肝胆膵オンコロジー研究会
　平成 27 年 5 月　大垣

術後の体調管理と病院との付き合い方

外　　科
磯 谷 正 敏
第７回ストーマ研修会
　平成 26 年 8 月　岐阜

オストメイトとしての術後では、癒着や傍ストーマヘ

ルニアによる腸閉塞に気をつけ、暴飲・暴食をさけよ
く咀嚼して規則正しい食生活を送ることが大切です。
腹痛とストマ周囲の膨隆が起きた時には、早期に医療
機関を受診する必要があります。これからは、急性期
病院の先生とかかりつけ医の二人の主治医をもつとい
いでしょう。生活習慣病の予防のためには、「一に運動、
二に食事、しっかり禁煙、最後に薬」と言われるよう
に、運動と食事が重要です。以上のことについてお話
しました。

〔イブニングセミナー〕

一粒で二度おいしかった臨床試験
～ ASCO 2014 ～

外　　科
亀 井 桂 太 郎
第 11 回日本乳癌学会中部地方会
　平成 26 年 9 月　岐阜

　ASCO　2014 で報告された臨床試験に参加する機
会を得た。この臨床試験の目的のひとつは、もちろん
新たな治療法のエビデンスの構築である。しかし、こ
の試験ではもうひとつの目的があった。それは、臨床
試験を通して CRC を育成し、日本中の多くの施設で
臨床試験の環境を整えることであった。我々はまさに
試験実行委員会の思惑どおりになってしまった。とい
うのは、CRC となった当院の薬剤師が、臨床試験の
魅力に引き込まれてしまったのである。再発を知りシ
ョックを受けている患者に対して、臨床試験の説明・
情報収集を通じて寄り添い、信頼を得ることにより仕
事に対する充実感を得ることができた。さらにがん診
療に対するモチベーションが上がり、がん専門薬剤師
の資格習得のきっかけのひとつになったのではとも考
えられる。その後の当院における臨床試験の推進、チ
ーム医療の実践によるがん診療のレベルの向上という
意味では、この臨床試験は一粒で二度、いやそれ以上
おいしかった臨床試験であった。
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大腸癌肝転移に対する術前化学療法

外　　科
大 塚 新 平
第 3 回西濃消化器がん学術講演会
　平成 26 年 9 月　大垣

腹腔鏡下胃切除術の短期術後成績

外　　科
米 川 佳 彦
第 10 回西濃がん診療研究会学術講演会
　平成 26 年 10 月　大垣

乳がんを狙い撃ち！新しいお薬の話

外　　科
亀 井 桂 太 郎
県民公開講座
　平成 26 年 10 月　岐阜

Borderline unresectable に挑む

外　　科
金 岡 祐 次
飛騨消化器病研究会
　平成 26 年 11 月　高山

体にやさしい腹腔鏡下胃がん手術

外　　科
高 山 祐 一
市民公開講座
　平成 26 年 11 月　大垣

これだけは知っておきたい乳癌の臨床

外　　科
亀 井 桂 太 郎
鈴鹿中央総合病院　学術講演会
　平成 27 年 2 月　鈴鹿

形成外科医の観点から見た
デバイス形状とポケット形成

形成外科
森 島 容 子
葉山デバイス研究会
　平成 26 年 4 月　神奈川
Device　Therapy セミナー in　Yamagata
　平成 26 年 5 月　山形
川崎デバイス研究会
　平成 26 年 9 月　神奈川
横浜デバイスセミナー
　平成 26 年 9 月　神奈川

梅雨から夏にかけての
皮膚病とスキンケア

皮 膚 科
高 木 　 肇
大垣市民病院　市民公開講座
　平成 26 年 4 月　大垣

慢性蕁麻疹に対するザイザルの効果

皮 膚 科
高 木 　 肇
第 2 回西濃皮膚疾患研究会
　平成 26 年 4 月　大垣



－304－

Ⅲ　講演の部

褥瘡の治療

皮 膚 科
高 木 　 肇
西濃褥瘡薬剤師研究会
　平成 26 年 9 月　大垣

あなたも注意 !! こんなに怖い皮膚がん

皮 膚 科
高 木 　 肇

「皮膚の日」市民公開講座　
　平成 26 年 11 月　岐阜

〔ミニレクチャー〕

かゆみと抗アレルギー薬

皮 膚 科
高 木 　 肇
第 3 回岐阜県小児科医会・
第 43 回西濃小児科医会　学術講演会
　平成 26 年 11 月　大垣

　痒みは皮膚疾患によく見られる自覚症状の１つで
す。何らかの異常があることを知らせ、自己防衛に役
立つ感覚ですが、掻爬により皮膚の損傷を招き、炎症
を誘発します。痒みは一過性で他の感覚に置換するこ
とで軽減することが特徴的です。痒みから皮膚疾患を
考えると①全身の激しい痒み（蕁麻疹・アトピー性皮
膚炎・薬疹・疥癬・紅皮症など）、②限局性の痒み（接
触皮膚炎・色素性痒疹・アミロイド苔癬など）、③浮
腫を伴う痒み（蕁麻疹・食物依存性運動誘発性アナフ
ィラキシーなど）、④頑固で慢性の痒み（結節性痒疹・
慢性多形痒疹・ビダール苔癬・腎不全に伴う皮膚そう
痒症など）に分けられます。
　抗ヒスタミン薬は 1937 年発見され、その後、中枢
神経抑制作用・抗コリン作用が少ない製剤が開発され、
現在は非鎮静性抗ヒスタミン薬が第一選択となってい
ます。構造活性の研究から抗ヒスタミン薬はインバー
ス・アゴニストとして働き、受容体を非活性化状態に
抑制しています。抗ヒスタミン薬は内服回数・副作用・
剤型・併用薬剤や基礎疾患の有無・血中半減期・最大

濃度到達時間などを考えて選択します。また、非鎮静
性抗アレルギー薬は個体差が大きいため投与量・投薬
種類を経過により検討していきます。最近は、無効時
の倍量投与が各種ガイドラインで推奨されています。
また、構造式を考えて使い分けることも提案されてい
ます。
　痒みと皮膚疾患・抗ヒスタミン薬の皮膚科での一般
的使い方について述べさせていただきました。

口腔癌及び癌末期における
口腔の病態と管理

歯科口腔外科
梅 村 昌 宏
第 17 回日本在宅緩和ケア研究会
　平成 27 年 3 月　大垣

概要：口腔癌はその発生する部位や組織型から、手術
治療が根本治療として選択されることが多い。このた
め整容、機能面などで患者さんの肉体的、精神的苦痛
を伴うことが少なくない。手術治療以外の抗がん剤、
放射線治療でも、口腔を中心とした粘膜、皮膚の炎症
などが生じ、同様の問題は伴う。また近年では、口腔
癌にとどまらず、他診療科でのがん手術治療における
口腔管理、すなわち周術期の口腔管理、化学放射線治
療における口腔管理、これらの重要性が明らかとなっ
てきており、さまざまな全身疾患と口腔とのかかわり
が改めて再認識されている。
　本演題では、口腔機能の特殊性を理解いただきなが
ら、当院および当科で行っている口腔癌および他診療
科とのがん診療に関わる連携など、おもに口腔の病態
と管理の面について口演した。

〔教育講演〕

敗血症への挑戦

救命救急部
山 口 　 均
第 17 回日本救急医学会
中部地方会総会・学術集会
　平成 26 年 11 月　甲府
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〔特別講演〕

がんチーム医療において薬剤師力を
どう発揮するか！

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 3 回埼玉がん薬物療法講演会
　平成 26 年 5 月　大宮

〔特別講演〕

EGFR 阻害薬の副作用を
いかにマネジメントするか
－薬剤師の立場から－

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 5 回がん薬物療法セミナー
　平成 26 年 9 月　福岡

〔教育講演〕

「がん患者指導管理料３」の留意点と
算定状況

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 4 回岐阜がんチーム医療研究会
　平成 26 年 10 月　岐阜

〔教育講演〕

がん化学療法の支持療法

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 17 回オンコロジーセミナー
　平成 26 年 11 月　東京

〔特別講演〕

がん領域における
集学的チーム医療の実践
－チーム医療によるがん医療の
　質的向上と薬剤師の役割の具体例－

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 76 回日本臨床腫瘍学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

小児患者における薬物療法の注意点

薬 剤 部
高 田 裕 子
第 2 回西濃小児薬物療法研究会
　平成 27 年 2 月　大垣

3D-CT Q&A

診療検査科（画像）
高 田  賢
第 12 回中部 SOMATOM 研究会
　平成 26 年 5 月　名古屋

　肝ダイナミック CT における CT 検査の撮影条件、
画像再構成条件、造影条件について、当院のプロトコ
ールを紹介するとともに、説明する。前回、研究会に
てアンケートで寄せられた質問に対し回答する。
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放射線を用いない IGRT
（体表面ナビシステム）と
当院の様々な工夫について

診療検査科（画像）
高 木  等
第 120 回放射線治療かたろう会
　平成 26 年 5 月　神戸

　放射線を用いない IGRT（体表面ナビシステム）と
当院の様々な工夫について述べた。

ハーフ再構成画像における
面内画質特性の評価

診療検査科（画像）
高 田  賢
第 44 回岐阜県 X 線 CT 研究会
　平成 26 年 5 月　関

【背景・目的】Computed tomography（CT）画像の
物理特性の評価は、最適な撮影プロトコールや再構成
条件、または造影条件などを検討、構築するに際し、
有益な情報となる。近年、急速に普及した冠動脈 CT
では、拍動する心臓を対象臓器とするというその特異
性から、他の検査に比し高い時間分解能が必要とされ、
通常の 360°分のデータから再構成を行うフル再構成
ではなく、そのおよそ半分のデータから再構成を行
うハーフ再構成が用いられる。今回、体軸方向に 320
列の検出器配列を有する area detector CT （Aquilion 
ONE, 東芝メディカルシステムズ株式会社）のハーフ
再構成画像におけるノイズ特性、空間分解能の評価を
行った。【方法】①ノイズ特性：直径 250mm の水フ
ァントムをガントリー中央に配置し、120kV, 580mA, 
0.35s/rotation, scan field of view（FOV） = 240mm, 
検出器配列 0.5mm × 320 列で volume scan を行い、再
構成関数 FC13、再構成スライス厚 0.5mm でハーフ
再構成して得た画像中に複数個の region of interest

（ROI）を配置し、その標準偏差（standard deviation: 
SD）を計測した。また、評価位置を iso-center, 30-, 
60-, 90- mm off-center とし、各位置における noise 
power spectrum（NPS） を radial frequency 法 に て
測定した。②空間分解能：0.2mm 径のタングステン
ワイヤーを各評価位置に配置し（Y 方向に -10, -30, 
-60, -90mm）、ノイズ測定と同条件で撮影した。FOV 
50mm で拡大再構成した画像より、仮想スリット法に
て modulation transfer function（MTF）を測定した。

【結果】①ノイズ特性：SD はフル再構成では画像中
心が最大となり、辺縁部が低値となるのに対し、ハー
フ再構成ではおよそ 60mm off-center で最大となり、
同部より同心円状に SD の低下を認めた。再構成位相
を変化させると、ノイズ分布は回転するように変化を
認めた。NPS は辺縁部ほど、その変動が大きくなっ
た。②空間分解能：低ノイズ側（管球側）では 90mm 
off-center のみ中～高空間周波数領域で MTF の低下
が見られた。高ノイズ側（検出器側）では辺縁部ほど
MTF は低下した。方向別に見ると Y 方向の分解能が
辺縁部で顕著な低下を認めた。【考察・結語】ハーフ
再構成画像における面内画質特性の評価としてノイ
ズ、空間分解能の評価を行った。今回の検討は FC13
という比較的軟らかい再構成関数での評価を行ったた
め、高周波強調関数では異なる結果となる可能性が考
えられる。また水ファントムと実際の人体ではノイズ
特性が異なる可能性があり、今後さらなる検討を続け
たい。

チラ見マンモグラフィで
納得・安心の超音波検査

診療検査科（画像）
辻 望
第 39 回日本超音波検査学会学術集会
　平成 26 年 6 月　名古屋

　マンモグラフィ読影後に行う乳腺超音波検査の有用
性について講演した。

少しだけ心電図に触れてみよう

診療検査科（画像）
市 川 宏 紀
第 1 回　岐阜救急画像技術セミナー
　平成 26 年 7 月　大垣

　心電図の基礎知識、モニター心電図と 12 誘導心電
図の違い、波形の読み方、致死性不整脈について救急
撮影認定技師試験をベースに講演した。
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当院における一次読影の現状

診療検査科（画像）
古 川 雅 一
第 24 回飛騨核医学勉強会
　平成 26 年 10 月　高山

　診療放射線技師による一次読影は未だ殆どの施設で
行われていないが、当院では 30 年以上も前より行っ
ている。今回それに至る経緯と現状、また問題点につ
いての講演を行った。

超音波検査に必要な基本解剖

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
第 65 回中部超音波検査フォーラム
　平成 26 年 10 月　名古屋

　超音波検査に必要な基本解剖について説明し、解剖
をもとに適切な走査技術を解説する。
１．解剖を熟知

臓器の解剖、付着部位、臥位での腹腔内で低い部
位、冠状解剖

２．肺や腹部ガス、肋骨の影響を排除の走査技術
　　呼吸管理、体位変換、圧迫
３．超音波検査に必要な「症候学」

やってみよう CT 読影

診療検査科（画像）
高 田  賢
第 13 回中部 SOMATOM 研究会
　平成 26 年 11 月　名古屋

　平成 20 年の厚生労働省からのチーム医療推進に関す
る通達の中で、診療放射線技師の役割として、「画像診
断の読影の補助を行うこと」が挙げられている。検査
をする上で、どのような病態を疑っているか、という
知識は、どのように検査をするかということに直結し、
画像を“読める”ことはある程度必要であることは明
確である。ここでは、それよりさらに一歩踏み込んで、
実際の症例を“読影”してみることで、画像診断の有
用性、適切な検査画像の必要性について考える。

胆・膵腫瘍性病変の CT・MRI 診断

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
日本超音波検査学会
第 124 回医用超音波講義講習会
　平成 26 年 12 月　大阪

胆・膵領域の腫瘤性病変について以下の内容で講演した。
１．CT 画像の基本と撮影シーケンス
２．CT 画像の読み方
３．MRI 画像の基本と撮影シーケンス
４．MRI 画像の読み方
５．主な悪性病変の診療ガイドライン解説
　　CT 画像、MRI 画像、超音波画像を供覧
６．主な悪性病変の画像診断ガイドライン解説
　　CT 画像、MRI 画像、超音波画像を供覧

大垣市民病院における技師読影の実際

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
平成 26 年度独立行政法人国立病院機構
診療放射線技師実習技能研修会
　平成 27 年 1 月　名古屋

　当病院の技師読影の実際と臨床教育について、以下
の内容でプレゼンテーションをする。
１．大垣市民病院の概要
２．当画像部門の体制と技師教育体制
３．技師読影の実際（各モダリテｨ毎の技師所見記載）
４．読影の基礎知識（臨床知識）の必要性と実践
５．技師読影の課題

「放射線治療」外部照射の品質管理と
品質保証について

診療検査科（画像）
高 木  等
平成 26 年度診療放射線技師基礎技術講習

「放射線治療」（中日本地域）
　平成 27 年 1 月　鈴鹿

　「放射線治療」外部照射の品質管理と品質保証につ
いて述べた。
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救命救急における
診療放射線技師の現状と役割
～大垣市民病院の技師読影について～

診療検査科（画像）
市 川 宏 紀
刈谷豊田総合病院　放射線部内勉強会
　平成 27 年 2 月　刈谷

　当院の救急撮影、救急撮影の基礎概要、救急で用い
られる共通言語、当院の技師読影について講演した。

感染対策関連
（救急撮影技師認定試験過去問題の解説）

診療検査科（画像）
野 田 孝 浩
第 2 回岐阜救急画像技術セミナー
　平成 27 年 2 月　大垣

平成 23 年に実施された第 1 回救急撮影技師認定試験
から、昨年の第４回認定試験まで、毎年全５０問中、
感染対策関連問題が 3 ～ 5 問（6 ～ 10％）出題され
ている。1993 年に ISRRT（世界診療放射線技師会）
が定めた診療放射線技師の役割の中に、私共が担って
いる責任の 1 つとして、感染管理についての記載があ
る事はこれまであまり知られていなかった。しかし、
昨年の日本国内におけるデング熱流行や、毎年繰り返
されるノロウィルスやインフルエンザ等の大流行によ
り、国民の感染症への関心は、確実に高まっている。
今回は、過去の救急撮影技師認定試験から感染対策関
連の 15 問について解説するとともに、診療放射線技
師が最低限知っておくべき、標準予防策・感染経路別
予防策・手指衛生・個人防護具等についても述べる予
定である。

診療放射線技師による
CT の 1 次読影レポート作成
～撮った画像に目を向けてみよう～

診療検査科（画像）
市 川 宏 紀
第 4 回　TOKYO ER MEETING
　平成 27 年 2 月　東京

　大垣市民病院の特色として、診療放射線技師の業務
の中に「撮影した画像の一次読影レポート作成」が含
まれている。当院の救急撮影の現状、読影補助の現状、
読影業務の教育について講演した。

乳腺エコーの「基本の“き”」と
「ちょい足しテクニック」

診療検査科（画像）
辻　　望、堀　　優、片岡　咲

診療検査科（検査）
今吉由美、高田彩永

外　　科
亀井桂太郎
日本超音波検査学会　JSS 中部
第 22 回地方会研修会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　超音波検査は非侵襲的で多くの情報が得られる優れ
たモダリティである。しかしながら、対象となる疾患
の特徴や超音波所見を熟知していなければ、検者の力
量によって結果が左右される側面も有している。乳腺
超音波検査について、“どのようにレベルアップして
いけばよいのか”、“どうしたら臨床側の要求にこたえ
られる検査ができるか？”をテーマに講演を行った。
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胃がん検診専門技師の取得を目指して

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
平成 26 年度愛知県胃がん検診
エックス線撮影従事者講習会
　平成 27 年 2 月　名古屋

日本消化器がん検診学会認定の胃がん検診専門技師に
ついて、以下の解説した。
１．日本消化器がん検診学会の現状
２．日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師制度

について
３．日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師試験

について
４．全国および東海北陸地域の認定技師について
５．更新手続きと更新状況について
６．その他

診療放射線技師の読影の補助
－実践と教育－

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
結核予防会平成 26 年度放射線技師研修会
　平成 27 年 3 月　東京

下記の内容について講演し、質疑応答した。
１．日本診療放射線技師会および日本放射線技術学会

合同の読影の補助定義の解説
２．胃癌検診ガイドライン 2015 ドラフト版の解説
３．日本人間ドック学会の上部消化管撮影マニュアル

の解説
４．大垣市民病院における技師、一次読影の実際
５．読影の補助をおこなうために何が必要か
以上、技師教育の実践を強く訴えた。

細胞検査技師の役割について

診療検査科（検査）
佐 々 　 敏
第 55 回日本臨床細胞学会総会春期大会
　平成 26 年 6 月　横浜

〔教育講演〕

睡眠脳波解析の基本
（睡眠脳波解析説明　新 AASM）

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
第 1 回 PSG 勉強会
　平成 26 年 6 月　大垣

　新 AAS における睡眠脳波解析の方法を講義した。

〔教育講演〕

DM と SAS

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
糖尿病患者のクオリティオブライフを
考える会　ラボテクの会
　平成 26 年 7 月　岐阜

　糖尿病に合併する疾患として SAS が注目されてい
る。SAS の病態と検査法と治療である CPAP につい
て講演した。

〔教育講演〕

睡眠とＰＳＧ検査

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
平成 26 年度第 1 回神経生理検査研修会　
　平成 26 年 11 月　東京

　睡眠のメカニズムとより良い睡眠と睡眠時無呼吸症
候群の検査について講演した。
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〔教育講演〕

今日から役立つ新生児脳波

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
第 55 回日本神経生理学会技術講習会
　平成 26 年 11 月　福岡

　新生児の脳波検査の方法を講演した。

〔教育講演〕

乳腺・甲状腺・唾液腺超音波

診療検査科（検査）
佐 々 　 敏
第 62 回東海エコーカンファレンス
　平成 27 年 3 月　名古屋

〔教育講演〕

高齢者の脳波

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
第 23 回日本神経生理検査研究会
中部支部研修会
　平成 27 年 3 月　名古屋

　高齢者の脳波検査のコツと特徴を講演した。

〔教育講演〕

糖尿病と睡眠時無呼吸症候群

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
第 4 回糖尿病療養指導と患者の QOL の向
上を考える会
　平成 27 年 3 月　名古屋

　糖尿病の検査と合併症として注目したい睡眠時無呼
吸症候群について講演した。

〔特別講演〕

大垣市民病院における
不適切作動回避のための取り組み

臨床工学技術部
辻  善 範
第 6 回 東海テクニカルセミナー
　平成 26 年 9 月　名古屋
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（国 際 学 会）

The prognostic factor in patients with miositis-associated international lung 
disease

呼吸器内科
白木　晶、進藤　丈、安藤守秀、安部　崇、中島治典、日比美智子
Eeuropean Respiratory Society International Congress
　平成 26 年 9 月　ドイツ

Introduction: Anti-aminoacyl-transfer RNA synthetase antibodies （anti-ARS-abs） are most common antibodies 
in patients with polymyositis （PM） /dermatomyositis （DM）. Anti-melanoma differentiation-associated gene 5 
antibody （Anti-MDA 5-ab） is a marker for rapidly progressive and poor prognostic interstitial lung disease （ILD） 
with amyopathic DM.
Objectives: To evaluate the prognosis markers in patients with ILDs associated to PM/DM.
Methods: We reviewed clinical （C-reactive protein, Krebs von den Lungen- 6 , anti-ARS-abs, anti-MDA 5 -ab, 
lymphocytes in bronchial lavage, amyopatic DM） and radiological data of the 51 consecutive patients with ILDs 
related to PM/DM, retrospectively.  Anti-ARS-abs and anti-MDA 5-ab were screened out by immunoprecipitation 
techniques in Department of Dermatology, Kanazawa University and ELISA method in Department of 
Dermatology, Nagoya University. 
Results: Median age was 61 years old and male gender was 25%.  23 patients had anti-ARS-abs and 9 patients had 
anti-MDA 5 ab. 19 patients had neither of them.  6 patients （26%） with anti-ARS-abs, 5 （56%） with anti-MDA 5-ab 
and 5 （26%） with double negative died in follow up period （45 months, median）.  C-reactive protein （CRP） > 1 . 0 

（p= 0 . 031 , OR 1 . 91） was the only significant factor between overall survivors and non-survivors.  On the other 
hand, anti-ARS-abs positive （p= 0 . 031 , OR 0 . 54） and anti-MDA 5-ab positive （p= 0 . 005 , OR 2 . 04） were significant 
factors between 1 year survivors and non-survivors.  Amyopathic DM was not risk factor on both long and short-
term survivals. 
Conclusion: Anti-MDA 5 -ab was a risk factor on short-term survivals and CRP value was related to long-term 
prognosis in this cohort.
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Emergency department visits by adult asthma patients have been decreasing 
over the past two decades

呼吸器内科
日比美智子、進藤　丈、安藤守秀、安部　崇、中島治典、白木　晶
Eeuropean Respiratory Society International Congress
　平成 26 年 9 月　ドイツ

Background: Ogaki municipal hospital is a regional medical center covering population 400 , 000 in Japan and so 
many amounts of patients visited to our emergency department （ED） in a year. Asthmatic patients with acute 
exacerbations often visit an ED and asthma exacerbation is one of the common diseases encountered in ED. 　
For this reason, we devoted effort to reduce ED visits by asthmatic patients through improving disease control by 
treatment intervention with inhaled corticosteroids （ICS） and patient education.  ICS became common in middle of 
1990s in Japan.
Aims and objectives: The purpose of this study was to examine the incidence of ED visits for asthma and their 
characteristics.
Methods:We reviewed retrospectively adult asthmatic patient visits to the ED of our hospital in 1992 , 1999 , 2002 , 
2008 and 2012 .
Results: The number of whole ED visits has increased from 25 , 000 in 1992 to 46 , 000 in 2012 .  However there are 
significant changes in rates of ED visits with asthma exacerbations. In 1992 , 302 patients visited ED 942 times （2 . 58 
visits a day）. In 2012 , 123 patients visited ED 174 times （0 . 48 visits a day）. That was 82% reduction from 1992 .  
The number of frequent ED users also decreased from 126（41 . 7%） to 25（20 . 3%）. On the other hand, the rate of 
regular ICS utilization of the patients visited to ED increased 61% to 89 . 5% from 1992 to 2012 . 
Conclusion: Emergency visits of adult asthmatic patients have steadily decreased over the past two decades.  
However, poor controlled asthma still remains.  Additional interventions are needed for them.
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Right ventricular pacing failure caused by a short circuit during a shock 
delivery: uncommon but life threatening complication of the RIATA lead.

循環器内科
森島逸郎、曽根孝仁、坪井英之、上杉道伯、松下悦史、森田康弘、吉田路加、古田竜平
原田信吾、友松敏郎、寺田和始、内藤千裕
Heart Rhythm 2014
　平成 26 年 5 月　サンフランシスコ

Introduction: The Riata ICD lead, a narrow caliper silicone lead without an outer sleeve, has been shown to be 
prone to structural and electrical failure. While much interest has been directed toward high-voltage failures 
caused by electrical shorts due to a break in the ethylene tetrafluoroethylene （ETFE） coating of the defibrillation 
cables, the clinical manifestation of Riata lead failures has not been fully established.
Methods: N/A
Results: A 59 -year old man with a dual chamber ICD （ATRAS DR [SJM]; RV lead, RIATA 1570 - 65 [SJM]） 
implanted in 2005 experienced four successive shocks in 2013 . The surface EKG showed atrial fibrillation （AF） 
with right ventricular （RV） pacing failure. The externalized conductors were not apparent fluoroscopically. Lead 
measurements since the implantation were within normal range and stable, with an RV pacing impedance of 
400 - 450Ω, RV pacing threshold of 0 . 25 - 0 . 5V/ 0 . 5ms, RV sensing threshold of 4 . 0 - 6 . 0mV, and high voltage 

（HV） lead impedance of 52 - 57Ω over the preceding period. Device interrogation revealed that shocks were 
delivered inappropriately due to AF. Transient noise appeared on the RV lead after the second shock. The 
HV lead impedance decreased to 24 Ω for the first shock followed by ~ 40Ω with subsequent shocks. The RV 
sensing threshold decreased to 2 . 8 mV. The RV pacing threshold markedly increased to 6 . 0V / 0 . 5ms with an 
increased impedance of 1 , 500Ω. During a new RV lead implantation and generator exchange, abnormal RV pacing 
measurements were confirmed only at the RV tip but not the RV coil. The explanted ICD was bench tested by the 
manufacturer, and no abnormal findings were obtained. Minor burn marks were identified on the surface of the 
can. Based on the above findings, it was most likely that a short circuit occurred between the ICD can and central 
coil pace-sense conductor by a break in the polytetrafluoroethylene insulation during the shock delivery. The 
surrounding myocardium of the RV tip was ablated by the shock current, resulting in RV pacing failure.
Conclusions: To our knowledge, this is the first report of RV pacing failure due to ablating the myocardium 
surrounding the RV tip of the Riata lead by a short circuit triggered by a selective insulation break of the central 
pacing cable during a shock deli
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Predicting the response to cardiac resynchronization therapy by the extent 
and location of myocardial scarring determined by automatic quantification of 
myocardial perfusion SPECT

循環器内科
森島逸郎、曽根孝仁、坪井英之、上杉道伯、松下悦史、森田康弘、古田竜平、原田信吾
友松敏郎、寺田和始、内藤千裕
Heart Rhythm 2014
　平成 26 年 5 月　サンフランシスコ

Introduction: Ischemic cardiomyopathy negatively influences the response to CRT. This study aimed to determine 
the impact of the global and regional myocardial scar burden on CRT outcomes by an automatic assessment of the 
gated-myocardial perfusion SPECT （GSPECT）.
Methods: We studied 38 consecutive CRT recipients （age 70± 7 years old; ischemic cardiomyopathy, n= 12 ; LVEF 
23 . 5±9 . 4%; QRS duration 158± 30ms）. All patients underwent resting 99mTc-MIBI GSPECT prior to the CRT. 
The SPECT images were analyzed by AutoQUANT 7 . 2 to quantify the global defect extent （DE）, an index of 
global scarring, and the regional 99mTc-MIBI uptake rate （UR） in the 17 LV segments, an index of the regional 
scar density （low values indicate dense scar）. A CRT response was defined as a decrease of > 15% in the LV end 
systolic volume at 6 months after the CRT.
Results: The non-responders （n= 16） had a higher global DE than responders （n= 22）（34± 16% vs. 21± 8%, 
p= 0 . 003）. The non-responders also had a lower regional UR in the lateral adjoining areas as than the responders: 
basal posterolateral region （49± 11% vs. 60± 5%, p= 0 . 001）, mid posterolateral region （65± 16% vs. 76± 6%, 
p= 0 . 006）, and apical lateral region （72± 8% vs. 83± 6%, p= 0 . 015）. A logistic regression analysis disclosed 
the following significant predictors of a negative response to CRT: global DE （crude odds ratio[OR] 1 . 08 , 95% 
confidence interval[CI] 1 . 02 - 1 . 15 , p= 0 . 008）, basal posterolateral UR （crude OR 0 . 89 , 95%CI 0 . 81 - 0 . 97 , 
p= 0 . 006）, mid posterolateral UR （crude OR 0 . 93 , 95%CI 0 . 87 - 0 . 99 , p= 0 . 016）, and apical lateral UR （crude OR 
1 . 03 , 95%CI 1 . 00 - 1 . 06 , p= 0 . 034）. After adjusting for the type of cardiomyopathies, only the basal posterolateral 
UR remained as a significant predictor （adjusted OR 0 . 90 , 95%CI 0 . 82 - 0 . 99 , p= 0 . 025）. An ROC curve analysis 
of this segment showed that the AUC was 0 . 79 . Using a cutoff point of 56 . 5% provided a sensitivity of 86% and 
specificity of 69% for predicting a negative response to CRT.
Conclusions: Myocardial scarring determined by an automatic assessment of GSPECT may negatively impact the 
response to CRT. The regional scar burden at the basal posterolateral wall most likely predicts an unfavorable 
response to CRT irrespectively of the type of cardiomyopathy.
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Paradoxical undersensing of atrial electrograms during atrial fibrillation in 
patients with implanted dual chamber pacemakers: a clinical and in vitro study

循環器内科
森島逸郎、曽根孝仁、坪井英之、上杉道伯、森田康弘、吉田路加、古田竜平、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕
European Society of Cardiology 2014
　平成 26 年 8 月　バルセロナ

Purpose: Paradoxical atrial undersensing （PAUS）, which is an undersensing at a high atrial sensitivity and with 
the return of normal sensing at a lower sensitivity during atrial fibrillation （AF）, may be caused by repeated 
activation of the quiet timer blanking interval （QTB）. Although anecdotal cases of PAUS have been reported, 
limited information is available concerning PAUS. The aim of the study was to elucidate the clinical and 
experimental setting under which PAUS occurs.
Methods: Clinical Study: Thirty consecutive patients with dual-chamber pacemakers and AF visiting the device 
clinic were studied （Enpulse 9 ; Adapta 19 ; Kappa 2 [Medtronic]）. All patients were in sinus rhythm at the time of 
the device implantation. After the atrial bipolar sensing threshold was assessed, the atrial sensitivity was increased 

（the value decreased） in a stepwise fashion up to the maximum sensitivity to determine whether PAUS occurred. 
In Vitro Study: Pacemakers with QTB （Enpulse, Adapta, and Kappa） and those without QTB （Advisa, Enrthythm 
[Medtronic], Evia [Biotronik], and Accent [St Jude Medical]） were studied. The devices were connected to a pulse 
generator （Vip-II、Medtronic）. A pulse with a 2 , 5 , 10 , 15 , 20 , and 25 mV output was generated at 100 , 200 , 300 , 
400 , and 500ppm.The occurrence of PAUS was assessed in each setting with the same protocol.
Results: PAUS occurred in 8 （27%） patients （Enpulse, 3 ; Adapta, 3 ; Kappa, 2）. The sensing threshold of the 
PAUS was 0 . 70mV in 1 , 0 . 35mV in 2 , 0 . 25mV in 1 , and 0 . 18mV in 4 patients, which indicated that PAUS was 
avoidable with an atrial sensitivity of > 0 . 7mV in all patients. The patients with PAUS had a higher minimum 
atrial amplitude （1 . 9±1 . 5mV vs. 1 . 1± 1 . 1mV, p= 0 . 03） and shorter maximum atrial cycle length （157±
20ms vs. 196±51ms, p= 0 . 03） during AF than those without PAUS. In the vitro study, PAUS was seen only 
with the Enpulse, Adapta and Kappa devices. The setting under which PAUS occurred was similar among the 
three devices; there was a higher pulse amplitude and shorter pulse cycle length associated with the lower sensing 
threshold （the higher value） of the PAUS as shown in the clinical study.
Conclusions: PAUS can occur in a substantial proportion of patients with implanted pacemakers equipped with 
QTB during AF. The knowledge of PAUS is important in order to optimize the pacemaker function. Proper 
sensitivity settings are necessary to avoid PAUS, especially in patients with a high sensed atrial amplitude and 
short atrial cycle length during AF. 
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RIGHT VENTRICULAR PACING FAILURE CAUSED BY A SHORT CIRCUIT 
DURING A SHOCK DELIVERY: UNCOMMON BUT LIFE THREATENING 
COMPLICATION OF THE RIATA LEAD

循環器内科
内藤千裕、森島逸郎、曽根孝仁、坪井英之、上杉道伯、森田康弘、井上陽介、吉田路加

久美愛厚生病院　循環器科
田近　徹、横山有見子
7th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session
　平成 26 年 10 月　ニューデリー

Extracorporeal Hand-sewn Anastomosis through a Minilaparotomy in 
Laparoscopic Distal Gastrectomy 

外　　科
高山祐一、金岡祐次、前田敦行、尾上俊介、磯谷正敏
第 22 回ヨーロッパ内視鏡外科学会
　平成 26 年 6 月　パリ

Background: In open gastrectomy, gastroduodenostomy or gastroenterostomy is carried out with the hand-sewn 
technique. So in the same manner as open surgery, hand-sewn anastomosis is performed through a small insision 
in laparoscopic distal gasterectomy. The objective of the present study is to introduce our surgical technique and 
assess short-term outcomes of our procedure.
Surgical procedures: Intracorporeally, we mobilize the stomach and dissecting lymph nodes. Duodenal resection 
below the pyloric ring is performed using a linear stapler. A 5 - 7cm midline incision in the upper abdomen is 
made. The stomach is extracted through this minilaparotomy incision. Then two clamps are applied to the greater 
curvature of the stomach at a distance of 4 cm. After the gastric wall is incised between the two clamps, a linear 
stapler is used to divide the distal stomach and close the lesser curvature. We grasp the stump of the oral side and 
anal side by angle clamps. Good and stable operative field around the stumps of intestinal tracts is provided with 
fixation of these angle clamps by Octopus○R. Gambee fashion using 3 - 0 vicryl is done in the same manner as open 
surgery. A drain is inserted around the anastomosis and each wound is closed.
Results: Between June 2009 and December 2013 , this procedure was performed in 156 patients （107 men and 
49 women）. The mean age was 64 . 1（range, 40 - 81）. The Billroth I reconstruction was used in 66 cases. The 
Billroth II and Roux-en-Y methods were used in the remaining 88 and 2 patients, The mean operative time was 
157 . 3 minutes （range, 103 - 368） and estimated blood loss was 34 ml （range, 3 - 580） . No anastomotic stenosis was 
observed, but only one patient （0 . 6%） had postoperative anastomotic leakage. The mean duration of postoperative 
hospital stay was 14 . 5 days （range, 10 - 51 days） .The absorbable threads used in anastomosis are cheaper than 
linear stapler and circular stapler, which are often used in intracorporeally anastomosis.
Conclusion: This procedure is the similar method as conventional open surgery, and feasible, safe and cost-effective.



－318－

Ⅳ　学会発表の部

Simultaneous resection for colorectal cancer and　synchronous liver 
metastases

外　　科
深見保之、金岡祐次、前田敦行、高山祐一
APHPBA
　平成 27 年 3 月　シンガポール

Background: The correct timing of hepatectomy in patients with synchronous colorectal liver metastases is unclear. 
The aim of this study was to assess the clinical value of simultaneous resection （SR） for patients with colorectal 
cancer and synchronous liver metastases.
Methods: Between January 2006 and December 2013 , 158 patients underwent the resection of primary colorectal 
cancer and liver metastases. Ninety-five patients possessed metachronous colorectal liver metastases, and the 
remaining 63 had synchronous colorectal liver metastases. Of those with synchronous colorectal liver metastases, 
41 patients （65%） underwent SR, and 22 （35%） underwent delayed resection （DR）. The clinicopathologic and 
operative data and the surgical outcomes of patients in the SR and DR groups were retrospectively analyzed and 
compared.
Results: The mortality rates were zero in both groups. The type of primary/liver resection, liver resection time, 
total blood loss volume, R 0 resection rate, and morbidity rate were similar in the two groups. The SR group was 
associated with a shorter total postoperative hospital stay （21 versus 32 days, p< 0 . 001）. The overall survival rate 
was similar in the two groups （3-year survival, 65 . 6% in the SR group versus 66 . 8% in the DR group, p= 0 . 054）
. Multivariate analysis indicated that male gender （p= 0 . 004） and a liver tumor size of > 5 cm （p= 0 . 031） were 
independently associated with overall survival after surgery.
Conclusions: When compared with DR, the simultaneous resection of colorectal cancer and synchronous liver 
metastases in patients is associated with a comparable morbidity rate and shorter hospital stay, even when 
following a rectal resection and major hepatectomy.
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Second-look contrast-enhanced ultrasound (CE-US)-guided biopsy for MRI/CT-
detected lesions

外　　科
亀井桂太郎
WFIMB/AIUM 2015
　平成 27 年 3 月　オーランド

Background: Although MRI-guided biopsy is a reasonable follow-up for MRI-detected lesions, it is costly and time 
consuming. If a lesion is identified by ultrasound, ultrasound-guided biopsy is the ideal follow-up method because 
it is costless and easy. However, previous studies have shown variously concordance rates between second-look 
ultrasound and MRI. Recently, contrast-enhanced ultrasound （CE-US） exams using perfluorobutane have been 
found to provide more accurate results than either MRI or conventional ultrasound imaging. The aim of this 
prospective study is to evaluate the value of CE-US for lesions unexpectedly detected on MRI and the accuracy of 
CE-US-guided fine-needle aspiration cytology （FNA）.
Materials and Methods: Ten patients with other unexpected lesions detected by preoperative MRI/CT were 
evaluated by second-look US using perflurobutane-guided FNA between April 2013 and April 2014 . The pathology 
findings were confirmed in subsequent surgical specimens. The subsequent identification of MRI/CT-detected 
lesions using second-look CE-US and the sensitivity and accuracy of FNA, were evaluated. 
Results: Nine （90%） of the lesions corresponded to masses; the average size was 4 . 6 mm （2- 7 mm）. One （10%） 
corresponded to a non-mass lesion; its size was 10 mm. The histopathology results were malignant in 7 and benign 
in 3 . All of these instances resulted in abnormalities being found upon second-look ultrasound. Eight lesions that 
were strongly enhanced by MRI were contrasted using perfluorobutane; however, two that were weakly enhanced 
by MRI were not enhanced by CE-US. These two lesions without enhancement corresponded to fibroadenoma and 
duct dilatation upon histopathology. The sensitivity of FNA was 42 . 9% （3/ 7）. The cytologic results for FNA 
were malignant in 3 cases, indeterminate in 3 cases, and inadequate in 1 case. The accuracy rate of FNA was 50% 

（5/ 10）. The accuracy rate was low because small cancers might be immature.
Conclusion: CE-US was helpful in identifying small lesions unexpectedly detected on MRI. However, FNA for these 
lesions was unreliable, so other interventional methods need to be used.
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Shear wave elastography ：Four essential color map patterns to rule out breast 
malignancy

外　　科
米川佳彦、亀井桂太郎
2015 AIUM /WFUMB Congress
　平成 27 年 3 月　オーランド

Introduction: Shear wave elastography （SWE） is a non-invasive imaging technique which provides quantitative 
tissue elasticity data on breast lesions in addition to conventional ultrasonography （US）.  Previous reports showed 
that this technique is associated with elevated diagnostic accuracy, high inter and intra-observer reproducibility, 
histological prognostic factors, and thus possess the possibility to be universally accepted.  The aims of this study 
are to define the simple color map patterns to rule out malignancy, and evaluate the relationship between SWE 
findings and biological features of the breast carcinoma in Asian population.
Methods: This is a retrospective, single center study which included 103 women （age range, 21 - 91 years） with 104 
solid breast lesions identified during routine US performed between June 2013 and May 2014 .  All breast lesions 
were subsequently confirmed either by cytological or histological examinations.  Obtained SWE images were 
classified into four patterns according to Tozaki’s classification reported previously:  No color on elastography 
image （pattern 1）, vague longitudinal artifact inside the lesion （pattern 2）, positive findings only at the 
surrounding area （pattern 3）, and positive findings both at the boundary and inside the lesion （pattern 4）.  Eligible 
lesions were then evaluated for the mean quantitative elasticity values in regions of interest （ROI） placed over the 
stiffest area and the fat area to obtain the tumor/fat SWE ratio （TFSWR）.  In addition, the relationship between 
the TFSWR and estrogen receptor （ER）, progesterone receptor （PgR）, human epidermal growth factor receptor 
2 （HER 2）, histological grade, invasive size, and lymph node status were evaluated in malignant cases using linear 
regression analysis and student’s t test.
Results: Among the 104 lesions, 44 were malignant and 60 were benign.  Color map patterns 1 , 2 , 3 , and 4 were 
observed in 32 , 19 , 18 , 35 cases respectively.  Both patterns 1 and 2 lesions were 100% benign, whereas patterns 
3 and 4 included 72% and 89% malignancies respectively.  The results for combined US and SWE yielded 100% 
sensitivity, 85% specificity, 83% positive predictive value, 100% negative predictive value.  The mean TFSWR was 
18 . 4±9 . 7 vs 3 . 2±5 . 8 （p< 0 . 001） for malignant and benign lesions.  No malignant lesion showed TFSWR of 
higher than 5 , whereas 9 （15%） benign lesions were present within. The TFSWR and hormone receptor status, 
HER 2 status, histological grade, invasive size, lymph node status were not statistically relevant.  
Conclusion: In addition to conventional US, SWE color map patterns of 1 and 2 , and TFSWR of less than 5 
excluded all the breast malignancies.  SWE results were not associated with any of the biological features of breast 
carcinoma in Asian population.  This simple, four color map pattern recognition may yield easier method for ruling 
out breast malignancy.  Further prospective and multinational studies are required.
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A case of linear sclerodermic lupus erythematosus

皮 膚 科
高木　肇、大橋優文、水野雄貴

日本赤十字豊田看護大学
黒川　景

岐阜大学医学部皮膚科
清島眞理子
3rd Eastern Asia Dermatology Congress  
　平成 26 年 9 月　韓国
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（国 内 学 会）

重篤な下痢、低カリウム血症で診断
された多発性内分泌腫瘍（MEN）1
型 に 合 併 す る vasoactive intestinal 
polypeptide（VIP）産生腫瘍の 1 例

糖尿病・腎臓内科
加藤　誠、板野祐也、三浦絵美梨、
榎本康宏、永田高信、藤谷　淳、
柴田 大河、大橋 徳巳、傍島 裕司
第 87 回日本内分泌学会学術総会
　平成 26 年 4 月　福岡

　47 歳男性、他院にて増悪と軽快を繰り返す下痢症
の治療中に著明な低カリウム血症（K 1.6mEq/L）お
よび脱水を認め精査が開始された。腹部造影 CT、
MRI で膵鉤部に 1 ヶ所（47mm）、体尾部に 2 ヶ所

（15mm、10mm）と多発する腫瘤を認め血中 VIP 値
748pg/ml（正常範囲 100pg/ml 未満）と高値であり、
VIP 産生腫瘍が疑われた。EUS 下で針生検が施行さ
れ、低異型度の内分泌腫瘍、腺房癌を否定できない
neuroendocrine tumor と診断された。所属リンパ節
腫脹（#8、#12）を認めたが明らかな肝転移は認めず
手術療法が第一選択と考えられた。手術目的で当院へ
紹介され、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術および 2 ヶ
所の腫瘍核出術を施行した。摘出標本ではインスリン、
グルカゴン、セロトニンおよびソマトスタチンは陰性
であり、術後は VIP 値 5pg/ml 未満と改善し、下痢お
よび低カリウム血症も軽快したことから VIP 産生腫
瘍と矛盾しない経過であった。すべての腫瘍でクロモ
グラニン A、シナプトフィジンおよび NCAM は陽性
であり、Ki-67 指数は 1％未満であったことから NET 
G1 と診断した。頚部超音波並びに CT では、甲状腺
左葉下極付近に 20mm 程度の 99mTc-MIBI シンチ陽
性の腫瘤を認め、血清カルシウム値および iPTH 値高
値より原発性副甲状腺機能亢進症と診断した。下垂体
MRI では、前葉に 5mm 程度の造影効果に乏しい非機
能性下垂体腫瘍を認めた。以上より MEN1 型に合併
した VIP 産生腫瘍と診断し、副甲状腺腫瘍に対して
は手術を視野に入れ経過観察中である。MEN1 型に
合併した VIP 産生腫瘍の報告は稀であり考察を交え
報告する。

1 型糖尿病に対するデグルデクと
グラルギンとの比較検討

糖尿病・腎臓内科
藤谷　淳、加藤　誠、板野祐也
榎本康宏、三浦絵美梨、永田高信
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 57 回日本糖尿病会学術総会
　平成 26 年 5 月　大阪

【目的】インスリン依存状態 1 型糖尿病（IDD）に対
するデグルデク（D）の効果をグラルギン（G）と比較。

【方法】対象は G から D へ変更した IDD44 例、同単
位で変更し 3 ヶ月後までの HbA1c、BMI、総インス
リン投与量（T）および基礎インスリン投与量（B）、
低血糖頻度について比較。6 例は CGM 装着、装着 3
日目に D へ変更し、G は 3 日目、D は 6 日目で血糖
変動を評価【結果】HbA1c は 8.0 ± 1.2 から 3 ヶ月後
7.5 ± 1.0%（p ＜ 0.01）と有意に改善、BMI は 22.7±
3.1 から 3 ヶ月後 22.9 ± 3.1kg/m2 と変化は認めず。T
は 0.64 ± 0.15 から 3 ヶ月後 0.61 ± 0.15 単位 /kg・日（p
＜ 0.01）、B は 0.23 ± 0.08 から 3 ヶ月後 0.22±0.09 単
位 /kg・日（p ＜ 0.01）へ減少。低血糖頻度は有意差
を認めず。CGM6 例の結果は、平均血糖値、血糖変
動幅総面積（AUC）、夜間（21- 翌 7 時）の AUC は
全例で改善を認めた。【総括】D は G と比較し、低血
糖増加を防止しつつ血糖コントロール改善が期待でき
る。

インスリン自己注射困難症例におけ
るインスリンデグルデク週 3 回投与
の有用性

糖尿病・腎臓内科
柴田大河、加藤　誠、板野祐也
三浦絵美梨、永田高信、榎本康宏
藤谷　淳、大橋徳巳、傍島裕司
第 57 回日本糖尿病会学術総会
　平成 26 年 5 月　大阪

　血糖コントロール不良の認知症合併 2 型糖尿病患
者 2 例で、インスリンデグルデク週 3 回投与（IDeg 
3TW）を試みた。

【 症 例 1】80 歳 男 性、 認 知 症 合 併 2 型 糖 尿 病、
HbA1c12.8%、グルカゴン負荷Δ CPR1.3ng/ml、CPI0.59。
IDeg 3TW 朝食後 14 単位投与で注射翌朝空腹時が低
値 113 ± 14mg/dl となる傾向があった。血糖は 195±
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54, 101~363mg/dl にコントロールされた。
【 症 例 2】80 歳 男 性、 認 知 症 合 併 2 型 糖 尿 病、
HbA1c12.5%。IDeg 3TW 朝食後 14 単位投与で注射
翌朝空腹時が低値 86 ± 8mg/dl となる傾向があった。
HbA1c ８％台でコントロールされている。

【総括】インスリン自己注射困難症例において、IDeg 
3TW で急性合併症予防に十分な血糖コントロールが
実現でき、新たな治療オプションとして有用性が確認
できた。IDeg 3TW の場合、投与翌日の空腹時血糖が
低値傾向となることを考慮してインスリン量を決定す
るのが妥当と考えられた。

当院における
リキシセナチド導入 67 例の検討

糖尿病・腎臓内科
榎本康宏、加藤　誠、板野祐也
三浦絵美梨、永田高信、藤谷　淳
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 57 回日本糖尿病会学術総会
　平成 26 年 5 月　大阪

【目的】リキシセナチドの有効性・安全性について検討。
【方法】2 型糖尿病患者 67 例を対象。6 ヶ月間の継続
観察を行う予定。経過中の有害事象、また中止例では
中止理由について調査。HbA1c、体重、併用した経
口血糖効果薬、インスリン使用量の変化を観察。患者
背景と、変更後 HbA1c 低下度・体重減少度の関係を
検討。【結果】患者背景は年齢 57.8 ±11.5 歳、男性 27 名、
罹病期間14.2±9.1年、BMI27.6±4.7、HbA1c8.4±1.5％、
尿中 CPR79.3 ±76.4 μg/day、新規導入 2 例、DPP4 阻
害薬から切り替え 15 例（内 11 例は基礎インスリン併
用）、リラグルチドから切り替え 39 例、強化療法か
ら切り替え 9 例（全例基礎インスリン継続）。有害事
象 4 例、全例腹部不快感、中止例 3 例、中止理由は腹
部不快感 2 例、効果不十分 1 例。1 ヶ月間観察した 18
例では HbA1c と体重は有意差なし。【総括】6 ヶ月間
の解析で、有効性・安全性・効果予測因子を検討。

当院で経験した
気腫性腎盂腎炎 7 例の検討

糖尿病・腎臓内科
加藤　誠、板野祐也、三浦絵美梨
榎本康宏、永田高信、藤谷　淳
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 57 回日本糖尿病会学術総会
　平成 26 年 5 月　大阪

【背景】気腫性腎盂腎炎は糖尿病患者に起こる重篤な
感染症で、致死率が高い。治療は内科的治療、ドレナ
ージおよび腎摘出術などの外科的治療があるが、その
選択基準は明確ではない。最近 5 年間に当院で経験し
た気腫性腎盂腎炎 7 例の臨床像と治療法および予後に
ついて検討した。【症例】平均年齢は 69 歳、女性が 6
例と多かった。HbA1c は 6 例で 10% 以上とコントロ
ール不良例が多かった（5.0％～ 19.1％）。Huang らの
治療チャートを参考に CT 所見と予後因子数で治療法
を選択した。保存的治療 3 例（生存 2 例、死亡 1 例）、
外科的治療 4 例（生存 3 例、死亡 1 例）で、死亡例は
短時間で心停止となり手術ができなかった保存例と
術後合併症による死亡であった。【結語】気腫性腎盂
腎炎は迅速な対応が必要な予後不良の疾患で、Huang
らの治療チャートは治療法選択の有用な指針と考えら
れた。

当地域の薬剤処方動向から
2 型糖尿病の薬剤治療を考える

糖尿病・腎臓内科
藤 谷 　 淳
西濃地区糖尿病治療研究会
　平成 26 年 5 月　大垣
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透析導入直前期における
CERA の使用はより低い eGFR での
透析導入と関連

糖尿病・腎臓内科
永田高信、板野祐也、三浦絵美梨
榎本康宏、藤谷　淳、柴田大河
大橋徳巳、傍島裕司
第 59 回日本透析医学会学術総会
　平成 26 年 6 月　神戸

【目的】透析導入直前期において、各 ESA 製剤の使
用が透析導入遅延に関連するかを検討した。【対象】
当院で過去 5 年間に HD 計画導入した症例のうち、当
科通院歴が 6 ヶ月以上ある 132 例を対象とした。導入
時の eGFR、Hb、導入前 6 か月間の eGFR 変化量を、
ESA 製剤別に検討した。ESA 製剤は CERA、DA、
rHuEPO が使用されていた。【結果】導入時 eGFR は、
CERA 群（n=26）4.98 ± 1.51ml/min と比較して、DA
群（n=42）6.00 ± 1.46ml/min（P=0.0025）、rHuEPO
群（n=47）5.77 ± 1.28ml/min（P=0.11）、不使用群（n=17）
6.63 ± 1.58ml/min（P=0.0018） だ っ た。 導 入 時 Hb
は、 そ れ ぞ れ 9.96 ± 1.22g/dl、9.60±1.75g/dl、9.04
± 1.23g/dl、9.85 ± 1.32g/dl、また導入前 6 ヶ月間の
eGFR 変化量は、それぞれ -4.11 ± 2.94ml/min、-4.16±
3.21ml/min、-4.35 ± 3.98ml/min、-6.43±4.42ml/min で、
いずれも各群間で有意差は認めなかった。【考察】導
入前 eGFR 変化量には各群間で有意差を認めないこ
とから、CERA の使用は透析導入を遅らせる可能性
がある。

安定した腹膜透析患者において、
２週毎に DA、CERA を投与する
条件下での換算比率と薬剤費につい
ての検討

糖尿病・腎臓内科
板野祐也、三浦絵美梨、榎本康宏
永田高信、藤谷　淳、柴田大河
大橋徳巳、傍島裕司
第 59 回日本透析医学会学術総会
　平成 26 年 6 月　神戸

【目的】PD 患者での良好な Hb を維持する場合の投与
量と薬剤費について比較した。【方法】当院に外来受
診している PD 患者のうち DA、CERA を 6 ヶ月間継
続投与した経験があり、経過中腹膜炎や PD 離脱など

のイベントが無い 8 名の患者について検討した。【結
果】平均年齢は 52.3 歳、男女比は 7：1 であった。Hb
値は DA 投与中では 11.49 ± 0.12 g/dl、CERA では
11.47 ± 0.50 g/dl で差はなかった。それぞれの投与量
は DA65 ± 17.0µg、CERA62.5 ± 24.3µg であった。投
与換算比率は DA:CERA=1：0.96 であった。DA 投与
期間の週当たり平均費用は 3396 円、CERA は 3965
円であった。【考察】2 週毎の DA、CERA 投与の換
算比率は同等であった。この条件下では DA は費用
対効果が優れている可能性が示唆された。しかし 2 週
毎の DA、CERA 投与の比較を行った報告は少ないた
め今後さらに症例数を増やし検討する余地があると考
える。

プランマー病に対して
123I 内用療法が奏功した 1 例

糖尿病・腎臓内科
榎 本 康 宏
第６回西濃内分泌・代謝性疾患懇話会
　平成 26 年 8 月　大垣

複合型下垂体機能低下症を合併した
1 型糖尿病の 1 例

糖尿病・腎臓内科
藤谷　淳、加藤　誠、板野祐也
榎本康宏、三浦絵美梨、永田高信
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 88 回日本糖尿病学会中部地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

　55 歳女性、19 歳で糖尿病を発症し 25 歳でインス
リン導入、53 歳で原発性甲状腺機能低下症に対して
レボチロキシン内服を開始している。デテミル 2 単
位で HbA1c 7.5% 前後のコントロールであった。意
識レベル低下で当院へ搬送され、血糖 28mg/dL、Na 
116mEq/L を認め当科へ入院となった。低血糖時のイ
ンスリン分泌は抑制されており、内分泌学的検索を開
始した。頭部 MRI では empty sella を認め、4 者負荷
試験では ACTH、TSH、GH 系は無～低反応であった
がGHRP-2負荷試験ではGHは正常反応を認めたため、
ACTH・TSH 欠損の複合型下垂体機能低下症（CPHD）
と診断した。GAD 抗体、甲状腺自己抗体、下垂体抗
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体はすべて陰性、グルカゴン負荷試験では C ペプチ
ド値の増加は乏しく、インスリン依存状態（IDD）の
1 型糖尿病と診断した。ヒドロコルチゾン 10mg の投
与で自覚症状は軽快し、血糖は基礎分泌を補充するこ
となくアスパルト 3 回法１日 12 単位で管理できてい
る。IDD にもかかわらず基礎分泌の補充なく経過し
ている希有な症例であり、CPHD との合併症例とし
て文献的考察も含め報告する。

当院における
イプラグリフロジン導入 21 例の検討

糖尿病・腎臓内科
榎本康宏、加藤　誠、板野祐也
三浦絵美梨、永田高信、藤谷　淳
柴田大河、大橋徳巳、鈴木　厚
第 88 回日本糖尿病学会中部地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

【目的】イプラグリフロジン（以下 IP）の有効性・安
全性について検討。【方法】対象は 2 型糖尿病患者 21
例。年齢49.6±10.6歳、罹病期間6.1±5.7年、男性15例、
BMI30.5 ± 5.5、HbA1c7.7 ± 0.8％。17 例は現行の治療
に IP を追加投与、4 例は切り替え投与（既処方 SU 剤、
メトホルミン、持効型インスリン、超即効型インスリ
ン）。その後治療内容は原則変更せず 3 ヶ月間の継続
観察を行う予定。HbA1c、eGFR、尿検査、体重、血
圧、脂質、尿酸値の変化、経過中の有害事象を観察予定。

【結果】1 ヶ月の時点で HbA1c は 0.3％低下（P=0.019）、
体重は 2.2kg 減少（P=0.003）。皮疹による中止例を 1
例認めた。【総括】1 ヶ月の時点で IP は血糖および体
重コントロールに対して有用性が示唆された。今後 3
ヶ月間の解析で、有効性・安全性を検討予定。

術後に血糖コントロールが悪化した
自己免疫性膵炎合併糖尿病の 1 例

糖尿病・腎臓内科
三浦絵美梨、加藤　誠、板野祐也
榎本康宏、永田高信、藤谷　淳
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 88 回日本糖尿病学会中部地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

【症例】64 歳男性【現病歴】背部痛・心窩部痛を契

機に膵腫瘤を指摘され、膵尾部癌及びリンパ節転移
の疑いで手術を施行された。術前より未治療の糖尿
病 (HbA1 ｃ 6.7％ ) があり、術後に血糖高値が続くた
め、膵性糖尿病としてインスリンアスパルトによる治
療を開始した。病理結果から炎症性偽腫瘍と判明し、
IgG4 の上昇を認めたため自己免疫性膵炎と診断され
た。後腹膜線維症を合併していたためステロイド治療
が開始となり、強化インスリン療法へ切り替え現在も
治療を継続しているが、十分な血糖コントロールは得
られていない。
　自己免疫性膵炎は現在国際的にも確立されつつある
新しい疾患である。膵癌との鑑別が重要で、治療法の
選択によりその後の血糖コントロールが大きく影響さ
れる。血糖コントロール悪化や耐糖能異常が出現する
原因として膵癌は一般的に知られているが、自己免疫
性膵炎を鑑別に上げることも重要と考えられる。

急性膵炎に続発した高血糖高浸透圧
症候群後に DPP4 阻害薬単剤でコン
トロールし得た 1 例

糖尿病・腎臓内科
加藤　誠、板野祐也、三浦絵美梨
榎本康宏、永田高信、藤谷　淳
柴田大河、大橋徳巳、傍島裕司
第 88 回日本糖尿病学会中部地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

　症例は 73 歳男性。72 歳時より統合失調症の診断で
近医精神科病院にて入院加療中、意識障害、血清アミ
ラーゼ上昇、腎機能低下を認め当院へ救急搬送され
た。膵酵素、BUN、Cre の上昇と、血糖 1048mg/dl、
pH7.34、尿中ケトン 1+ を認めた。腹部単純 CT で膵
周囲に脂肪織濃度上昇を認め、急性膵炎、高血糖高浸
透圧症候群および高度脱水による腎前性腎不全の診断
で加療開始し、インスリン持続静注で血糖コントロー
ルを行った。第 9 病日までに膵炎は改善し一時強化イ
ンスリン療法を行なったが、グルカゴン負荷試験で負
荷前 CPR1.3ngml、6 分後 CPR1.6ng/ml とインスリン
非依存状態と判断できた。インスリン自己注射が難し
い症例であったためビルダグリプチン単剤投与とした
ところ良好な血糖コントロールが得られ、第 22 病日
に退院となった。急性膵炎に続発した高血糖高浸透圧
症候群後に DPP-4 阻害薬単剤でコントロールし得た 1
例を経験した。
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〔シンポジウム〕

保健行政―かかりつけ医―基幹病院
の連携ネットワークに基づいた岐阜
県西濃地域の糖尿病対策

糖尿病・腎臓内科
傍島裕司、柴田大河、藤谷　淳

和田医院
和田育穂
第 57 回日本糖尿病会学術総会
　平成 26 年 5 月　大阪

　地域の糖尿病対策は、多くの患者が治療中断せず
良質の医療が受けられるネットワーク（地域連携パ
ス）に加え、早期発見と発症・重症化予防が可能な介
入システムの構築が重要である。岐阜県西濃地域では
2001 年に循環型の地域連携診療を開始し、2010 年か
ら特定健診の糖尿病ハイリスク群にブドウ糖負荷試験

（OGTT）を実施し介入に結びつける保健と医療の連
携システムを構築した。2 つの取り組みについて紹介
する。

【地域連携パス】2001 年に始まった循環型連携診療
は 2008 年に連携パスに発展し現在は糖尿病連携手
帳で運用している。登録医療機関は 93。登録患者は
712 人で投薬なし 4%、経口薬 78%、インスリン 13%、
GLP1 作動薬 5%。半年毎の当院の地域パス外来への
受診率は 97%。20％が受診時に栄養指導や透析予防
指導を受けている。最近の当院受診時 HbA1c は平均
6.7%、バリアンス相当（≧ 8.4%）は全体の 4% で当
院で血糖コントロールしてから連携を再開するが、イ
ンクレチン薬の登場で悪化率は低下している。連携が
10 年経過した症例では、血糖悪化のため入院 18% を
含む 85% が治療の変更を行っていた。網膜症・腎症
は約 30% で悪化し光凝固術が 7%、透析導入は 2% で
あった。心血管イベントは 15%、悪性腫瘍は 7% に発
症し、死亡は 4% であった。長期の連携中には血糖の
悪化、合併症の進行、他疾患の罹患などが多くみられ
適切な対応をとれる体制が重要である。2013 年度か
らインターネットを利用した連携パスを導入し、情報
量の増加と事務作業の軽減による効率的な連携を模索
している。【早期介入】国保特定健診の HbA1c で抽
出したハイリスク群に市町保健センターから OGTT
勧奨文を送付し、医療機関で実施した結果をもとに保
健と医療の両面からの介入を試みている。岐阜県糖尿
病対策推進協議会の勧告により 2010 年度は HbA1c5.9
～ 6.8%（受診者の 24%）に勧奨文を送付した（2011
年度からは 6.0 ～ 6.4% に変更）。85 医療機関から 901
名の結果報告があったが 61% は腹囲が正常であった。

正常型 34％、境界型 49%、糖尿病型 17% で、境界～
糖尿病型の 68% は正常 FPG であった。医療介入に加
え、特定保健指導を含む個別指導や各市町で行ってい
る健康教室（糖尿病予防教室・肥満教室など）を利用
して介入した。1 年後特定健診を再受診した 664 例で
は糖尿病型には 87％、境界型には 55％、正常型には
25％の介入であったが、HbA1c（6.11 ⇒ 6.04）、BMI

（23.3 ⇒ 23.0）は有意に改善していた。HbA1c はすべ
ての病型で改善し糖尿病型（-0.16%）で顕著で、BMI
の低下は 25 以上で -0.48 と顕著で、介入の有効性が認
められた。OGTT 受検率の向上や介入方法の改善に
よってさらなる効果が得られるように啓発・研修を行
いたい。

〔シンポジウム〕

当院における
糖尿病透析予防プログラムの現状

糖尿病・腎臓内科
傍 島 裕 司
第 18 回日本病態栄養学会年次学術集会
　平成 27 年 1 月　京都

　当院の糖尿病透析予防チームの活動状況と透析予防
プログラムの現状について報告する。チーム構成は医
師 3 名、管理栄養士 2 名、看護師 2 名、薬剤師１名で
ある。対象患者は医師が抽出し、糖尿病透析予防教室
で医師と薬剤師から糖尿病腎症の病態と治療につい
て説明した後指導を開始する。コントロール目標と
して、体重（標準体重）、HbA1c（＜ 7％）、血圧（＜
130/80mmHg）、LDL-C（＜ 100mg/dl）、塩分摂取量

（＜ 6g/day）、蛋白摂取量（3 期以上で 0.8g/kg 体重）
を設定し指導並びに治療を行い、尿蛋白（またはアル
ブミン）、eGFR の経過を追跡している。塩分および
蛋白摂取量は蓄尿検査で評価した後は随時尿を用いて
推測値を算出し、栄養士による聞き取り調査もあわせ
て指導に供している。平成 24 年 5 月から透析予防指
導を開始した。指導開始後半年以上経過し、2 回以上
指導を行った患者 127 例（平成 26 年 3 月時点）の腎
症の経過を追跡した。腎症の内訳は 2 期 75 例、3 期
44 例、4 期 8 例。当院定期通院者（通院群 68 例）の
指導間隔は 1 ～ 3 か月（平均 1.8 カ月）で指導開始か
らの観察期間は 476 ± 184 日であり、地域連携クリニ
カルパスにより半年毎の当院受診時に指導を行ったパ
ス患者（パス群 59 例、観察期間 342 ± 158 日）と比較
検討した。腎症 2 期における目標達成率は、塩分摂取
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量は通院群 39％、パス群 30％と有意差はなかったが、
血圧は通院群 55％、パス群 27％と有意に通院群での
達成率が高く（P=0.015）、最終観察時の尿アルブミン
が半減した患者は通院群 29％、パス群 14％と通院群
で高い傾向があった（P=0.059)。腎症 3-4 期における
目標達成率は、塩分摂取量は通院群 49％、パス群 20
％（P=0.056）、蛋白摂取量は通院群 43％、パス群 20
％（P=0.1）、血圧は通院群 65％、パス群 40％（P=0.1）
と通院群で高い傾向があったが、最終観察時の尿蛋白
が半減した患者は通院群 24％、パス群 20％で有意差
はなかった。eGFR の変化については通院群とパス群
で大きな違いは認められなかった。いずれにしてもコ
ントロール目標の達成は容易ではない事がうかがわれ
た。塩分・蛋白の摂取量を蓄尿および随時尿から推測
したデータを利用して患者指導を行うにおいては、特
に随時尿では推測値と食事内容の聞き取り内容と必ず
しも一致しない場合の判断が難しいこともあるが、注
意深く聞きとることによって食事の問題点が明らかに
なるケースもある。通院群に比較しパス群の目標達成
率が低い傾向にあったが、指導回数やかかりつけ医と
の情報共有の不十分さ反映されている可能性があり今
後の課題の一つと考えている。

〔セミナー〕

糖尿病療養指導の広がりと深さと
ネットワーク

糖尿病・腎臓内科
柴 田 大 河
第 2 回日本糖尿病協会療養指導学術集会
　平成 26 年 7 月　京都

〔セミナー〕

困った症例

糖尿病・腎臓内科
藤 谷  淳
第 31 回糖尿病 Up・Date 賢島セミナー
　平成 26 年 8 月　志摩

propensity score を用いた、
当院での 75 歳以上の後期高齢者に
対する胆管結石の治療戦略

消化器内科
金森　明、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
多田俊史、北畠秀介、長谷川綾平
伊藤隆徳、安藤祐資、田中達也

放射線科
曽根康博
第 100 回日本消化器病学会総会
　平成 26 年 4 月　東京

【目的】社会の高齢化に伴い、高齢者においても胆管
結石に対し内視鏡的処置を行い、診断治療する機会
が増えてきた。今回我々は 75 歳以上の後期高齢者お
よび超高齢者の胆管結石に対する内視鏡的治療の施
設での治療の妥当性を検討した。【対象、方法】当院
で内視鏡治療を施行した胆管結石 1389 例中、初回治
療でかつ 6 カ月以上経過観察が可能であった 1210 例

（EST:879 例、EPBD:249 例）を対象とし、75 歳以上
の O 群 ; 436 例と 75 歳未満の Y 群 ; 734 例に分け検討
した。検討項目は、各治療群における患者背景の比較、
長期治療成績とし、長期成績では propensity score を
用いた【成績】1）平均年齢は O 群 81.5 歳、Y 群 59.4
歳。O 群の治療法は EST；403 例（92.4%）；EPBD；
33 例（7.6%） で あ り Y 群 は EST；553 例（75.3%）
EPBD；221 例（24.7%）であった。結石に関しては
単発で径 10mm 未満の比率は O 群 28.4%；Y 群 48.1%
であった。2）長期治療成績；平均観察期間は 1641 日
で膵胆道系障害の発生が 177 例（14.6％）みられた。
Kaplan-Meier 法を用いて検討した膵胆道障害の累積
発生率は O 群 2 年 15.5％ : 3 年 22.6％、Y 群 2 年 7.7
％：3 年 9.6％であり Y 群が有意に低かった （log rank 
test; p<0.0001）。一方、胆管結石の治療時に胆嚢を有
していた 921 例を対象として propensity score を用
い、年齢、性、結石径、憩室の有無、胆嚢の状態をマ
ッチさせたところ、O 群、Y 群、各 205 例が選択され、
治療別の膵・胆道障害の累積発生率は両群間で有意差
はみられなかった。胆嚢の状態を截石後胆摘例（A）
166 例、無石胆嚢例（B）100 例、胆嚢結石放置例（C）
144 例の 3 群間に分類し行った解析では、累積発症率
が AvsC（p ＜ 0.0001）および BvsC（p ＝ 0.0374）で
有意差を認めた。胆嚢結石保有例での外科的治療の介
入により累積発生率が改善した。【結論】外科治療に
際しては全身状態を考慮し行う必要があるが、年齢は
再発の有意な因子ではなかった。内視鏡的治療後の胆
嚢の治療方針により長期予後に有意差がみられた。
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肝線維化診断における
Shear Wave Elastography の
弾性値に影響を与える因子はなにか

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
金森　明、北畠秀介、長谷川綾平
伊藤隆徳、颯田祐介、横山晋也
田中達也
第 87 回日本超音波医学会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】Shear Wave Elastography（SWE）の有用性
と測定値に影響を与える因子について検討を行った。

【方法】対象は当院で肝生検もしくは肝切除が施行さ
れ、線維化ステージ（F0-F4）が判明し、かつ SWE
を用いて組織弾性を評価した慢性肝疾患の患者 262 例
を対象とした。【結果】1）組織弾性値は F01/F2/F3/
F4の順に6.6±2.6/9.4±4.6/12.3±5.9/14.3±6.2kPaで
あった （P<0.001）。続いて、F0-2 と F34 の鑑別に関
して ROC 解析を行った結果、SWE の AUC は 0.802 

（95%CI: 0.724-0.862）であった。 2）ALT が基準値
以内 / 超において、弾性値は F0-2 で 6.5 ± 2.5/9.8±
4.4kPa、F3-4 で 10.3 ± 5.1/16.0±5.0kPa とそれぞれ有
意差が認められた （P<0.001）。3）多重ロジステック
解析では、弾性値が高値 （10kPa 以上）に関与する因
子として、ALT、総ビリルビン、血小板、BMI がそ
れぞれ選択された。【結論】SWE による組織弾性値は
肝の線維化がすすむにつれ有意に上昇した。しかし弾
性値は ALT などの値に影響を受け、その値の解釈に
は血液データなども十分に考慮した上で判断すること
が重要であると考えられた。

C 型慢性肝疾患における Shear Wave 
Elastography と FIB4-index の関係と
抗ウイルス療法介入後における弾性
値の検討

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】近年、肝線維化診断における Elastography 診
断の進歩は著しい。超音波診断装置Aixplorer（SuperSonic 
Imagine 社製）は Shear Wave Elastography（SWE）

が搭載され定量的に組織弾性をリアルタイムに測定・
表示可能であり、その弾性値と肝線維化ステージと
の関連について有効性が報告されている。今回、C 型
慢性肝疾患における SWE と FIB4-index の関係と抗
ウイルス療法介入が弾性値に影響を与えるかどうか
について検討を行った。【方法】対象は線維化ステー
ジ（F0-F4）が判明し、かつ SWE を用いて組織弾性
を評価した C 型慢性肝疾患の患者 275 例である。【成
績】1）年齢は 64 （23-87）歳、性別（男性 / 女性）
は 135/140 例 で、BMI は 22.2 （14.1-29.5）kg/m2 で
あった。線維化ステージは F0/F1/F2/F3/F4 の順に
8/164/55/27/21 例であった。抗ウイルス療法（イン
ターフェロン±リバビリン）介入（あり / なし）は
179/96 例で、治療効果判定（著効 : SVR/ 再燃 / 無効）
は 116/38/25 例 で あ っ た。ALT は 19 （5-212）IU/
L、総ビリルビンは 0.7 （0.3-3.9）mg/dl、FIB4 index
は 1.8 （0.4-29.4）、血小板は 20.5 （3.9-60.8）万 /µl で、
AFP は 2.9 （0.9-258.2）ng/ml であった。2）SWE の
弾 性 値 と FIB4-index は 相 関 係 数 r=0.622 （95%CI: 
0.540-0.693、P<0.001）で相関が認められた。3）線維
化ステージ F0-2 の症例（n=227）の検討では SWE
の弾性値と FIB4-index は相関係数 r=0.639 （95%CI: 
0.550-0.713、P<0.001）で相関が認められた。続いて
SVR/ 非 SVR もしくは抗ウイルス療法なし例の検討
では弾性値が 5.7 ± 1.7/8.5 ± 4.3kPa で有意差が認めら
れた（P<0.001）。抗ウイルス療法施行例（n=162）の
みの検討においても SVR/ 非 SVR 例の弾性値は 5.7
± 1.7/8.8 ± 5.1kPa で有意差が認められた（P<0.001）。
4）線維化ステージ F0-2 の症例において弾性値が低値

（<6kPa）に関連する因子として、年齢、性別、BMI、
SVR 有無、ALT、血小板、AFP、Alb、γGTP およ
び HbA1c を投入因子として多重ロジステック解析
にて検討したところ、AFP （オッズ比 0.693、95%CI: 
0.541-0.887、P=0.004）、SVR （オッズ比 0.220、95%CI: 
0.092-0.522、P<0.001）、性別 （オッズ比 0.279、95%CI: 
0.130-0.601、P=0.001）がそれぞれ選択された。【考察
および結論】　C 型慢性肝疾患において SWE の弾性
値と FIB4-index との相関は比較的良好であった。ま
た肝線維化が軽度の症例においては、抗ウイルス療法
の効果（SVR）が弾性値を低値とする因子として重要
であることが判明し、SVR により肝線維化が抑制さ
れることが SWE の検討でも明らかとなった。
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生年別からみた
C 型慢性肝炎遺伝子型の分布の変化

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史

香川県立中央病院肝臓内科
高口浩一

新松戸中央総合病院消化器・肝臓内科
加藤慶三、島田紀朋
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】C 型肝炎ウイルスの遺伝子型（genotype）は
抗ウイルス療法の効果等に密接に関連している。現
在までわが国においては genotype 1B が dominant な
遺伝子型であり、これは主に輸血や医療行為を通し
た nosocomial infection が主な感染経路と考えられて
きた。しかしながら、これらの経路による感染が認
識され予防されるようになって以降の HCV genotype
の分布の変化の有無については十分な検討がなされて
いない。われわれは 1990 年代以降を含めたわが国に
おける HCV genotype の分布の変動につき多施設で
検討した。【方法】大垣市民病院（大垣）・香川県立中
央病院（高松）・新松戸病院（松戸）における C 型慢
性肝炎症例 5515 例につき、誕生年別の患者数および
HCV genotype の分布について解析した。【成績】症
例の構成は大垣：男性 1790 例／女性 1479 例・年齢
67.1 ± 13.3 歳、高松：男性 729 例／女性 692 例・年齢
62.0 ± 12.7 歳、松戸：男性 419 例／女性 406 例・年齢
66.6±13.3歳であった。全症例のgenotype分布は大垣：
genotype 1b・64.3%、2a・27.0%、2b・7.7%、 高 松：
1b・62.3%2a・26.5%、2b・10.3%、松戸：1b・70.8%、
2a・17.6%、2b・10.3% であった。HCV 感染者数は大
垣で 1930 年代生まれ、高松・松戸では 1940 年代生ま
れから減少傾向となった。Genotype の検討では、い
ずれの施設でも観察期間中一貫して genotype 1b 症例
の割合の減少傾向が持続し（p ＜ 0.0001）、1970 代以
降生まれの症例ではいずれの施設でも genotype 1b 症
例の割合は 50％以下となった。Genotype 2a 症例の割
合は観察期間中ほぼ一定していた。一方、genotype 
2b 症例の割合は一貫して増加し（大垣・高松：p ＜
0.0001、松戸：p ＝ 0.0004）、いずれの施設でも 1970
年代以降生まれの症例では 25-30％が genotype 2b の
症例であった。【考案】今回の検討で、従来我が国に
おける dominant な genotype であった HCV genotype 
1b の症例の割合が減少し、genotype 2b 症例の割合が
増加していることが明らかとなった。Genotype の分
布の変化には感染経路の変化が関連している可能性が
あり、今後感染経路と genotype の関係を含めたより

症例な検討が必要であると考えられた。

A liver fibrosis marker, FIB-4 
index, as a biomarker for long-term 
outcomes of HCC patients after 
curative resection.

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
伊藤隆徳
４th International Kyoto Liver Symposium
　平成 26 年 6 月　京都

Objectives: Liver fibrosis is a risk factor for HCC. 
FIB- 4 index is a laboratory marker that reportedly 
correlated with the degree of liver fibrosis. We 
investigated the effect of FIB- 4 index on the 
recurrence and survival in HCC patients who 
underwent curative hepatectomy. Methods: A 
total of 431 consecutive patients who underwent 
hepatectomy for primary HCC were analyzed. FIB-
4 index was calculated at the time of HCC diagnosis. 
Postoperative recurrence and survival rates were 
compared according to tumor characteristics, tumor 
markers, and FIB- 4 index. Results: Pretreatment 
FIB- 4 index was associated with recurrence and 
survival rates, independent of HCC progression 
or tumor marker levels in multivariate analysis. 
Recurrence rates were higher in and survival rates 
were lower after hepatectomy patients with FIB- 4 
index > 3 . 25 versus ≤3 . 25 （P= 0 . 0049 and 0 . 0030）.
Conclusions: FIB- 4 index is a predictor for the 
outcomes in patients with HCC treated with curative 
hepatic resection.

複数回以上の TACE が施行された
肝細胞癌症例における Sorafenib の
インパクト

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 10 回肝がん分子標的治療研究会
　平成 26 年 6 月　淡路

【目的】分子標的治療薬の出現により肝細胞癌（HCC）
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治療における選択肢は広がったが、分子標的治療薬は
繰り返される HCC 治療の最終段階として選択される
ことが多い。今回われわれは複数回の TACE が必要
であった HCC 例および Sorafenib が使用された HCC
例についての検討を行った。【方法】当院にて 1990
年以降に当院で経験した HCC 1877 例中、1）Child-
Pugh 分類 A/B、2） 複数回 TACE 例は 2 回以上の
TACE、3） Sorafenib 介入例は 1 回以上の TACE の
3 項目を満たした 515 例である。これらのうち複数
回 TACE 例 471 例と治療の過程で Sorafenib が使用

（1 回以上の TACE 介入あり）された 44 例で、年齢、
性、Stage および初回治療を Propensity score 法でマ
ッ チ さ せ た 88 例（Sorafenib 群 44 例、 非 Sorafenib
群 44 例）を対象とし , 生存に関与する因子について
検討した。【成績】1） Sorafenib 群と非 Sorafenib の
背景因子は、年齢中央値は 69 歳および 70 歳、性別

（ 男 / 女 ） は 35/9 例 お よ び 35/9 例、Child-Pugh 分
類（A/B）は 40/4 例および 37/7 例、Stage（Ⅰ / Ⅱ
/ Ⅲ / Ⅳ）は 4/18/18/4 例および 3/21/15/5 例で有意
差は認められなかった。また成因（B/C/NBNC）は
11/26/7 例および 10/27/7 例、初回治療は（肝切除 /
経皮的 /TACE）は 23/10/11 例および 22/8/1 例であ
った。TACE の回数中央値は両群とも 3 回であった。
2）全体の 3 年 /5 年生存率は 62.5％ /42.8％であった。
3） Sorafenib 開始の理由は TACE 不応 / 不能 / その
他が 25/18/1 例であった。4）多変量解析（Cox 比例
ハザードモデル、変数増加法）では生存に関与する
因子として Sarafenib 使用群がハザード比 0.534、95%
信頼区間 0.304-0.941 、P=0.030 で生存に関与する因
子として選択された（その他、年齢、Child-Pugh 分
類、Stage も選択された）。【結論】複数回の TACE
が必要であった HCC 例と Sorafenib 使用例の検討で
は、Sorafenib 使用が生存に関与する因子として選択
された。再発と治療を繰り返す HCC の治療過程にお
いては TACE が繰り返される場合が多いが、肝機能
の推移や TACE 不応の評価もしつつ、適切な時期に
Sorafenib 介入のタイミングを検討していくことが重
要であると考えられた。 

インスリン抵抗性が肝細胞癌の
予後にあたえる影響

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 1 回肝と糖尿病・代謝研究会
　平成 26 年 7 月　東京

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
金森　明、北畠秀介、伊藤隆徳
颯田祐介、横山晋也、田中達也
杉山由晃
第 22 回日本消化器関連学会週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】インスリン抵抗性は C 型慢性肝疾患の肝線維
化や発癌との関連が報告されている。今回、当院で
経験した肝細胞癌（HCC）例の予後と HOMA-IR と
の関連を中心に検討を行った。【対象】対象は当院
で 2001 年から 2013 年に診断された HCC 996 例中、
HCC 初発診断時の（1）Child-Pugh 分類が A または
B、（2）肝細胞癌の Stage がⅠもしくはⅡ、（3）初回
治療で肝切除術もしくは局所治療が施行、（4）空腹時
血糖値およびインスリンが測定、（5）空腹時血糖値
＜ 140mg/dl、をすべて満たした 110 例である。性別

（男性 / 女性）は 71/39 例、年齢は 69.2±9.4 歳、成
因（B/C/ 非 B 非 C）は 10/92/8 例、Child-Pugh 分類

（A/B）は 94/16 例で、飲酒歴（なし / 常習飲酒家 /
大酒家）は 83/24/3 例であった。また AFP は 9.9（0.8-
2316.0）ng/ml、Stage（I/II）は 57/53 例で、初回治
療（肝切 / 局所）は 60/50 例であった。観察期間は
3.1（0.1-11.3）年であった。【結果】（1）空腹時血糖値
は 107 ± 14mg/dl、インスリン値は 12.3±9.1µU/ml で、
HOMA-IR は 3.3 ± 2.6 であった。また FIB4-index は
5.7 ± 5.1 であった。（2）累積生存率（1 年 /3 年 /5 年）
は 93.3/82.3/59.3% で、累積再発率（1 年 /3 年 /5 年）
は 18.1/59.7/73.1% であった。（3）各項目別による
累積生存率（3 年 /5 年）は、性別（男性 / 女性）が
84.1/57.7% と 78.6/62.5%（P=0.936）、Child-Pugh 分
類（A/B） が 83.0/63.2 と 78.1/34.7%（P=0.204）、 飲
酒（なし / 常習・大酒）が 81.1/57.8% と 86.3/65.9%

（P=0.596）、FIB4-index（3 未満 /3 以上）が 95.8/79.9%
と 79.1/55.2%（P=0.081）、HOMA-IR（2.5 未満 / 以上）
が 93.5/75.0% と 70.0/40.5%（P=0.002）、AFP（400ng/
ml 未満 / 以上）が 82.9/65.5% と 72.9/0.0%（P=0.018）、
Stage（I/II）が 86.2/69.2% と 77.9/50.6%（P=0.127）,
初回治療（肝切 / 局所）が 86.0/71.2% と 77.7/49.7%

（P=0.1342）であった。（4）Cox 比例ハザードモデル
[ 投入因子は（3）の項目 ] では、AFP 400ng/ml 以上
が ハ ザ ー ド 比 2.78（95%CI：1.03-7.51、P=0.043） お
よび HOMA-IR 2.5 以上がハザード比 3.51（95%CI：
1.52-8.09、P=0.003）にてそれぞれ生存に関与する因
子として選択された。（5）同じく Cox 比例ハザー
ドモデルでは AFP 400ng/ml 以上がハザード比 2.65

（95%CI：1.24-5.63、P=0.043）で再発に関与する因子
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として選択された。【結論】インスリン抵抗性の指標
である HOMA-IR は HCC 患者の予後を予測する上で、
重要なマーカーとなる可能性が示唆された。

C 型慢性肝障害（肝硬変を除く）例
における Shear Wave Elastography
測定の有用性：肝線維化スコアとの
比較

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
金森　明、北畠秀介、長谷川綾平
伊藤隆徳、颯田祐介、横山晋也
田中達也、
第 2 回びまん性肝疾患の画像研究会
　平成 26 年 8 月　東京

【目的】肝硬変（F4）を除く C 型慢性肝障害（CHC）
に対する Shear Wave Elastography（SWE）の有用
性の検討と肝線維化スコアとの比較を行う。【方法】
対象は当院で肝生検が施行され、線維化ステージ (F0-
F3) が判明し、かつ同時期に SWE を用いて肝硬度を
評価した CHC の患者 55 例を対象とした。年齢は 59.8
± 12.0 歳、性別（男性 / 女性）は 23 例 /32 例、線維
化ステージ（F0/F1/F2/F3）は 3 例 /34 例 /14 例 /4
例であった。検討項目は SWE および肝線維化スコ
ア（FIB-4 index、APRI および Forns index）の F0-1
に対する検討を行った。【結果】（1）F0-1/F23 の順
に、SWE が 6.7 ± 1.6/14.3 ± 5.6kPa（P<0.001）、FIB-
4 index が 1.93 ± 1.33/4.50±2.10（P<0.001）、APRI
が 0.65 ± 0.57/1.95 ± 1.15（P<0.001）、Forns index が
7.79 ± 0.80/8.71 ± 0.56（P<0.001）とそれぞれ有意差
が認められた。（2）ROC 解析による診断能（AUC）
は、SWE が 0.94（95％ CI：0.84‐0.98）、FIB-4 index
が 0.86（95 ％ CI：0.73‐0.93）、APRI が 0.88（95 ％
CI：0.76‐0.94）、Forns index が 0.82（95 ％ CI：0.68
‐0.90）であり、SWE の AUC は 0.9 以上と高値であ
り、さらに SWE と Forns index において有意差が認
められた（P=0.028）。（3）F0-1 診断に対する多重ロ
ジスティック回帰分析による多変量解析（投入因子：
SWE、FIB-4 index、APRI および Forns index）では
SWE が（弾性値が 1 上昇するごとに）オッズ比 2.52（95
％ CI：1.49‐4.28、P<0.001）で独立した因子として
選択された。【結論】SWE は肝硬変例を除いた CHC
の線維化ステージの鑑別に有用である。

残存肝機能に肝線維化を加えた
肝細胞癌症例における背景肝の
より精確な評価

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
伊藤隆徳、横山晋也
第 22 回日本消化器関連学会週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】肝細胞癌（HCC）症例において、背景肝の
状態は予後に大きく影響する。現在まで背景肝の評
価は一般に Child 分類が用いられ、血清マーカーで
は ALB と T-Bil が予測因子とされてきた。われわれ
は肝線維化の代替マーカーである FIB4 index を組み
合わせることにより、血液データによるより精確な
HCC の予後の分別を試みた。【方法】1994 年 -2013 年
に経験した初発 HCC1433 例を対象とした。肝線維化
因子として診断時の FIB4 index を算出し、生存率へ
の影響を ALB・Bil 値による肝予備能因子と比較した。
ALB・Bil 値からの肝予備能の評価は以前の報告によ
り、T-Bil ＜ 1.0・ALB ＞ 3.5 は 0 point、T-Bil1.0-2.0・
ALB2.8-3.5 は 1 point、T-Bil ＞ 2.0・ALB ＜ 2.8 は 2 
point として加算し、0-1 point は A、2-3 point は B、
4 point は C とした。FIB4 index は≦ 2.0 を A、2.0 ＜・
≦ 4.0 を B、4.0 ＜を C とした。【成績】年齢・性・腫
瘍側因子（腫瘍径・腫瘍個数・門脈腫瘍栓の有無）を
含めて多変量解析を行うと、ALB・Bil 因子でリスク
比は A に比べて B で 1.61・C で 2.36（いずれも p ＜
0.0001）、FIB4 index は A に 比 べ て B で 1.30（p ＝
0.0012）・C で 1.51（p ＜ 0.0001）でいずれも独立して
生存率に関連していた。次に各因子の A を 0 point・
B を 1 point・C を 2 point とスコア化して背景肝の予
後予測因子（FAB score）とし多変量解析を行うと、
リスク比は FAB0 に比べて 1 で 1.19（p ＝ 0.0422）・
2 で 1.51・3 で 2.33・4 で 3.20（いずれも p ＜ 0.0001）
であり、腫瘍側因子と独立して生存率の分別が可能で
あ っ た。MST は FAB0 で 10.4 年・1 で 5.7 年・2 で
4.4 年・3 で 1.7 年・4 で 0.7 年であった（p ＜ 0.0001）。【結
論】肝予備能のマーカーである ALB・Bil 値に肝線維
化のマーカー FIB4 index を組み合わせることで、肝
細胞癌患者の背景肝側からみたより精細な予後予測が
可能であった。初発肝癌診断時に残存肝機能のよい症
例が増加しており、今後肝細胞癌の背景肝側の予後予
測因子に肝線維化マーカーを組み入れることは有用と
考えられた。
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B 型肝炎における FIB-4 index と
肝発癌―線維化軽度例での
早期核酸アナログ投与の必要性―

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
金森　明、北畠秀介、長谷川綾平
伊藤隆徳、颯田祐介、横山晋也
田中達也、杉山由晃
第 22 回日本消化器関連学会週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】FIB-4 index は C 型肝炎における肝線維化の
簡便な指標として通用である。今回われわれは B 型
肝炎における肝発癌の指標としての FIB-4 index の有
用性と FIB-4 index を指標とした核酸アナログ（NA）
投与のタイミングについて検討した。【方法】対象
は 1991 年から 2010 年までに経験した HBV キャリ
ア 2220 例中 3 年以上経過観察し、発癌例では 1 年以
降に発癌例した 919 例である。NA 治療介入例 (1 年
以上 ) は 187 例、非介入例は 732 例である。まず、非
介入例で FIB-4 index と発癌率を検討し、次に介入例
と非介入例で FIB-4 index を合わせて発癌率を比較し
た。【成績】非介入例 732 例で FIB-4 index を≦ 1.0 の
群 (n=306) と＞ 1.0 かつ≦ 2.0 の群 (n=346) と＞ 2.0 か
つ≦ 3.0 の群 (n=129) と＞ 3.0 の群 (n=138) の 4 群に分
けて検討した。ハザード比は≦ 1.0 の群に対して、＞
1.0 かつ≦ 2.0 の群、＞ 2.0 かつ≦ 3.0 の群、＞ 3.0 群
でそれぞれ 4.748（95％信頼区間 1.823-12.364）、13.3

（5.103-34.855）、20.785（8.094-53.373） と FIB-4 index
が高値になるにつれて有意に発癌率は増加した。次に
介入群と非介入群を合わせて FIB-4 index が≦ 2 の群

（n=652）と＞ 2.0 の群に分けて検討すると介入例の
非介入例に対するハザード比はそれぞれ 0.236（0.099-
0.564）、1.225（0.686-2.187）で FIB-4 index が≦ 2 の群
でのみ発癌抑制効果を認めた。【結論】今回の検討か
ら FIB-4 index は B 型肝炎でも肝線維化、ひいては発
癌の予測マーカーとして有用であることが判明した。
そして、核酸アナログでの発癌抑制効果は線維化軽度
例（FIB-4 index ≦ 2）で認められたことからガイド
ライン治療介入適応症例では早期治療介入が望まれ
る。

超音波検査の間接所見に着目した
小膵癌の早期発見の診断体系

消化器内科
金森　明、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
多田俊史、北畠秀介、長谷川綾平
伊藤隆徳、颯田祐介、横山晋也
田中達也

放射線科
曽根康博
第 22 回日本消化器関連週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】膵臓癌において予後改善のためには早期発見
は最も重要な因子の一つと考えられる。当院では 2 次
検査施設として超音波検査を中心としたこれらの画像
診断における 20mm 以下の小膵癌診断（T1）におけ
る検討を行った。【対象、方法】1996 年 1 月以降、当
院にて診断された膵臓癌 584 例（男：女 374:210）を
対象とした。診断法は CT、US、EUS、ERCP を用
い、対象症例の診断時の超音波検査の腫瘍および間
接所見の指摘の頻度を検討した。診断時より 60 日以
上前に US 検査施行が行われた症例では膵管拡張の
有無と膵嚢胞の有無を遡及的に検討した。また膵癌
に対する治療別成績を検討した。【成績】膵癌 584 例

（TS1:TS2:TS3:TS4:TSx; 84:304:115:26:55）のうち診断
機器が US であったものは 353 例（60.4％）であった。
このうち主膵菅拡張の所見は 245 例（69.4％）、中央
値は 6.0mm(3-15mm) であった。嚢胞所見は 32 例（9.1
％）にみられ中央値は 20mm(7-78mm) であった。T1
症例は 20 例であった。平均径は 13.0mm（8-19mm)。
その診断契機で最も多いものは他疾患診療中に US の
異常所見を認めたもので 9 例（45％）であった。腫瘍
の検出感度は（US:CT:EUS、65：70：94％）であり、
EUS が優れていたが、US で 84％に間接所見の拾い
上げが可能であった。主膵菅拡張は 18 例（90.0%）、
嚢胞もしくは嚢胞性病変の合併は 6 例（30.0％）にみ
られ、いずれの所見もみられないものは 1 例であった。
間接所見の拾い上げは（US:CT:EUS　87:75:94%）と
US で良好な成績がみられた。遡及的検討により 20
例中 9 例は US が腫瘍発見の半年以上前より施行され
ており。検査回数は中央値で 6 回（2-13 回）であった。
9 例中 6 例（67％）は主膵管拡張や嚢胞の所見を呈し
ていた。T1 群の全例に外科的切除が施行された。治
療法別の成績は生存期間中央値 (MST) で BSC 群 2.1
ヶ月、化学療法群 6.9 ヶ月、T1 を除いた手術群で 13
ヶ月であった。T1 群は 2 年生存率 78.0%、3 年生存率
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55.0％であり 5 年以上生存した症例の原病死は認めな
かった。【結論】EUS の導入に伴い T-stage の評価が
改善した。症状を有さないことの多い Stage １　膵臓
癌の診断においては高い診断能を有する機器での検査
施行を行う契機として特に US での間接所見および有
所見例での定期観察が重要と考えられた。

HBeAg 陰性 HBV キャリアの長期予後

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓
平成 26 年度厚生労働省研究費補助金

（肝炎等克服実用化研究事業）合同班会議
　平成 26 年 11 月　東京

BCLC 0 および A 肝細胞癌根治例に
おける治療前血清 M2BPGi 値の予後
に対する影響

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
第２回肝線維化マーカー研究会
　平成 26 年 11 月　東京

LOGIQ E9 における
Shear Wave Elastography 測定の
経験：Aixplorer および肝線維化スコ
アとの比較

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、桐山勢生
谷川　誠、久永康宏、豊田秀徳
金森　明、北畠秀介、山　剛基
長谷川綾平、颯田祐介、横山晋也
杉山由晃
第 3 回びまん性肝疾患の画像研究会
　平成 27 年 1 月　東京

【背景と目的】Aixplorer による肝弾性値の測定は肝
線維化診断において、非侵襲的かつ有用な検査方法

である（Tada, et al. Hepatology Research. in press）。
今回、LOGIQ E9 における Shear Wave Elastography

（SWE）の測定と Aixplorer および肝線維化スコア
との比較を行った。【方法】対象は当院で LOGIQ E9
および Aixplorer で肝硬度を測定した患者 74 例を対
象とした。年齢は 69.6 ± 9.5 歳、性別（男性 / 女性）
は 36 例 /38 例であった。検討項目は LOGIQ E9 と
Aixplorer の弾性値の比較、および肝線維化スコア

（FIB-4 index、APRI および Forns index）との比較
を行った。また肝線維化判明例（n=19）での診断能
の検討を行った。【結果】(1) 弾性値の平均 (±SD) は
LOGIQ E9 が 9.0 ± 3.4kPa、Aixplorer が 11.0±4.9kPa
であった。両者の相関は y=2.38 ＋ 0.60x（y：LOGIQ 
E9、x：Aixplorer）で決定係数（R2）は 0.76　（p ＜
0.001）と強い相関が認められた。（2）LOGIQ E9 と
肝線維化スコアとの検討では FIB4-index との相関
は R2=0.23、p ＜ 0.001、APRI と の 相 関 は R2=0.15、
p ＜ 0.001、Forns index と の 相 関 は R2=0.23、p ＜
0.001 であった。(3) 肝線維化判明例（n=19、F0-F1：
10 例 /F2-F3：9 例）での診断能の検討では AUC は
LOGQ E9：0.70、Aixplprer：0.59、FIB-4 index：
0.67、APRI：0.64、Forns index：0.55 であった。【結論】
症例数が少なく十分な検討ではないが、LOGIQ E9 に
おいても Aixplorer と同等の肝線維化診断能が得られ
ることが期待される。

ソラフェニブ長期投与症例の検討

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 11 回肝がん分子標的治療研究会
　平成 27 年 1 月　東京

【目的】高度進行肝細胞癌（HCC）の治療においては
ソラフェニブ治療を選択することが多いが、倦怠感や
食欲低下、そして肝障害などの副作用、さらには抗腫
瘍効果が得られにくいためになかなか長期間内服でき
る症例は少ない。今回、当院で経験したソラフェニブ
長期服用例の検討を行った。【方法】対象は 2009 年 5
月から 2014 年 11 月の間に当院にて HCC に対してソ
ラフェニブの投与が行われた 87 例中、ソラフェニブ
の投与期間が 24 ヶ月以上の長期間であった 4 例であ
る。これら 4 症例の①年齢、②性別、③背景肝、④ア
ルコール歴、⑤ Child-Pugh 分類、⑥ AFP（ng/ml）、
⑦ AFP-L3 分画、⑧ PIVKA- Ⅱ（mAU/ml）、⑨内服
開始時 Stage、⑩初回治療、⑪前治療、⑫後治療、⑬
開始量、⑭内服量の調整、⑮副作用、⑯内服 3 ヶ月後
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の Child-Pugh の悪化、⑰中止理由、⑱内服期間、⑲
初発からの生存期間、⑳生死につき提示を行う。

【結果】［症例 1］① 77 歳、②女性、③非 B 非 C、④なし、
⑤ 5 点、⑥ 6.9、⑦陰性、⑧ 13.0、⑨Ⅳ b、⑩ソラフ
ェニブ、⑪なし、⑫なし、⑬ 400mg、⑭あり、⑮手
足症候群、⑯なし、⑰ PD、⑱ 24.8 ヶ月、⑲ 26.0 ヶ月、
⑳死亡。［症例 2］① 74 歳、②男性、③ HBV、④あり、
⑤ 5 点、⑥ 4.5、⑦陰性、⑧ 578.0、⑨Ⅳ a、⑩ RFA、
⑪ TACE、⑫なし、⑬ 800mg、⑭あり、⑮血圧上昇、
下痢、⑯なし、⑰ PD、⑱ 47.4 ヶ月、⑲ 150.0 ヶ月、
⑳生存。［症例 3］① 48 歳、②男性、③非 B 非 C、④
あり、⑤ 5 点、⑥ 15.0、⑦陰性、⑧ 54.0、⑨Ⅳ a、⑩
ソラフェニブ、⑪なし、⑫なし、⑬ 800mg、⑭あり、
⑮抑うつ、⑯あり、⑰ PD、⑱ 39.4 ヶ月、⑲ 42.0 ヶ
月、⑳生存。［症例 4］① 68 歳、②男性、③非 B 非 C、
④あり、⑤ 6 点、⑥ 4.3、⑦陰性、⑧ 176.0、⑨Ⅲ、⑩
ソラフェニブ、⑪なし、⑫なし、⑬ 400mg、⑭あり、
⑮なし、⑯なし、⑰内服中、⑱ 32.2 ヶ月、⑲ 32.2 ヶ
月、⑳生存。【結論】少数例であるが、ソラフェニブ
の長期内服例のまとめを行った。4 例中 3 例で副作用
が認められたが、内服量の調整等も施行され、肝機能
の大きな悪化もなく、PD になるまで継続できたもの
と考えられた。【目的】高度進行肝細胞癌（HCC）の
治療においてはソラフェニブ治療を選択することが多
いが、倦怠感や食欲低下、そして肝障害などの副作
用、さらには抗腫瘍効果が得られにくいためになかな
か長期間内服できる症例は少ない。今回、当院で経験
したソラフェニブ長期服用例の検討を行った。【方法】
対象は 2009 年 5 月から 2014 年 11 月の間に当院にて
HCC に対してソラフェニブの投与が行われた 87 例
中、ソラフェニブの投与期間が 24 ヶ月以上の長期間
であった 4 例である。これら 4 症例の①年齢、②性別、
③背景肝、④アルコール歴、⑤ Child-Pugh 分類、⑥
AFP（ng/ml）、⑦ AFP-L3 分画、⑧ PIVKA- Ⅱ（mAU/
ml）、⑨内服開始時 Stage、⑩初回治療、⑪前治療、
⑫後治療、⑬開始量、⑭内服量の調整、⑮副作用、⑯
内服 3 ヶ月後の Child-Pugh の悪化、⑰中止理由、⑱
内服期間、⑲初発からの生存期間、⑳生死につき提示
を行う。【結果】［症例 1］① 77 歳、②女性、③非 B
非 C、④なし、⑤ 5 点、⑥ 6.9、⑦陰性、⑧ 13.0、⑨
Ⅳ b、⑩ソラフェニブ、⑪なし、⑫なし、⑬ 400mg、
⑭あり、⑮手足症候群、⑯なし、⑰ PD、⑱ 24.8 ヶ
月、⑲ 26.0 ヶ月、⑳死亡。［症例 2］① 74 歳、②男性、
③ HBV、④あり、⑤ 5 点、⑥ 4.5、⑦陰性、⑧ 578.0、
⑨Ⅳ a、⑩ RFA、⑪ TACE、⑫なし、⑬ 800mg、⑭
あり、⑮血圧上昇、下痢、⑯なし、⑰ PD、⑱ 47.4 ヶ
月、⑲ 150.0 ヶ月、⑳生存。［症例 3］① 48 歳、②男
性、③非 B 非 C、④あり、⑤ 5 点、⑥ 15.0、⑦陰性、
⑧ 54.0、⑨Ⅳ a、⑩ソラフェニブ、⑪なし、⑫なし、

⑬ 800mg、⑭あり、⑮抑うつ、⑯あり、⑰ PD、⑱
39.4 ヶ月、⑲ 42.0 ヶ月、⑳生存。［症例 4］① 68 歳、
②男性、③非 B 非 C、④あり、⑤ 6 点、⑥ 4.3、⑦陰
性、⑧ 176.0、⑨Ⅲ、⑩ソラフェニブ、⑪なし、⑫な
し、⑬ 400mg、⑭あり、⑮なし、⑯なし、⑰内服中、
⑱ 32.2 ヶ月、⑲ 32.2 ヶ月、⑳生存。【結論】少数例で
あるが、ソラフェニブの長期内服例のまとめを行った。
4 例中 3 例で副作用が認められたが、内服量の調整等
も施行され、肝機能の大きな悪化もなく、PD になる
まで継続できたものと考えられた。

〔シンポジウム〕

特に肝細胞癌に対する
造影超音波検査に的をしぼって

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 87 回日本超音波医学会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】2012 年に新しい「肝腫瘤の超音波診断基準」
が作成された。本診断基準では特に質的診断において
① B- モード所見、②ドプラ所見、③造影超音波所見
にわけられ、鑑別診断に必要な代表的な所見をそれぞ
れについて、主に肝細胞癌（HCC）、肝内胆管癌（胆
管細胞癌）、転移性肝腫瘍、肝細胞腺腫、肝血管腫、
限局性結節性過形成（FNH）の 6 疾患について概説
されている。今回は、特に HCC の質的診断（肉眼所
見および組織学的分化度）における造影超音波検査の
有用性に的をしぼり、当院での検討結果を紹介する。

【方法】対象は 2007 年 1 月から 2012 年 1 月の間に肝
切除が施行された結節型 HCC のうち、術前に造影超
音波が施行され、かつ腫瘍径 3cm 以下の 99 例、99
結節である。年齢は 67.8 ± 10.4 歳、性別（男性 / 女性）
は 72 例 /27 例で、肉眼所見（単純結節型 / 単純結節
周囲増殖型 / 多結節癒合型）は 68 例 /22 例 /9 例、分
化度（高分化 / 中分化 / 低分化）は 32 例 /61 例 /6 例
であった。超音波造影剤はソナゾイドを用い、超音波
所見は動脈優位相（血管イメージ；細かく均一・樹枝状・
chaotic、灌流イメージ；均一・不均一、灌流形状；整・
不整）、門脈優位相（washout；あり・なし）、後血管
相（エコー輝度；欠損・不均一・同等、形状；整・不
整・不明）に分類し検討を行った。【結果】ROC 曲線
による肉眼所見（単純結節 / 非単純結節）の鑑別では、
動脈優位相の灌流形状が AUC：0.824 （95% CI: 0.721–
0.895）、 後 血 管 相 の 形 状 が AUC：0.878 （95% CI: 
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0.788–0.933）と高値であり、さらに多重ロジスティッ
ク解析においても灌流形状：不整がオッズ比 14.460 

（95%CI：2.157–96.926）、P=0.006、および後血管相の
形状：不整がオッズ比 18.051 （95%CI：3.728–87.056）、
P ＜ 0.001 で非単純結節型に対する独立した因子とし
て選択された。両者の所見を組み合わせた ROC 解析
では AUC：0.907 （95% CI: 0.815–0.956）と良好な結
果が得られた。パラメーター推定式は Y= － 2.533 ・

2.671 ・ [ 灌流形状（整 = 0 点、不整 = 1 点）] ・ 2.787 ・

[ 後血管相の形状（整もしくは不明 = 0 点、不整 = 1
点）] で、カットオフ値を 0.138 としたときの非単純
結節型の感度、特異度、陽性的中率および陰性適中率
は 87.1%、92.6%、84.4% および 94.0% であった。続い
て組織学的分化度（高分化 / 中・低分化）の鑑別で
は、動脈優位相の血管イメージが AUC：0.783 （95%CI: 
0.690–0.854）、 門 脈 優 位 相 が AUC：0.739 （95%CI: 
0.634–0.823）と高値であり、さらに多重ロジスティッ
ク解析においても血管イメージ：細かく均一がオッズ
比 11.491 （95%CI：3.589–36.799）、P ＜ 0.001、および
門脈優位相の washout：なしがオッズ比 9.528 （95%CI：
2.9741–30.525）、P ＜ 0.001 で高分化型に対する独立し
た因子として選択された。両者の所見を組み合わせた
ROC 解析では AUC：0.867 （95%CI: 0.783–0.922）と
比較的良好な結果が得られた。またパラメーター推
定式は Y= － 0.733 ・ 1.285 ・［血管イメージ（樹枝状・
chaotic = 0 点、細かく均一 = 1 点）］・ 1.117 ・［門脈優
位相の washout （あり = 0 点、なし = 1 点）］で、カ
ットオフ値を 0.331 としたときの高分化型の感度、特
異度、陽性的中率および陰性適中率は 96.9%、61.2%、
54.4% および 97.6% であった。【結論】HCC の肉眼所
見および組織学的分化度に対して、多変量解析にて選
択された造影超音波検査のそれぞれ 2 つの相の所見
を組み合わせることにより ROC 解析において良好な
診断能が認められた。すなわち、造影超音波検査は
HCC の診断ツールにおいて、非侵襲的な検査法とし
て高い質的診断能を有し、治療方針決定のためにも重
要な役割を果たすと考えられた。

〔シンポジウム〕

Entecavir 投与症例での肝発癌に関与
する因子の検討

消化器内科
多田俊史、熊田　卓

RELPEC Study Group
RELPEC Study Group
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】B 型肝炎の治療で核酸アナログの登場により
予後は著明に改善した。しかし核酸アナログ投与例で
も肝発癌症例を少なからず経験する。今回われわれは
多数例での entecavir 投与例でどのような症例で肝発
癌を生ずるかを検討した。【方法】対象は B 型肝炎に
対して entecavir が投与された 490 例で、多施設共同
研究である。これらの症例に対して、肝発癌に関与
する因子を、ホスト側の因子（年齢、性、肝病変の進
行度）、ウイルス側の因子（遺伝子型、ウイルス量）、
治療の因子（インターフェロン使用の有無）から検
討した。【成績】経過観察中に肝発癌は 40 例 8.2％に
認めた。3 年、5 年、7 年の肝発癌はそれぞれ 5.2%、
10.8%、19.8% であった。発癌例と非発癌例の服薬開
始時の背景因子を比較すると、男性が多く（p=0.0007）、
F 因子進行例が多く（p<0.0001）、遺伝子型 C が多く

（p=0.0221）、血小板が低く（p<0.0001）、FIB-4 index
が高値（p=0.0002）で、AFP は高値（p=0.0191）で
あった。Entecavir 投与前にインターフェロン治療が
なされたいた症例が 38 例あったが両群間に差は認め
なかった（p=0.5933）。FIB-4 index を 2.0 以下と 2.0
超の 2 群に分けて 3 年、5 年、7 年の発癌率をみると
そ れ ぞ れ 3.3% と 6.6%、6.2% と 13.8%、8.6% と 28.0
％と 2.0 超の群で有意に高率であった（ハザード比
2.348［95% 信 頼 区 間 1.117 － 4.937］、p=0.024）。 ま
た、entecavir 投与開始時と 1 年後の FIB-4 index の
減少率（%）を比較すると発癌群と非発癌群でそれぞ
れ 11.8%（-82.6 － 60.9）、22.2％（-47.5 － 100.0）を示
し発癌群での低下が不良であった（p=0.0275）。【結論】
B 型肝炎で核酸アナログ投与症例での肝発癌に関与す
る因子を検討した。B 型肝炎でも C 型肝炎の簡易的
線維化マーカーとして有用とされる FIB-4 index が高
い症例での肝発癌が高率であった。一方、核酸アナロ
グ投与による FIB-4 index の減少率が重要で、減少を
認めない症例では肝発癌に十分留意した観察が必要と
考えられた。
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〔シンポジウム〕

Intermediate stage 肝癌診療の変遷
―1990 年代と 2000 年代の比較―
Change of practice for intermediate 
stage HCC

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 50 回日本肝癌研究会
　平成 26 年 6 月　京都

【目的】肝細胞癌（HCC）に対する高危険群・超高危
険群が明らかとなりサーベイランスが整いつつある
現在においても初回診断時に Intermediate stage の進
行 HCC で診断されるケースは少なくない。今回われ
われは、年代別からみた Intermediate stage HCC 診
療の特徴を検討した。【対象】対象は 1990 年 1 月から
2013 年 12 月までの 23 年間に当院にて経験した HCC 
1979 例中、初回診断時に Intermediate stage [Child-
Pugh 分類 A もしくは B、多発（腫瘍径が 3cm 以上
であれば 2 個以上、3cm 未満であれば 4 個以上）で、
かつ門脈侵襲や遠隔転移がなく、なんらかの治療介入
があり ] HCC 255 例である。これらの患者を 1990 年
代（A 期、n=111）と 2000 年代（B 期、n=114）に分
け検討を行った。【結果】（1）A 期、B 期の順に、性
別（男 / 女）は 91/20 例と 112/32 例、年齢は 65 （29-
81）と 71 （36-86）歳（P<0.001）であった。成因（B/
C/B+C/ 非 B 非 C） は 14/83/3/11 例 と 27/85/1/31
例（P=0.014）、Child-Pugh 分 類（A/B） は 72/39 と
101/43 例であった。B 型肝炎のうち核酸アナログ治
療（あり / なし）は 1/13 と 19/8 例（P=0.001）、C 型
肝炎のうち IFN ±α治療（あり / なし）は 2/81 と
11/74 例（P=0.011）であった。最大腫瘍径は 3.9 （1.2-
16.4）と 4.3 （1.2-18.7）cm、腫瘍個数は 3 （2-12）と
3 （2-11）個であった。AFP は 81 （2.7-80000）と 35 

（0.8-189600）ng/ml、AFP-L3 （陽性≥ 10%/ 陰性）は
17/21 と 57/85 例、PIVKA-II は 189 （10-8000） と
208 （8-75000） mAU/ml であった。初回治療は（肝
切 / 経皮的治療 /TACE 単独 /TACE ＋肝切 /TACE
＋経皮的治療 /HAIC/ 他）が 10/12/70/1/10/8/0 と
34/10/59/6/28/6/1 例 で あ っ た（P=0.001）。 観 察 期
間は 1.9 （0.1-16.2）と 1.6 （0.1-10.2）年であった。（2） 
累 積 生 存 率（1 年 /3 年 /5 年 ） は 76.4/31.4/18.9 と
84.1/46.6/27.6 年であった（P=0.013）。（3）全症例に
対する Cox 比例ハザードモデルによる検討 [ 投入因
子：性別、年齢、腫瘍径、腫瘍個数、初回治療（肝
切除、経皮的治療、TACE 単独、および TACE ＋
併用療法）] では、腫瘍数 5 個以上がハザード比 1.56 

（95%CI: 1.104-2.204、P=0.012）、TACE 単独がハザー
ド 比 1.487 （95%CI: 1.048-2.110、P=0.026）、TACE ＋
併用療法がハザード比 0.519 （0.309-0.874、P=0.014）
でそれぞれ生存に関与する因子として選択された。【結
論】初回診断時に Intermediate stage HCC 症例の検
討において、 1990 年代と比較して 2000 年代では、高
齢化がみられ、非 B 非 C の割合の増加が認められた。
また抗ウイルス療法施行例が多く、治療法においては
肝切除や TACE ＋併用療法の症例の割合が増え、さ
らに生存率の改善も認められた。多変量解析の結果、
腫瘍個数も十分評価しつつ、TACE 単独療法だけで
なく可能な限り肝切除や経皮的治療を併用することに
より予後の延長が期待されることが判明した。

〔シンポジウム〕

既存の血清マーカーを用いた精確な
肝細胞癌の診断・予後予測の試み

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓

Insti tute of Translat ional Medicine, 
Uiversity of Liverpool

Philip J. Johnson
第 22 回日本消化器関連学会週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】既存の血清マーカーを用いてより精確に肝
癌の診断・予後予測が可能となる数式モデルの確
立を試みた。【方法】１）診断：当科で経験した初
発 HCC438 例 と HCC の な い 肝 疾 患 607 例 を 対 象
とし、腫瘍マーカー（AFP・AFP-L3・DCP）およ
び年齢・性別を用いた計算式（GALAD）を確立し
た。このスコアと各腫瘍マーカーの HCC の診断能を
比較した。２）予後予測：各腫瘍マーカーおよび血
清 ALB・T-Bil 値を組み合わせることにより、HCC
の予後予測のための計算式（BALAD-2）を確立し
た。このスコア別に日本および英国の初発 HCC の
生存率を比較した。【成績】１）診断のためのスコ
ア GALAD は -10.08+1.67 × 性 別 +0.09× 年 齢 +0.04
× AFP-L3+2.34 × log［AFP］+1.33×log［DCP］で
計算された。HCC の診断に対する AUROC を比較
す る と AFP：0.740、AFP-L3：0.716、DCP：0.717、
GALAD：0.821 で GALAD が有意に高かった。２）予
後予測のためのスコア BALAD-2 は 0.02×（AFP-2.57）
+0.012 ×（AFP-L3-14.19）+0.09×（ln[DCP]-1.93）+0.17
×（Bil1/2-4.50）-0.09 ×（ALB-35.11）で計算された。
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このスコアにより HCC を低リスクから順に 1（≦
-1.74）、2（-1.74 ＜・ ≦ -0.91）、3（-0.91 ＜・ ≦ 0.24）、
4（0.24 ＜）と分類すると、MST は日本で 1：7.1 年、2：
5.9 年、3：3.1 年、4：0.8 年、英国で 1：2.3 年、2：1.6 年、
3：0.8 年、4：0.3 年であり（ともに p ＜ 0.0001）、い
ずれの国でも予後の精確な分別が可能であった。【結
論】既存の血清マーカーを組み合わせることにより、
より精確な肝癌症例診断・予後予測が可能となった。
従来の腫瘍マーカーを凌駕する診断マーカーがない現
在、各種マーカーの組み合わせは肝癌の診断・予後予
測によりよい情報を提供することが可能であると考え
られた。またその客観性から、条件をそろえた多国間
での予後の比較も可能であった。

〔パネルディスカッション〕

肝線維化診断における
Shear Wave Elastography の
弾性値に影響を与える因子の検討 
The factor influenced SWE elasticity 
in diagnosis of liver fibrosis.

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
金森　明
第 87 回日本超音波医学会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】近年、肝線維化診断における Elastography
診断の進歩は著しい。超音波診断装置 Aixplorer

（SuperSonic Imagine 社製）は Shear Wave Elastography
（SWE）が搭載され定量的に組織弾性をリアルタイ
ムに測定・表示可能である。しかし、SWE の測定値
は肝のうっ血、炎症や黄疸の影響を受けることも指
摘されている。今回、SWE の有用性と測定値に影響
を与える因子について検討を行った。【方法】対象は
当院で肝生検もしくは肝切除が施行され、線維化ス
テージ（F0-F4）が判明し、かつ SWE を用いて組織
弾性を評価した慢性肝疾患の患者 262 例を対象とし
た。【結果】1）性別（男性 / 女性）は 150/112 例、年
齢 は 62 （23-87） 歳 で、BMI は 22.5 （14.1-31.6）kg/
m2 であった。線維化ステージは F0/F1/F2/F3/F4 の
順に 15/118/60/41/28 例であった。背景肝は HBV/
HCV/NASH/ そ の 他 の 順 に 46/192/16/8 例 で あ っ
た。ALT は 23 （5-372）IU/L、 総 ビ リ ル ビ ン は 0.7 

（0.3-3.9）mg/dl、FIB4 index は 1.9 （0.4-29.5）、 血 小

板は 19.5 （3.9-45.2）万 /µl で、AFP は 3.4 （1.0-258.2）
ng/ml で あ っ た。 組 織 弾 性 値 は F01/F2/F3/F4 の
順に 6.6 ± 2.6/9.4 ± 4.6/12.3±5.9/14.3±6.2kPa であっ
た （P<0.001）。続いて、F0-2 と F34 の鑑別に関して
ROC解析を行った結果、SWEのAUCは0.802 （95%CI: 
0.724-0.862）であった。またカットオフ値を 8.7kPa
としたときの感度は 71.0%、特異度は 79.3% であっ
た。さらに FIB4-index の AUC は 0.804 （95%CI: 0.726-
0.865）で SWE と FIB4-index に有意差は認められなか
った。2）ALT が基準値以内 / 超において、弾性値は
F0-2 で 6.5 ± 2.5/9.8 ± 4.4kPa、F3-4 で 10.3±5.1/16.0
± 5.0kPa とそれぞれ ALT 高値例において有意に弾
性値が高い結果となった （P<0.001）。さらに AFP が
10ng/ml 未満 / 以上においても、弾性値は F0-2 で 6.7
± 2.5/13.4 ± 4.8kPa、F3-4 で 11.3±5.3/17.4±5.4kPa と
それぞれ AFP 高値例において有意に弾性値が高い
結果となった （P<0.001）。3）年齢、ALT、γGTP、
血小板、総ビリルビン、アルブミン、AFP および
BMI を投入因子として検討した多重ロジステック解
析では、弾性値が高値 （10kPa 以上）に関与する因子
として、ALT （オッズ比 1.024、95%CI: 1.010-1.038、
P<0.001）、総ビリルビン （オッズ比 10.736、95%CI: 
1.815-63.520、P=0.009）、 血 小 板 （ オ ッ ズ 比 1.351、
95%CI: 1.180-1.548、P<0.001）、BMI （オッズ比 1.249、
95%CI: 1.040-1.500、P=0.017）がそれぞれ選択された。

【結論】SWE による組織弾性値は肝の線維化がすすむ
につれ有意に上昇し、さらに線維化マーカーとして有
用とされている FIB4-index と診断能は同等であった。
しかし弾性値は ALT や AFP などの値に影響を受け、
その値の解釈には血液データなども十分に考慮した上
で判断することが重要であると考えられた。

〔パネルディスカッション〕

当院での膵癌に対する
超音波検査の検討
体外式超音波検査 vs 超音波内視鏡

消化器内科
金森　明、熊田　卓、豊田秀徳
多田俊史

診療検査科（画像）
乙部克彦、高橋健一、川島　望
安田　滋
第 87 回日本超音波医学会
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　平成 26 年 5 月　横浜
【目的】進行が早く自覚症状に乏しい膵臓癌において、
根治的治療の選択、予後改善のためには早期発見は最
も重要な因子の一つと考えられる。体外式超音波検
査（US）は簡便で低侵襲であり膵疾患に対する第一
に施行すべき検査法である。膵癌診療ガイドライン
では US は膵癌のスクリーニングには勧められるが検
出率は低い（グレード C1）ただし主膵管の拡張や嚢
胞が間接所見として重要であるとされている（グレー
ド B）。一方で超音波内視鏡検査（EUS）は病期診断
にも有用とされ（グレード B）、胆膵疾患には欠かせ
ない検査となっている。今回我々は US、EUS の超音
波検査診断についての検討を行った。【対象、方法】
1996 年以降、当院にて診断された膵臓癌 521 例（男：
女 311:210）を対象とした。年齢は中央値で 70 歳（41-93
歳）、治療は、手術：化学療法：BSC 群（172：133：
216）であった。診断法は CT、US、EUS、ERCP を
用い、非手術症例は 2006 年以降、EUS-FNA もしく
は経乳頭的胆管生検を施行し確定診断を得た。対象
症例の診断時の超音波検査の腫瘍および間接所見の
指摘の頻度を検討した。また診断時より 60 日以上前
に US 検査施行が行われた症例では膵管拡張の有無と
膵嚢胞の有無を遡及的に検討した。主膵菅拡張は US
で 3mm 以上のものとした。また TMN 病期の評価が
特に必要な周囲に浸潤のない 20mm 以下の膵臓癌で
は EUS、CT と診断能を比較検討した。【成績】1）膵
癌 521 例（TS1:TS2:TS3:TS4:TSx; 72:264:104:26:55）の
うち発見契機が US での腫瘍指摘であったものは 328
例（63.0％）であった。このうち主膵菅拡張の所見は
221 例（67.4％）にみられ、中央値は 6.0mm（3-15mm）
であった。嚢胞所見に関しては 29 例（8.8％）にみられ、
中央値は 20mm（7-78mm）であった。Stage 1 膵臓
癌は 20 例認めた。その診断契機で最も多いものは他
疾患診療中に US の異常所見を認めたもので 9 例（45
％）であった。US:CT:EUS の腫瘍の検出感度は各々、
65%:70%:93% であった。US の検出感度が最も低い結
果であったが、腫瘍の間接所見は主膵管拡張が 17 例

（85％）にみられ、嚢胞は 6 例（30％）に認められた。
いずれの所見も指摘されなかったのは 1 例のみであっ
た。また遡及的検討により 20 例中 9 例は US が腫瘍
発見の半年以上前より施行されており。検査回数は中
央値で 6 回（2-13 回）であった。9 例中 6 例（67％）
は主膵管拡張や嚢胞の所見を呈していた。【結論】超
音波検査は腫瘍の直接所見のみでなく間接所見に着目
した精密検査への導入の契機として重要な役割を果た
す。経過観察例は定期的に繰り返し検査を行い、適宜
精度の高い検査を追加していくことも重要である。

〔パネルディスカッション〕

肝細胞癌の肉眼所見および組織学的
分化度と造影超音波所見の検討

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】2012 年に新しい「肝腫瘤の超音波診断基準」
が作成された。肝細胞癌（HCC）の肉眼所見および組
織学的分化度は HCC の悪性度そして再発を含めた予
後に大きく関係している。今回われわれは、この新し
く定められた造影超音波所見にしたがい、切除された
HCC の肉眼所見および組織学的分化度との関連につ
き検討を行った。【方法】対象は 2007 年 1 月から 2012
年 1 月の間に肝切除が施行された HCC のうち、術前
に造影超音波が施行され、かつ腫瘍径 3cm 以下の 105
例、105 結節である。年齢中央値は 67.9 歳、性別（男
性 / 女性）は 77 例 /28 例で、肉眼所見（小結節境界
不明瞭型 / 単純結節型 / 単純結節周囲増殖型 / 多結節
癒合型）は 6 例 /68 例 /22 例 /9 例、分化度（高分化
/ 中分化 / 低分化）は 37 例 /62 例 /6 例であった。超
音波造影剤はソナゾイドを用い、超音波所見は動脈優
位相（血管イメージ；細かく均一・樹枝状・chaotic、
灌流イメージ；均一・不均一、灌流形状；整・不整）、
門脈優位相（washout；あり・なし）、後血管相（エ
コー輝度；欠損・不均一・同等、形状；整・不整・不
明）に分類し検討を行った。【成績】ROC 曲線による
肉眼所見（単純結節 / 非単純結節）の鑑別では、動
脈優位相の灌流形状が AUC：0.824、後血管相の形状
が AUC：0.874 と高値であり、さらに多重ロジスティ
ック解析においても両者が有意な所見として選択され
た。両者の所見を組み合わせた ROC 解析では AUC：
0.903 と良好な結果が得られた。続いて組織学的分化
度（高分化 / 中・低分化）の鑑別では、動脈優位相
の血管イメージが AUC：0.800、門脈優位相が AUC：
0.760 と高値であり、さらに多重ロジスティック解析
においても両者が有意な所見として選択された。両者
の所見を組み合わせた ROC 解析では AUC：0.875 と
比較的良好な結果が得られた。【考案】HCC の肉眼所
見および組織学的分化度に対して、造影超音波検査の
それぞれ二つの相の所見を組み合わせることにより
ROC解析において高い診断能が認められた。すなわち、
造影超音波検査は HCC の診断ツールにおいて、非侵
襲的な検査法として、治療方針決定のためにも重要な
役割を果たすと考えられた。【結語】造影超音波検査
は HCC の診断において特に有用な検査方法である。
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〔パネルディスカッション〕

当院での高齢者に対する胆管結石、
胆嚢結石の治療戦略

消化器内科
金森　明、熊田　卓、桐山勢生
第 50 回日本胆道学会
　平成 26 年 9 月　東京

【目的】社会の高齢化に伴い、高齢者においても胆管
結石に対し内視鏡的処置を行い、診断治療する機会
が増えてきた。今回我々は 80 歳以上の高齢者の胆管
結石に対する内視鏡的治療の施設での治療の妥当性
を検討した。【対象、方法】胆管結石に対し内視鏡治
療を施行し 6 カ月以上経過観察が可能であった 1210
例（EST:879 例、EPBD:249 例）を対象とし、80 歳以
上の O 群 ; 250 例と 80 歳未満の Y 群 ; 960 例に分け
検討した。検討項目は、各治療群における患者背景
の比較、長期治療成績とし、長期成績では propensity 
score を用いた【成績】1）平均年齢は O 群 84.1 歳、
Y 群 65.2 歳。各群の治療法の EST の占める割合は O
群 94.4% であり Y 群は 75.0% であった。結石が単発
で径 10mm 未満の比率は O 群 28.4%；Y 群 48.1% で
あった。2）長期治療成績；平均観察期間は 1641 日で
膵胆道系障害の発生が 177 例（14.6％）みられた。膵
胆道障害の累積発生率は O 群 2 年 21.3％ : 3 年 27.3％、
Y 群 2 年 8.1％：3 年 10.8％であり Y 群が有意に低か
った （log rank test; p<0.0001）。再発に関する因子を
年齢、性、治療法、結石径、胆管径、胆嚢の状態（A-D
群）, 傍乳頭憩室の有無、に関して単変量での解析を
行うと年齢、性、治療法、結石径、胆嚢の状態で有意
差を認めた。多変量解析では胆嚢の状態が有意に膵胆
道障害の合併と関連がみられた。無石胆嚢群を 1 とし
た場合のハザード比は截石後胆摘群が 0.519：95%CI 
0.281-0.961、胆嚢結石放置群が 1.779：95%CI 1.059-
2.996 であった。また治療時に胆嚢を有していた 1064
例を対象として propensity score を用い、年齢、性、
結石径、憩室の有無、胆嚢の状態をマッチさせたとこ
ろ、各 192 例が選択され膵・胆道障害の累積発生率は
両群間で有意差はみられなかった。【結論】外科治療
に際しては全身状態を考慮し行う必要があるが、年齢
は再発の有意な因子ではなかった胆嚢結石保有例での
外科的治療の介入により累積発生率が改善した。

〔パネルディスカッション〕

造影超音波による肝細胞癌の
組織学的分化度の予測

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 22 回日本消化器関連学会週間
　平成 26 年 10 月　神戸

【目的】造影超音波所見と HCC の組織学的分化度と
の関連につき検討を行った。【方法】対象は 2007 年 1
月から 2013 年 12 月の間に肝切除が施行された 5cm
以下の HCC 147 例、147 結節である。年齢中央値は
67.4 歳、性別（男性 / 女性）は 104 例 /43 例で、成因

（B/C/NBNC）は 28/87/32 例であった。組織学的分
化度（高分化 / 中分化 / 低分化）は 52 例 /86 例 /9 例
であった。超音波造影剤はソナゾイドを用い、超音波
所見は動脈優位相（血管イメージ；細かく均一・樹枝
状・chaotic、灌流イメージ；均一・不均一、灌流形
状；整・不整）、門脈優位相（washout；あり・なし）、
後血管相（エコー輝度；欠損・不均一・同等、形状；
整・不整・不明）に分類し、検討を行った。【成績】
ROC 曲線による組織学的分化度（高分化 / 中・低分化）
の鑑別では、動脈優位相の血管イメージが AUC：
0.910（95%CI:0.851-0.947）、 門 脈 優 位 相 が AUC：
0.807（95%CI:0.728-0.866）, と高値であり、さらに多
重ロジスティック解析においても血管イメージがオ
ッズ比 8.769（95%CI:4.718-19.250）、P ＜ 0.001、およ
び washout がオッズ比 15.286 （95%CI:4.285-72.532）、
P ＜ 0.001 で中・低分化型に対する独立した因子とし
て選択された。続いて、両者の所見を組み合わせた
ROC 解 析 で は AUC：0.956（95% CI:0.910-0.979） と
極めて良好な結果が得られた。パラメーター推定式
は Y=-0.378 ＋ 2.171 ×（血管構築：細かく均一；1 点、
樹枝状・chaotic；-1 点）＋ 1.363×（washout：なし；
1 点、あり；-1 点）であり、また推定式よりカット
オフ値を -1.186 としたときの感度は 90.5%、特異度は
90.4%、陽性適中率は 94.5%、陰性適中率は 83.9% で
あった。【結論】造影超音波検査は HCC の組織学的
予測において有用な検査方法と考えられた。さらに得
られた造影超音波所見より HCC の組織学的分化度を
予測しつつ、治療方針（例えば高分化型であれば肝機
能をできるだけ温存できる治療を行い、中低分化なら
癌に対する積極的な治療を行う等）を検討していく必
要があると考えられた。
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〔ワークショップ〕

B 型肝炎キャリアの長期予後
－核酸アナログ服用例、
　　　非服用例での検討－

消化器内科
多田俊史、熊田　卓、豊田秀徳
第 100 回日本消化器病学会総会
　平成 26 年 4 月　東京

【目的】B 型肝炎ウイルス（HBV）キャリアに対して
核酸アナログ（NA）が出現し、10 年以上が経過した。
NA の投与により肝発癌は明らかに低下したが、B 型
肝炎の長期の生命予後に対する成績は明らかとなって
いない。今回われわれは NA 治療介入の生命予後に
対するインパクトを検討した。【方法】対象は 1991 年
から 2010 年までに経験した HBV キャリア 2220 例中
3 年以上経過観察し、発癌例では 1 年以降に発癌例し
た 919 例である。NA 治療介入例（1 年以上）は 187
例、非介入例は 732 例である。これらの肝癌関連死
亡、肝疾患関連死亡、全死亡について検討した。また、
propensity score matching 法を用いて背景を合わせ
NA の介入の有無による生存率を比較した。【成績】
経過観察中の死亡例は 66 例で、肝疾患関連死亡は
37 例 59.6％、残りの 29 例 43.9％は他病因死亡であっ
た。肝疾患関連死亡の中で肝癌関連死亡が 32 例 86.5
％を占めた。また他病因死でも 12 例 41.3％は他部位
の癌による死亡であった。全症例で検討すると NA
群、非 NA 群ともに肝癌関連死亡率、肝疾患関連死
亡率、全死亡率で差を認めなかった。これは重症例に
NA が投与されたためと考えられた。しかし年齢、性、
HBVDNA 量、HBe 抗原の有無、血小板値、ALT 値
で補正すると、肝癌関連死亡率、肝疾患関連死亡率、
全死亡率ですべてで非 NA 群に比し NA 群は 10 年生
存率、20 年生存率で有意に良好であった（肝癌関連
死亡率、P=0.0222、肝疾患関連死亡率、P=0.0132、全
死亡率、P=0.0022）。【結論】HBV キャリアに対する
NA 投与により長期の生命予後が明らかに改善した。
そして、肝疾患関連死亡はほとんどが肝癌であった。
一方 40％強は肝疾患に関連しない死亡で中でも他部
位の癌によるものが多く、経過観察する上で留意する
必要がある。

〔ワークショップ〕

IVR-MDCT を用いた 3D- 腹部血管画
像構築による迅速かつ正確な肝動脈
化学塞栓術

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
桐山勢生、谷川　誠、久永康宏
金森　明、北畠秀介、伊藤隆徳
長谷川綾平、颯田祐介、田中達也
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】肝動脈化学塞栓療法（TACE）を効果的に行
うためには、抗癌剤・塞栓物質の選択や塞栓方法に加
えて正確な栄養血管の同定・選択およびカテーテル
の挿入が不可欠であり、また複数の栄養血管の遺漏
のない同定や肝外からの栄養血管の同定も必要とな
る。このためにしばしば複数回の DSA や CT の撮像
を必要とする。multidetecter row-CT を用いた IVR-
CT（IVR-MDCT）は、大動脈造影を行った状態での
CT 撮像（CT-Ao）により 1 回の撮像で腹部血管全体
の 3D 構築が可能であり、多血性肝細胞癌の栄養血
管の同定を正確・迅速に行うことができる。われわ
れは IVR-MDCT を用いた TACE の有効性について、
single row-CT による IVR-CT を用いた TACE と比
較した。【方法】IVR-MDCT を導入した 2012 年 12 月
-2013 年 11 月と、従来の single row-IVR-CT を用いて
いた導入以前の 1 年間（2011 年 12 月 -2012 年 11 月）
における TACE の施行状況について比較した。IVR-
MDCT は 64 列の MDCT を使用した。IVR-MDCT で
の栄養血管の同定は、pig-tail カテーテルを大動脈気
管分岐部レベルまで挿入して CT-Ao を撮像し、この
データに基づき腹部血管の 3D 画像を作成して栄養血
管を同定した。CT-Ao 画像で描出された腫瘍濃染か
ら 3D 画像上で逆行性に大動脈まで血管を追跡するこ
とにより、栄養血管の同定・分岐の詳細等の情報を
得た。これに基づき DSA 画像と参照することにより
カテーテルを挿入し TACE を行った。【成績】TACE
施行症例は IVR-MDCT 導入前 99 例・導入後 106 例
で、このうち肝右葉・左葉の TACE を除いた選択的
TACE 症例は導入前 57 例・導入後 73 例であった。1
回の TACE session で塞栓前に栄養血管を同定・確
認するために撮像した DSA の回数は IVR-MDCT 導
入前 3.53 ± 1.42 回、導入後 1.67 ± 0.87 回、CTAP・
CTHA を含んだ CT の撮像回数は導入前 5.16±1.72
回、導入後 2.90 ± 0.80 回で、いずれも IVR-MDCT 導
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入後で有意に少なかった（ともに P ＜ 0.0001）。IVR-
MDCT 導入後では 38 例（52.1％）で DSA 施行回数
は 1 回のみであった。また IVR-MDCT 導入前では 4
例（4.0％）で肝外栄養血管の同定が困難であったの
に対して導入後では全例で確実に肝外栄養血管の同
定が可能であった。【考案】TACE を行う際に、DSA
や CT の撮像回数を減らすことは造影剤使用量の低減
のためにも重要である。一方、効果的かつ副作用の
少ない TACE を行うためには確実かつ遺漏のない栄
養血管の同定と正確なカテーテル挿入が必要である。
IVR-MDCT による腹部血管像構築を用いた TACE は
撮像回数・施行時間を低減しつつ TACE の質を維持
できると考えられ、新時代の TACE における有力な
デバイスであると考えられた。

〔ワークショップ〕

線維化マーカーを用いた C 型慢性肝
炎 SVR 後の follow-up 体制の確立

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
桐山勢生、谷川　誠、久永康宏
金森　明、北畠秀介、伊藤隆徳
颯田祐介、田中達也
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】C 型慢性肝炎では、抗ウイルス療法による
HCV 排除（SVR）後にも肝細胞癌の発生が報告され
ており、SVR 症例においても肝発癌の follow-up は必
須とされている。一方昨今の新しい抗 HCV 薬の出現
により、今後 C 型慢性肝炎の SVR 症例が増加するこ
とが予想される。われわれは肝線維化マーカーを用
いた SVR 後肝発癌危険率に基づく SVR 後の follow-
up 体制についての検討を試みた。【方法】C 型慢性
肝炎のインターフェロン SVR 例 522 例について検討
した。全例 SVR 後も半年に 1 回の外来 follow-up を
継続した。全例で SVR 後 1 年ごとに FIB-4 index を
算出し、SVR 後の肝発癌との関連を解析するととも
に、follow-off 可能な症例について検討した。【成績】
SVR 後発癌症例は 18 例であった。SVR 後の経過観察
で FIB-4 index が 1.0 以下となった症例から肝細胞癌
の発生はみられず、1.0-2.0 の症例ではその後 1-2％に、
2.0 以上の症例では SVR 後 5 年以内では 8-10％、5 年
以降では約 5％に肝細胞癌の発生がみられた。この結
果に基づき仮に FIB-4 index が 1.0 以下となった場合

には follow-off が可能であると仮定して検討すると、
SVR 後の follow-up 必要症例数は SVR 後 1 年で 363
／ 505 例（71.9％）・2 年で 333 ／ 491 例（67.8％）・3
年で 302 ／ 465 例（64.9％）・4 年で 269 ／ 432 例（62.3
％）・5 年で 233 ／ 383（60.8％）であり、SVR5 年後
には SVR 症例の 39.2％を follow-off することが可能で
あった。一方 follow-up 必要症例数は SVR 後 8 年では
141 ／ 234 例（60.3％）・10 年で 105 ／ 171 例（61.4％）と、
SVR 後 5 年を越えると follow-off 可能となる症例は少
なくなった。【結論】SVR 後も肝細胞癌発生の危険性
を考慮して follow-up が必要なことは周知の事実であ
るが、今後想定される SVR 症例の飛躍的な増加を考
慮すれば肝細胞癌発生の危険度に応じた SVR 後症例
の follow-up 体制の確立は急務である。今回の検討で
は、SVR 後も経時的に線維化マーカーを評価するこ
とにより SVR 後発癌の危険性の低い症例を抽出して
follow-off とすることにより、SVR 後 5 年で follow-up
必要症例を SVR 全症例の５～６割程度に絞り込むこ
とが可能であった。一方 SVR 後５年を越えても FIB-
4 index が 1.0 以上の症例でその後新たに FIB-4 index
が 1.0 以下となる症例は稀であり、これらの症例は
SVR 後も長期間の follow-up の継続が必要と考えられ
た。

〔ワークショップ〕

新規糖鎖マーカーによる肝細胞癌の
超高危険群の同定

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史

産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センター
栂谷内晶、雄長　誠、成松　久

国立国際医療センター　肝炎・免疫研究センター
是永匡紹、溝上雅史
第 50 回日本肝臓学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【目的】肝細胞癌の高危険群として B および C 型慢性
肝炎、肝硬変等が知られている。しかし、高危険群の
より効果的なサーベイランスを行うためには新規マー
カーの出現が望まれている。今回われわれは新規糖鎖
マーカー（Protein X）を測定しその有用性を解析し
た。【方法】対象は当院で経験した B および C 型肝炎
2750 例中、3 年以上経過観察され、肝発癌が認められ
た症例は経過観察開始後 3 年以降で、診断時の腫瘍サ
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イズが 3cm 以下、3 個以下で、血清保存がなされた
1110 例である。発癌例 83 例と非発癌例 1027 例を傾
向スコア法を用いて年齢、性、成因、Child-Pugh 分
類、血小板値、ALT 値をマッチさせた。発癌例 79 例
と非発癌例 79 例が選択された。これらの症例に対し
Protein X、alpha-fetoprotein（AFP）、Lens culinaris 
agglutinin-reactive fraction of AFP（AFP-L3%）、
des-gamma-carboxy prothrombin （DCP）、FIB-4 
index を継時的に測定し発癌の予知の有用性につい
て検討した。Protein X の測定は ELISA 法を用いた。

【成績】発癌 3 年前の Protein X、AFP、AFP-L3%、
DCP、FIB-4 index の AUC（area under the curve、
95％信頼区間）はそれぞれ、0.7250 （0.6246-0.8069）、
0.6639 （0.5747-0.7428）、0.5684 （0.4738-0.6583）、0.4781 

（0.3885-0.5690）、0.6192（0.5234-0.7066）、で Protein X
が最も良好で、次いで AFP、FIB-4 index の順であっ
た。Protein X の AUC は AFP を除き他のマーカー
に比し有意に高値であった。また感度と特異度を検
討 す る と Protein X、AFP、AFP-L3%、DCP、FIB-
4 index、APRI はそれぞれ 73％と 67％、49％と 76
％、73％と 55％、99％と 5％、70％と 54％、66％と
51％であった。【結論】Protein X の肝細胞癌の早期
予知マーカーとしての可能性が示された。なお本発表
は、厚生労働科学研究費補助金事業の成果の一部であ
る。http://unit.aist.go.jp/rcmg/hepatitis-pi/jp/index_
hptts.html

〔ワークショップ〕

Child-Pugh C 肝細胞癌における
治療の現状と予後

消化器内科
豊田秀徳、熊田　卓、多田俊史
桐山勢生、谷川　誠、久永康宏
金森　明、北畠秀介、伊藤隆徳
長谷川綾平、颯田祐介、横山晋也
田中達也
第 50 回日本肝癌研究会
　平成 26 年 6 月　京都

【目的】肝予備能 Child-Pugh class C の HCC におい
て、実際にはどのような症例に治療が行われているか
を検討するとともに、治療の生命予後に与えるイン
パクトについて評価した。【方法】1990 年 -2013 年に
診断された初発 HCC 1979 例中、診断時の肝予備能が

Child-Pugh C であった症例についてレトロスペクテ
ィブに解析した。治療例と非治療例の背景因子を比較
するとともに、診断・治療後の予後を比較した。【成
績】診断時 Child-Pugh C 症例は 175 例（8.8％）であ
った。年代別にみると、1990-1997 年で 9.8％・1998-
2005 年で 8.6％・2005-2013 年で 8.2％と漸減傾向であ
った。175 例中 61 例（34.9％）で治療が施行されてい
た。治療内容は経皮治療 25 例・肝動脈塞栓術 32 例・
その他 4 例であった。治療例と非治療例の背景因子
を比較すると、治療例では年齢が若く（64.7±7.7 vs. 
68.0 ± 10.6：p ＝ 0.0224）、腹水のないもしくはコント
ロール可能な症例が多く（腹水なし／ controllable ／
uncontrollable ＝ 13 ／ 30 ／ 17 vs. 9 ／ 44 ／ 61：p
＝ 0.0018）、T-Bil が低値であり（2.56±1.17 vs. 4.46±
3.97：p ＜ 0.0001）、診断の腫瘍のステージの低い症
例（stage I ／ II ／ III ＝ 15 ／ 20 ／ 26 vs. 6 ／ 19 ／
88：p ＜ 0.0001）が多かった。性別や肝硬変の成因、
ALB・PT 値や静脈瘤・肝性脳症の有無では両群に差
を認めなかった。両群で生命予後を比較すると、1 年・
3 年・5 年生存率は治療群でそれぞれ 66.4％・46.1％・
29.4％、非治療群で 19.5％・5.5％・0％であり、治療
群で有意に高かった（p ＜ 0.0001）。多変量解析を行
うと、生存率の上昇に寄与する因子は T-Bil の低値

（p ＝ 0.0048）、診断時の腫瘍のステージ（p ＜ 0.0001）
および治療（p ＝ 0.0001）であった。直接死因を比較
すると、非治療群では治療群に比し癌死が多い傾向に
あった（癌死／肝不全死＝ 76 ／ 23 vs. 32 ／ 19：p ＝
0.0700）。【考案】診断時 Child-Pugh C であっても腹
水のコントロールが可能で T-Bil の上昇が軽度な症例
に対しては HCC の治療がなされる傾向にあり、治療
は独立して生命予後に関係する因子であった。Child-
Pugh C 症例の内容は多彩であり、症例を選んで治療
を行えば生命予後の延長に寄与することができると考
えられた。

〔セミナー〕

臨床検査値でここまでできる肝細胞
癌の予後予測：１本の血清チューブ
から予測する肝細胞癌患者の生存率

消化器内科
豊 田 秀 徳
第 54 回日本臨床化学会年次学術集会
　平成 26 年 9 月　東京

　肝細胞癌はその多くが肝炎・肝硬変症例に発生する
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という特性から、予後予測には腫瘍進展度に加えて診
断時の残存肝機能か重要なファクターとなる。従来、
固形癌である肝細胞癌の進展度評価には主に画像診断
による TNM 分類が用いられ、また残存肝機能の評価
には Child-Pugh 分類が用いられてきた。肝細胞癌患
者の治療に当たる私たちは通常これら 2 つの側面から
の情報を加味・総合してその予後を推測しており、そ
れは肝細胞癌患者の生存率を良好に分別している。画
像診断による腫瘍の進展度評価は、撮像装置の性能や、
特に超音波検査の場合には術者の技量に影響を受ける
ところが大である。MDCT や EOB 造影 MRI などに
代表される昨今の画像機器および造影剤の急速な進歩
により微細な肝細胞癌が描出される症例が増加してい
る。また画像診断では認められなかった肝細胞癌の微
細な門脈浸潤が、切除標本の病理学的検索によって明
らかになる場合も少なくない。これらは結果として
TNM 分類に基づく腫瘍進展度の変更につながる。一
方、残存肝機能の評価に用いられる Child-Pugh 分類
には、腹水の有無・程度および肝性脳症の有無・程度
が評価項目に含まれているが、これらの評価は多分に
主観的であり、また内服薬による変動が大きい。この
ように現在行われている肝細胞癌患者の予後予測のた
めの腫瘍進展度・残存肝機能の評価には、客観性・普
遍性に多少の弱点があるといわざるを得ない。我々は、
客観性・普遍性に優れる肝細胞癌患者の予後予測シス
テムを構築することを目指し、臨床検査値のみを用い
ての肝細胞癌患者の生存予測の可能性を検討した。ま
ず、腫瘍進展度からみた予後の評価として、日常臨
床で用いられている肝細胞癌の腫瘍マーカーである
AFP・AFP-L3・DCP（PIVKA II）の診断時の値を用い、
陽性である腫瘍マーカーの個数を点数化して肝細胞癌
の進展度と比較した。結果として、陽性の腫瘍マーカ
ー数の増加に従って、画像所見で評価した腫瘍径・腫
瘍個数・門脈浸潤の頻度は有意に増加した。また肝切
除例において検討すると、陽性の腫瘍マーカー数の増
加に従って、病理学的検索によって明らかとなる微細
な門脈浸潤を有する肝細胞癌の頻度や浸潤性発育を呈
する肝細胞癌の頻度が増加し、一方高分化型肝細胞癌
の頻度は減少した。初発肝細胞癌診断時に陽性であっ
た腫瘍マーカーの個数によってその後の生存率をみる
と、全症例においても肝切除例においても陽性腫瘍マ
ーカーの多い順に生存率は低く、良好にその予後を分
別していた。多変量解析では陽性腫瘍マーカー数は腫
瘍径・腫瘍個数・門脈浸潤および Child-Pugh class、
初回治療とも独立して生存率に寄与する因子であっ
た。次に血清マーカーである ALB・T-Bil を用いて残
存肝機能側からの予後予測を試みた。以前に報告され
ている Tokyo score に基づき、初発肝細胞癌診断時の
ALB>3.5・2.8 ～ 3.5・<2.8 お よ び T-Bil<1.0・1.0 ～

2.0・>2.0 をそれぞれ 0 点・1 点・2 点と点数化し、0
～ 1 点を A・2 ～ 3 点を B・4 点を C と 3 群に分別した。
各群での生存率は C・B・A 群の順で低く、Child-
Pugh class 別の生存率よりも良好な分別を示した。こ
れら血清マーカーに基づく腫瘍進展度と残存肝機能の
予後予測因子を統合して、肝細胞癌患者の予後を予測
す る BALAD score（Bilirubin・Albumin・AFP-L3・
AFP・DCP）を構築した。BALAD score の 6 つの
カテゴリで生存率を比較すると、score が上昇するほ
ど診断後の生存率は低下し、6 つの群はきれいにその
予後が分別された。多変量解析を行っても BALAD 
score は従来の画像による腫瘍進展度や Child-Pugh 分
類、初回治療と独立して予後を予測する因子であった。
BALAD score は血清があれば診断技術や所有してい
る画像装置の性能にかかわらず、同じ基準で異なった
施設・地域・時代の症例の予後を分別することが可能
である。実際、BALAD score は日本のみならず英国
など海外の肝細胞癌患者においても良好にその予後を
分別した。今回の検討で、採血という簡単な方法によ
り肝細胞癌患者の詳細な予後予測が可能であることが
明らかとなった。極論すれば、肝細胞癌患者の予後は、
初発診断時に採取した 1 本の血清チューブの中にほ
ぼ記されているといえるかもしれない。

副鼻腔真菌症の 1 例

呼吸器内科
西 堀 暢 浩
第 13 回 岐阜呼吸器感染症セミナー
　平成 26 年 4 月　岐阜

非結核性抗酸菌感染症診断における気
管支鏡検査の有用性についての検討

呼吸器内科
狩野裕久、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、武藤義和、堀　　翔
第 37 回 日本呼吸器内視鏡学会学術集会
　平成 26 年 4 月　京都
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抗 ARS 抗体陽性例と
抗 MDA5 抗体陽性例の比較検討

呼吸器内科
白木　晶、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、中島治典、日比美智子
狩野裕久、堀　　翔

名古屋大学 呼吸器内科
織田恒幸
第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
　平成 26 年 4 月　大阪

【背景】筋炎特異的自己抗体である抗 ARS 抗体と抗
MDA5 抗体の陽性例は、ともに間質性肺炎を高頻度
に合併することが知られている。前者は免疫抑制療法
に対する反応が良く、後者はしばしば難治性の急速進
行性間質性肺炎へと発展するとされている。【目的】
抗 ARS 抗体陽性例と抗 MDA5 抗体陽性例で、治療
前に差異が見られるか検討する。【方法】大垣市民病
院と名古屋大学付属病院で診療を行った、抗 ARS 抗
体陽性例（ARS 群）と抗 MDA5 抗体陽性例（MDA
群）を後方視的に検討した。【結果】ARS 群は 20 例、
MDA 群は 28 例。年齢中央値は 54 vs 47.5 歳で MDA
群が若く、ARS 群に女性が多い傾向があった。CK 上
昇が軽度であった症例は MDA 群の 93% であったが、
ARS 群でも 50% であった。KL-6 は差を認めなかった。
BAL では ARS 群に好中球が多かった。胸部 CT では
ともにコンソリデーション主体の陰影を呈することが
多く、すりガラス主体の症例もみられた。少数例であ
るが、すりガラスがランダムに分布するパターンは
MDA 群に特異的であった。ARS 群は死亡例が 1 例
のみであったのに対し、MDA 群は 8 例が死亡してい
た。【結論】初診時に ARS 群と MDA 群を区別する
事は容易でないが、特異的な画像を呈した場合は可能
かもしれない。

当院における
急性膿胸の外科的治療症例の検討

呼吸器内科
日比美智子、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
狩野裕久、堀　　翔

胸部外科
重光希公生、石川義登、川崎成章
第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
　平成 26 年 4 月　大阪

特定健診による COPD 検診の試み

呼吸器内科
安藤守秀
第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
　平成 26 年 4 月　大阪

COPD 合併肺癌における手術適応－
シャトルウォーキングテストによる
運動耐容能の評価

呼吸器内科
雪田洋介、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、堀　　翔

胸部外科
重光希公生
第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
　平成 26 年 4 月　大阪

低呼吸機能の閉塞性気道疾患症例に
エリプタ製剤は使用できるか？

呼吸器内科
白木　晶、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、中島治典、日比美智子
第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会
　平成 26 年 5 月　京都

【背景】新しい吸入ディバイスであるエリプタ製剤が
上市されたが、呼吸機能が低下した症例においてエ
リプタが使用できるかは不明である。【目的】呼吸機
能の低下した閉塞性気道疾患症例においてエリプタが
使用可能か検討する。【方法】安定期で FEV1 1500ml
以下の気管支喘息と COPD を対象として、インチェ
ックを用いて無抵抗の吸入流速を測定し、同時にエリ
プタとディスカスの練習用ホイッスルで吸入音が鳴
るかどうかチェックした。【結果】気管支喘息 4 例、
COPD 10 例、両者の合併 2 例の合計 16 例。男性 8 例、
女性 8 例、年齢中央値は 76 歳。FEV1<1000ml が 6 例、
1000<FEV1<1500ml が 10 例。アダプターなしの吸入
流速の中央値は 155 L/ 分。エリプタのホイッスルが
鳴らなかったのは 3 例であり、同時に施行したディス
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カスホイッスルと同じであった。【結論】呼吸機能が
低下した症例でもエリプタはディスカスと同様に使用
できると考えられた。更に症例を集積して報告する。

救急外来で看取りとなった
肺がん症例の検討

呼吸器内科
中島治典、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、日比美智子
武藤義和、狩野裕久
第 19 回日本緩和医療学会学術大会
　平成 26 年 6 月　神戸

特発性肺線維症に合併した
副鼻腔真菌症の 1 例

呼吸器内科
西堀暢浩、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、堀　　翔
第 123 回日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 6 月　名古屋

縦隔原発胚細胞腫瘍の 1 例

呼吸器内科
日比美智子、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
狩野裕久、堀　　翔

胸部外科
重光希公生、石川義登、川崎成章
第 123 回日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 6 月　名古屋

胸膜浸潤を来した atypical chronic 
myeroid leukemia の一剖検例

呼吸器内科
堀　　翔、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久
第 123 回 日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 6 月　名古屋

ECMO によって救命し得た
重症インフルエンザ肺炎の 1 例

呼吸器内科
狩野裕久、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、堀　　翔、
第 123 回 日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 6 月　名古屋

癌性リンパ管症で発症した
膵臓癌の 1 例

呼吸器内科
竹田　尭、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、堀　　翔
第 123 回日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 6 月　名古屋

炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍の一例

呼吸器内科
野田純也、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、堀　　翔

胸部外科
重光希公生、石川義登、川崎成章
第 105 回日本肺癌学会中部支部学術集会
　平成 26 年 9 月　名古屋
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咳、胸痛を主訴とした 63 才男性

呼吸器内科
中島治典、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、日比美智子
狩野裕久、堀　　翔
第 68 回岐阜呼吸器疾患研究会
　平成 26 年 10 月　岐阜

低呼吸機能症例における吸気流速と
土対パウダー製剤間の比較

呼吸器内科
白木　晶、斉藤修平、安藤守秀
第 24 回呼吸ケア・
リハビリテーション学会学術集会
　平成 26 年 10 月　奈良

COPD-PS 併用による COPD 検診の
診断効率の変化に関する検討

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 24 回日本呼吸ケア・
リハビリテーション学会学術集会
　平成 26 年 10 月　奈良

ALK 融合遺伝子陽性肺扁平上皮癌で
クリゾチニブを使用した 1 例

呼吸器内科
日比美智子、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
第 55 回日本肺癌学会学術集会
　平成 26 年 11 月　京都

レジオネラ肺炎後に
器質化肺炎を発症した 1 例

呼吸器内科
堀　　翔、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、
第 124 回日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 11 月　浜松

治療抵抗性であった
抗 ARS 抗体陽性間質性肺炎の 1 例

呼吸器内科
中島治典、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、日比美智子
狩野裕久、堀　　翔
第 124 回日本呼吸器学会東海地方会
　平成 26 年 11 月　浜松

心臓病変により狭心症を生じた
肺腺癌の 1 例

呼吸器内科
細川貴弘、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、狩野裕久、堀　　翔
第 106 回日本肺癌学会中部支部学術集会
　平成 27 年 2 月　岐阜
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〔シンポジウム〕

医療・介護関連肺炎（NHCAP）にお
ける耐性菌リスク因子の検討

呼吸器内科
狩野裕久、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典
日比美智子、堀　　翔
第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
　平成 26 年 4 月　大阪

【背景】医療・介護関連肺炎（NHCAP）は市中肺炎
（CAP）に比べて耐性菌検出率が高いことが知られて
いる。Shindo ら (AJRCCM 2013 ePub) は、耐性菌の
リスク因子解析を報告した。【目的】Shindo らの報告
の validation を行う。【方法】2012 年 3 月～ 12 月に当
科へ入院した肺炎症例を前向きに症例集積したデータ
ベースを用いて、NHCAP 130 例を抽出して対象とし
た。データベースからリスク因子を計算し、メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌、緑膿菌、ESBL 産生腸内細菌
を耐性菌と定義し、リスク因子と耐性菌出現の検討を
行った。【結果】リスク因子と耐性菌の割合は以下の
ようであった。0 個 16.7%、1 個 17.4%、2 個 25.6%、
3 個 20.8%、4 個 33.3%、5 個 33.3%。【結論】リスク
因子が多いほど耐性菌の割合は高かったが、原著程の
差はみられなかった。

〔シンポジウム〕

吸入指導標準化に向けた
西濃地域連携の取り組み

呼吸器内科
日比美智子、進藤　丈、安藤守秀
安部　崇、白木　晶、中島治典

JA 岐阜厚生連西美濃厚生病院　
前田晃男

古井医院
古井秀彦
第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会
　平成 26 年 5 月　京都

〔パネルディスカッション〕

呼吸療法における理学療法の有効性
に関する検証－医師の立場から－

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 36 回日本呼吸療法医学会学術総会
　平成 26 年 7 月　秋田

〔ワークショップ〕

挿管人工呼吸管理かでの
歩行練習は慎重に行うべき

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 42 回日本集中治療医学会学術集会
　平成 27 年 2 月　東京

〔セミナー〕

呼吸困難とは・呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 20 回名古屋呼吸器領域
卒後教育セミナー
　平成 26 年 10 月　名古屋

〔セミナー〕

COPD の病態と治療

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第 10442 回理学療法士講習会（応用編）
　平成 27 年 3 月　大阪
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総腸骨動脈に留置したルミネックス
ステントの慢性期破損に対してステ
ントグラフト内挿術を施行した一例

循環器内科
寺田和始、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
内藤千裕、猪飼佳弘、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 31 回日本心血管インターベンション
治療学会東海北陸地方会
　平成 26 年 4 月　名古屋

当院における Zilver　PTX の使用状況

循環器内科
古田竜平、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、松下悦史、森田康弘
吉田路加、原田信吾、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕、曽根孝仁
第 31 回日本心血管インターベンション
治療学会東海北陸地方会
　平成 26 年 4 月　名古屋

冠動脈瘤を伴いステント内完全閉塞
を来した病変に対して PCI を施行し
た症例の OCT と IVUS による検討

循環器内科
内藤千裕、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、松下悦史、森田康弘
吉田路加、古田竜平、原田信吾
友松敏郎、寺田和始、曽根孝仁
第 31 回日本心血管インターベンション
治療学会東海北陸地方会
　平成 26 年 4 月　名古屋

コレステリン塞栓の既往があるも、
プラーク範囲が長く CEA は困難と考
えられた為上腕動脈より CAS を施行
した症候性内頚動脈狭窄の一例

循環器内科
吉田路加、内藤千裕、寺田和始
友松敏郎、都築一仁、柴田直紀
古田竜平、井上陽介、森田康弘
松下悦史、上杉道伯、森島逸郎
坪井英之、曽根孝仁
第 1 回日本心血管脳卒中学会
　平成 26 年 6 月　大宮

　コレステリン塞栓の既往があるも、プラーク範囲が
長く CEA は困難と考えられた。症候性の高度内頚動
脈狭窄病変であり、血行再建の適応であったが高度腎
障害、コレステリン塞栓の既往があるため血行再建法
の選択が困難であった。今回の症候の原因となった右
内頚動脈は頭蓋内までプラークが連続しており CEA
は不可能と考えられた。そのため右内頚動脈に対して
は CAS を、左内頚動脈に対しては CEA の hybrid 治
療を選択した。本症例は、脳梗塞発症 2 週間の症候性
狭窄であり、また偽性閉塞症例であることから wire
通過時にも遠位塞栓のリスクがあるため、proximal 
protection が望ましいと考えられた。カットダウンを
行い、Parent Plus のダイレーターを挿入する事でシ
ースを使用せず直接 OPTIMO を挿入し、術後の動脈
狭窄や仮性動脈瘤などの合併症なく安全に CAS が施
行可能であった一例を経験したのでここに報告する。
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偽閉塞病変に対する
Carotid Wallstent ２本留置後、慢性
期にステント短縮によるギャップを
来し、追加治療が必要となった一例

循環器内科
寺田和始、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
内藤千裕、猪飼佳弘、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 1 回日本心血管脳卒中学会
　平成 26 年 6 月　大宮

【症例】65 歳男性【現病歴】狭心症の PCI 後で外来
通院中、頸動脈エコーおよび 3DCT で偽閉塞病変の
指摘があり、2010 年 7 月 5 日 CAS 施行。頭蓋底か
ら diffuse な plaque を 認 め、proximal protection 下
に、錐体部から海綿静脈洞部へ DRIVER3.0/30mm
を 留 置、 頭 蓋 底 か ら Carotid Wallstent6.0/22mm、
Carotid Wallstent10.0/31mm を そ れ ぞ れ overlap さ
せて留置し終了した。半年後の 2011 年 1 月 7 日、フ
ォローのために頸動脈造影を行ったところ、Carotid 
Wallstent に短縮が生じ、stent 間にギャップが生じて
いた。stent 内から頭蓋底まで diffuse に再狭窄を来し
ており、同年 2 月 7 日に再治療を施行した。【手術】
proximal protection 下に施行。IVUS 上、stent 内に
大量の線維性内膜増殖を認めた。ギャップに Carotid 
Wallstent6.0/24mm を留置し、DRIVER の distal edge 
restenosis を balloon 拡張したところ解離を形成し
た。DRIVER2.75/24mm を留置し balloon による long 
inflation を行ったが完全には消失せず、硫酸プロタミ
ンにてヘパリンを reverse したところ一時的に消失し
た。しかし、その後 proximal の Carotid Wallstent 内
に血栓を認めたため Carotid Wallstent6.0/24mm を
stent 内に留置した。【経過】術後、神経学的合併症は
生じず、フォローの 3DCT でも再狭窄を認めず経過
は良好である。【考察】Carotid Wallstent 使用時には
stent 短縮の可能性があることを念頭において治療戦
略を検討する必要がある。

Fontan 術後に合併した
右房 macro-reentry 性心房頻拍に対し
て TCPC 前にアブレーションを施行
した一例

循環器内科
猪飼佳弘、森島逸郎、坪井英之
上杉道伯、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁

第２小児科
倉石建治、西原栄起、太田宇哉
郷　清貴
日本循環器学会東海地方会
　平成 26 年 7 月　岐阜

【症例】15 歳、女性。【主訴】Failing Fontan 【現病歴・
既往歴】1998 年 1 月に出生、心エコーにて純型肺動
脈閉鎖の診断、2001 年 9 月に Fontan 手術を施行、右
心耳と肺動脈を吻合し、三尖弁を閉鎖。2006 年ごろ
から右房が拡大 2013 年 9 月に心房頻拍（AT）を指摘。
TCPC 変更術が必要と判断され、術前にアブレーショ
ンを施行する方針となった。【経過】右房内は分界稜
付近が低電位であり、緩徐伝導路となっていた。分界
稜付近に通電を行い block line を作成すると AT は停
止するも別の AT が出現。洞結節に近い部分からの
focal pattern であり追加通電を行った。今後 TCPC
前にもう一度 AT の誘発を行う予定。【考察】Fontan
術後には心房内不整脈の発生率が高く、アブレーショ
ンの急性期の成績は改善しているが、再発率も高い。
本症例も再発に注意してフォローする必要があり文献
的考察を加えて報告する。

修正大血管転位に合併した
房室結節回帰頻拍の 1 例

循環器内科
友松敏郎、曽根孝仁、坪井英之
森島逸郎、上杉道伯、森田康弘
吉田路加、寺田和始、猪飼佳弘
柴田直紀、都築一仁
日本循環器学会東海地方会
　平成 26 年 7 月　岐阜

　31 歳女性、修正大血管転位（cTGA）に合併した失
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神を伴う発作性上室性頻拍。下位共通路を伴う slow-
fast AVNRT と診断した。僧房弁（MA）輪前壁に左
脚電位は認められたが、右房、左房、三尖弁輪（TA）
にも His は記録できなかった。右房後中隔から前中隔
の通電は無効であった。I 度房室ブロックを考慮しペ
ースメーカーを留置し、薬物療法を強化したが、妊娠
を契機に頻拍発作が増悪し流産。再セッションでは、
TA, MA の通電は無効。肺動脈弁直下左室流出路に
明瞭な His 電位を認め、同部の通電で房室ブロックを
作成した。cTGAに合併したAVNRTの報告は少なく、
文献的考察を含めて呈示する。

Negative Impact of ECG-Estimated 
Myocardial Scarring on the Long-
Term Prognosis of the Patients with 
Implanted CRT Devices.

循環器内科
友松敏郎、坪井英之、森島逸郎
上杉道伯、森田康弘、吉田路加
寺田和始、猪飼佳弘、都築一仁
柴田直紀
第 29 回日本不整脈学会
　平成 26 年 7 月　東京

Objective:Large amounts of scar may directly 
prevent cardiac resynchronization therapy （CRT）
-induced left ventricular （LV） reverse remodeling. 
The aim of the study was to elucidate the prognositic 
significance of the Selvester QRS-score （SS）, a 12 -
lead ECG-based estimates of proportion of myocardial 
scarring to whole LV, in CRT patients.
Methods:A total of 68 consecutive patients with 
implanted CRT devices （age 69 ± 11 years old; 
men, 74 %; ischemic cardiomyopathy, 29 %） were 
studied. SS was determined based on the index 12 -
lead ECG （5 . 4±3 . 2）. The patients were followed-
up for 38±32 months in terms of cardiac mortality.
Results:Cardiac mortality occurred in 11 patients; all 
the patients died due to pump failure. SS was higher 
in patients with pump failure death than others 

（6 . 5 vs 5 . 2 , p= 0 . 24）. When the patients were 
divided into two groups by the median SS of 4 . 5 , 
the upper half group had 8 . 4 times increased risk of 
pump failure death as compared with the lower half 
group （95% Confidence interval 1 . 1 - 66 . 1 , p= 0 . 04 , 

Cox proportional hazard model）. SS remained as 
a significant predictor of pump failure death after 
adjusting the type of cardiomyopathy.
Conclusions:SS may be a predictor of pump failure 
mortality in patients with CRT devices. 

Paradoxical undersensing of atrial 
electrograms during atrial fibrillation 
in patients with implanted dual 
chamber pacemakers

循環器内科
森島逸郎、曽根孝仁、坪井英之
上杉道伯、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
猪飼佳弘、寺田和始、内藤千裕
柴田直紀、都築一仁
第 29 回日本不整脈学会学術大会
　平成 26 年 7 月　東京

Background:Paradoxical atrial undersensing （PAUS）
, which is an undersensing at a high atrial sensitivity 
and with the return of normal sensing at a lower 
sensitivity during atrial fibrillation （AF）, may be 
caused by repeated activation of the quiet timer 
blanking interval. Although anecdotal cases of PAUS 
have been reported, the setting under which PAUS 
occurs has not been fully investigated.
Methods:Thirty consecutive patients with dual-
chamber pacemakers and AF visiting the device 
clinic were studied （Enpulse 9 ; Adapta 19 ; Kappa 2 

［Medtronic］）. All patients were in sinus rhythm at 
the time of the device implantation. After the atrial 
bipolar sensing threshold was assessed, the atrial 
sensitivity was increased （the value decreased） in a 
stepwise fashion up to the maximum sensitivity to 
determine whether PAUS occurred. 
Results :PAUS occurred in 8 （27 %） patients 

（Enpulse, 3 ; Adapta, 3 ; Kappa, 2）. The sensing 
threshold of the PAUS was 0 . 70mV in 1 , 0 . 35mV 
in 2 , 0 . 25mV in 1 , and 0 . 18mV in 4 patients, which 
indicated that PAUS was avoidable with an atrial 
sensitivity of > 0 . 7mV in all patients. The patients 
with PAUS had a higher minimum atrial amplitude 

（1 . 9±1 . 5mV vs. 1 . 1±1 . 1mV, p= 0 . 03） and a 
shorter maximum atrial cycle length （157± 20ms 
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vs. 196 ± 51 ms, p= 0 . 03） during AF than those 
without PAUS. Conclusions
PAUS can occur in a substantial proportion of 
patients with implanted pacemakers during AF. The 
knowledge of PAUS is important in order to optimize 
the pacemaker function. Proper sensitivity settings 
are necessary to avoid PAUS, especially in patients 
with a high sensed atrial amplitude and short atrial 
cycle length during AF. 

Low Incidence of Arrhythmic Death 
in the 3-Month Post Infarction 
Period in Japan:Is the Role of 
Wearable Cardioverterdefibrillators 
Limited in This Setting?

循環器内科
猪飼佳弘、森島逸郎、坪井英之
上杉道伯、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 29 回日本不整脈学会学術大会
　平成 26 年 7 月　東京

Background;Current device guidelines in USA 
require waiting period of 3 months before implanting 
ICDs in revascularized post myocardial infarction 

（MI） patients; a wearable cardioverterdefibrillator 
（WCD） plays an important role to treat fatal 
ventricular arrhythmias （VA） during the period. 
However, the future role of WCD in this setting in 
Japan has not been well estimated. Methods and 
Results;Consecutive 503 patients with acute MI （502 
patients with recanalization therapy） were studied 
in terms of VA death from the disease onset until 
90 days with no patient on ICD or WCD. During 
the index in-hospital period of 22&plusmn; 24 days, 
17 （3 . 4%） patients had VAs requiring electrical 
cardioversion to terminate and 9 （1 . 8%） patients 
had VA death. On discharge, 22 patients （4 . 4%） 
showed left ventricular ejection fraction （LVEF） 
&lt; 35 %; 24 patients （4 . 8 %） had LVEF&gt; 35 
and &lt 40 %. After discharge, only one patient 

（0 . 2 %） with LVEF 39 % and without previous 
VAs during hospitalization died suddenly, and 

no patient experienced VAs requiring electrical 
cardioversion to terminate. In total, ten arrhythmic 
deaths （2 . 0%） occurred on days 0 , 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 
13 , 19 , and 48 .Conclusions;The very low incidence of 
VA deaths after discharge （0 . 2%）, which may be 
due to relatively long hospital stay and a very high 
revascularization rate, suggests that limited number 
of post-MI patients with the highest risk may benefit 
from WCD in Japan.

Superiority of Proximal Protection 
as Antiembol ic System during 
Carotid Artery Stenting is Limited to 
Condition of Suppressed Collagen-
induced Platelet Aggregatoion.

循環器内科
寺田和始、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
内藤千裕、猪飼佳弘、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 23 回日本心血管インターベンション
治療学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

Background;Proximal protection （Prox-Protection） is 
considered the most efficacious protection to prevent 
the ischemic events （IE） during carotid artery 
stenting （CAS）. However the association with 
platelet aggregation （PA） has not been investigated. 
Method;To evaluate preoperative PA, we measured 
collagen-induced PA activity by modified screen 
filtration pressure method prior to undergoing 
CAS. Platelet aggregatory threshold index （PATI: 
collagen）, which is the amount of collagen necessary 
to induced 50% aggregation, was determined. 27 
patients undergoing CAS with Prox-Protection 

（flow-reversal system）. Median PATI of collagen 
（collagen-PATI） was 2 . 0&mu;g/ml. Stratified by 
collagen-PATI &gt; 2 . 0 &mu;g/ml=H, collagen-
PATI &lt; 2 . 0&mu;g/ml=L. Compared IE during 
CAS among 2 groups; H group（N= 12）, L group

（N= 15）. IE was defined as any stroke, angiographic 
embolism, high intensity area on diffusion MRI at 
a day after the CAS. Result; Rate of IE in H group 
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was significantly lower than in L group （8 . 3% vs. 
46 . 7%, P= 0 . 04）. Collagen-PATI in Prox-Protection 
with IE was significantly lower than in Prox-
Protection without IE （1 . 4&plusmn; 0 . 5&mu;g/
ml vs. 2 . 2 &plusmn; 0 . 8 &mu;g/ml, P= 0 . 03）. 
Conclusion;Prox-Protection offers the advantages 
under the condition of suppressed collagen-induced 
PA.Maybe, we can prevent IE by increase the 
dosage of aspirin according as PA monitoring or 
use of new technique such as seat-belt and air-bag 
technique.

A Case of restenosis after Carotid 
Artery Stent ing for a subtotal 
occlusion with Carotid Wallstents 
due to shortening of stents

循環器内科
寺田和始、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、井上陽介、吉田路加
古田竜平、友松敏郎、内藤千裕
猪飼佳弘、柴田直紀、都築一仁
曽根孝仁
第 23 回日本心血管インターベンション
治療学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

A 65 -years-old man with asymptomatic carotid 
artery subtotal lesion was followed for angina 
pectoris post percutaneous coronary intervention. 
A Carotid Artery Stenting（CAS） procedure was 
performed under local anesthesia with proximal 
protection devices. Stent deployment was performed 
self-expandable Carotid Wallstents 6 . 0 / 22 mm 
and 10 . 0 / 31mm and coronary bare metal stent

（BMS） 3 . 0/ 30mm. Six months after the operation, 
the patient underwent cranial digital subtraction 
angiography （DSA） follow-up; Carotid Wallstents 
were found to have shortened and there was 
restenosis due to the gap between two these stents. 
CAS was performed to this restenosis again with 
proximal protection devices. There were intimal 
hyperplasia within the stent. Stent deployment was 
performed Carotid Wallstent 6 . 0/ 24mm to this gap 
between two these stents. And then, we performed 
ballooning to distal edge restenosis of coronaryBMS. 
After the ballooning, distal edge was dissected, so we 

deployed BMS 2 . 75/ 24mm.  After the CAS, there 
were no neurological complications. In cases of CAS 
using the Carotid Wallstent, we should be alert to 
possible shortening of the stent.

Platelet Aggregation before and 
after Coronary Stent Implantation

循環器内科
森田康弘、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、井上陽介、吉田路加
古田竜平、友松敏郎、寺田和始
内藤千裕、猪飼佳弘、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 23 回日本心血管インターベンション
治療学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

Aim and Methods: Platelet aggregation is known 
to be influenced many factors  such as percutanous 
coronary intervention （PCI）. To elucidate which 
factor during PCI associates platelet aggregation 
activity, we evaluate ADP induced  platelet 
aggregation measured by modified screen filtration 
pressure with whole blood before and after staged 
PCI. Platelet aggregatory threshold index （PATI）, 
which is the amount of ADP necessary to induced 
50 % aggregation, was determined. Delta-ADP 
was defined as before-after difference of PATI. 
Result: We follow up 1422 cases with successful 
stent implantation. 1056 （74 . 2 %） were male, 
69 . 3 +/- 9 . 8 years old, 508 （35 . 7 %） of target 
lesion were left anterior descending artery （LAD）, 
349 cases had bifurcation lesions. 1 . 32 +/- 0 . 63 
stents were implanted, and mean stent length was 
28 . 8 +/- 16 . 8 mm. PATI for ADP before PCI is 
significantly lower than after PCI （6 . 74+/- 5 . 18uM 
v.s. 8 . 64+/- 5 . 31uM, p= 0 . 001）. The longer stenting 
induced lower delta PATI （r=- 0 . 97 ,p&lt; 0 . 001）, 
bifurcation lesion group had significantly lower delta 
PATI （1 . 03+/- 4 . 95 v.s. 2 . 18+/- 4 . 71 ,p&lt; 0 . 001）
Conclusion: ADP induced platelet aggregation is 
depress after PCI. Maybe, when severe stenosis was 
resolute, platelet was no longer under activation. 
But in case, such as long stenting or bifurcation 
technique, platelet aggregation still under activation 
the day after PCI.
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A case report of Baremetal Stent's 
early restenosis after Implantation 
in Chronic Occlusion of Sirolimus 
Eluting Stent with Aneurysm

循環器内科
森田康弘、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、井上陽介、吉田路加
古田竜平、友松敏郎、寺田和始
内藤千裕、猪飼佳弘、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
第 23 回日本心血管インターベンション
治療学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

A 71-year-old woman with in-stent total occlusion 
with peri-stent coronary artery aneurysm, months 
after implantation of sirolimus eluting stent. 
Collateral flow is in aneurysm. Although there 
are no guidelines on how to treat such lesions, 
we decided to optimize stent apposition as far as 
possible using intravascular ultrasound （IVUS） and 
optical coherence tomography （OCT） guided balloon 
angioplasty, and cover the entry to aneurysm with 
bare-metal stent lifelong dual antiplatelet therapy 
was recommended. The final angiogram, IVUS and 
OCT revealed excellent results. Three months later 
the patient complained of chest pain. The coronary 
angiogram and IVUS examination revealed in-
stent restenosis. OCT examination revealed not 
thrombosis, but neointimallesion. We underwent 
balloon angioplasty only in that time.What strategy 
should we adopt for this case? We discuss some 
strategies from case report.

房室弁輪周囲の通電が無効であった
修正大血管転移に合併した房室結節
回帰頻拍の一例

循環器内科
森 島 逸 郎
第 26 回カテーテルアブレーション委員会
公開研究会
　平成 26 年 10 月　新潟

　挙児希望の 31 歳女性、修正大血管転位（S.L.L.）で

三尖弁輪縫縮術の既往あり。失神を伴う発作性上室性
頻拍を繰り返すためカテーテルアブレーションとなっ
た。僧房弁輪（MA）前中隔に左脚電位（LB）を認
めたが、ヒス束（His）電位は、MA、三尖弁輪（TA）、
冠静脈洞（CS）、冠動脈洞、右房、左房のいずれにお
いても記録されなかった。前方結節と後方結節間を回
る頻拍は否定され、下位共通路を伴う前方結節の房室
結節回帰頻拍と診断した。slow pathway アブレーシ
ョンの方針とし、解剖学的に右房後中隔に通電したが
効果なく、室房伝導最早期を狙った右房中中隔の通電
も無効であった。I 度房室ブロックの存在を考慮し、
ペースメーカーを留置、薬物療法を強化したが発作は
抑制されず、再セッションとした。MA、CS の通電
は、いずれも接合部調律の出現もなく、不成功に終わ
った。妊娠を契機に頻拍発作が増悪し流産となり、房
室ブロック作成を目標とした再々セッションとした。
MA、TA、CS での通電は無効。肺動脈弁直下左室流
出路に明瞭な His 電位を認め、同部の通電で、67 拍
/ 分の接合部調律を伴う完全房室ブロックが作成され
た。現在、妊娠 7 ヶ月で良好な経過である。修正大血
管転位に合併した房室結節回帰頻拍のカテーテルアブ
レーションの報告は少ない。我々の知り得る報告例で
は、全例、房室弁輪で His 電位が記録され周囲の通電
で slow pathway アブレーションに成功している。非
典型的な症例として報告する。

A Case of Women with Fabry 
disease Whose Myocardial 
Hypertrophy May Become Worse 
by Changing Enzyme Replacement 
Therapy

循環器内科
森田康弘、坪井英之、森島逸郎
上杉道伯、井上陽介、吉田路加
曽根孝仁
第 18 回日本心不全学会学術集会
　平成 26 年 10 月　大阪
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多発する PVC により頻脈誘発性心筋
症を起こしカテーテルアブレーショ
ンが奏功した症例

循環器内科
猪飼佳弘、森島逸郎、坪井英之
上杉道伯、森田康弘、井上陽介
吉田路加、古田竜平、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕、柴田直紀
都築一仁、曽根孝仁
日本循環器学会東海地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

腎梗塞と急性動脈閉塞を伴った
大動脈解離の一例

循環器内科
柴田直紀、上杉道伯、吉田路加
坪井英之、森島逸郎、森田康弘
井上陽介、古田竜平、友松敏郎
寺田和始、内藤千裕、猪飼佳弘
都築一仁、曽根孝仁
日本循環器学会東海地方会
　平成 26 年 10 月　名古屋

　47 歳男性、胸痛で受診し検査にて大動脈解離を認
めた。右腎動脈の圧排もあり造影不良を認めた。大動
脈解離に対し緊急手術方針となっていたが、突然左下
肢疼痛を訴えた。膝下動脈以下蝕知不能であり左総腸
骨動脈の血栓閉塞もしくは大動脈解離の偽腔による
圧排を疑い、手術の前に緊急 PPI を行うこととなっ
た。angio で下肢血栓閉塞を認め PPI を施行、右腎動
脈に stent 留置し良好な血流を得て終了した。その後
腎機能や下肢の症状の悪化を認めず、後日 total arch 
replacement を行い退院となった。
　 大 動 脈 解 離 に 合 併 し た 腎 梗 塞 と 下 肢 の
Thromboembolism に対し、早期に経皮的血管内治療
を行うことで機能維持し得た症例を経験した。

ステントグラフト時代における
急性大動脈解離に伴う腎虚血に対する
ベアステントによる血管内治療

循環器内科
吉田路加、都築一仁、柴田直紀
猪飼佳弘、内藤千裕、寺田和始
友松敏郎、古田竜平、井上陽介
森田康弘、上杉道伯、森島逸郎
坪井英之、曽根孝仁
第 55 回日本脈管学会総会
　平成 26 年 11 月　倉敷

【背景】急性大動脈解離の約 30% に臓器虚血を伴い、
その中でも腎動脈の虚血は 7% に起こるとされてい
る。1990 年代より臓器虚血を伴った大動脈解離に対
する血管内治療が行われるようになったが、最近では
ステントグラフトによるエントリー閉鎖が行われる事
が多く、ベアステント単独での治療は多くない。【対
象と結果】2013 年の 1 年間に我々は腎虚血を伴う急
性大動脈解離 6 症例に対しベアステント留置による治
療を行った。年齢は 47 ～ 86（平均 73.3）歳で、男女
比は 1:2 であった。6 症例の内、5 症例は動的閉塞で 1
症例は片側が動的閉塞で、反対側の腎動脈が静的閉塞
であった。動的閉塞の内、2 症例は偽腔拡大による真
腔の圧排から生じた腎虚血であり、他は intimal flap
による分枝入口部の狭窄であった。Intimal flap によ
る腎動脈入口部の狭窄に対しては 4 例とも経カテーテ
ル的開窓術に加え、狭窄した腎動脈へのステント留置
を行った。偽腔拡大に伴う真腔の圧排を生じた 2 症例
に関しては、高齢、認知症、腸骨動脈径が狭小である
ためステントグラフトの適応とならずベアステントを
大動脈に留置し、真腔の血流を改善させた。腎機能は
全例で著明に改善し（平均 Cr3.1 → 0.88mg/dl）、術前
に透析を必要とした 3 症例は全て透析離脱が可能であ
った。片側が静的閉塞であった 1 症例と、発症からス
テント留置までの時間が長かった 1 症例は慢性期に片
側の腎萎縮を認めた。【結語】ステントグラフト時代
に置いても臓器虚血を生じた急性大動脈解離に対しベ
アステントでの治療は良好な結果が得られ、重要な治
療の選択肢の 1 つと考えられた。
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当院で施行した総腸骨静脈完全閉塞
に対するインターベンションの検討

循環器内科
森田康弘、上杉道伯、坪井英之
森島逸郎、井上陽介、吉田路加
曽根孝仁
第 55 回日本脈管学会総会
　平成 26 年 11 月　倉敷

　深部静脈血栓症に対してはカテーテル血栓溶解療法
が行われているが、確立したものはない。今回当院で
浅大腿静脈から総大腿静脈までの血栓閉塞に対して
intervention を加えた 7 例に対して検討を行った。症
例は 24 才から 79 才で悪性腫瘍を合併するものが 2 例
であった。全例下大静脈フィルター留置後に膝窩静
脈を穿刺しバルーン拡張を行っていた。4 名にはステ
ント留置が行われ、10Fr カテーテルによる拡張前の
血栓吸引も 4 例に行われていた。全例に対して術後
の Warfarin 投与が行われていたがウロキナーゼ投与
は 4 例のみであった。2 例において翌日の血管超音波
で再閉塞を認めたが、その 2 例も含めて全例において
慢性期の血流再開を認めた。深部静脈血栓症に対する
intervention には確立した見解はまだない。今回の症
例の手技および経過をもとに至適な治療法を検討した
ので報告する。

出産を目的に修正大血管転移に合併
した難治性房室結節回帰頻拍に対し
て房室結節アブレーションを施行し
た一例

循環器内科
森 島 逸 郎
第 4 回奈良不整脈臨床カンファレンス
　平成 26 年 11 月　奈良

　挙児希望の 31 歳女性、修正大血管転位（S.L.L.）で
三尖弁輪縫縮術の既往あり。失神を伴う発作性上室性
頻拍を繰り返すためカテーテルアブレーションとなっ
た。僧房弁輪（MA）前中隔に左脚電位（LB）を認
めたが、ヒス束（His）電位は、MA、三尖弁輪（TA）、
冠静脈洞（CS）、冠動脈洞、右房、左房のいずれにお
いても記録されなかった。前方結節と後方結節間を回
る頻拍は否定され、下位共通路を伴う前方結節の房室
結節回帰頻拍と診断した。slow pathway アブレーシ
ョンの方針とし、解剖学的に右房後中隔に通電したが

効果なく、室房伝導最早期を狙った右房中中隔の通電
も無効であった。I 度房室ブロックの存在を考慮し、
ペースメーカーを留置、薬物療法を強化したが発作は
抑制されず、再セッションとした。MA、CS の通電
は、いずれも接合部調律の出現もなく、不成功に終わ
った。妊娠を契機に頻拍発作が増悪し流産となり、房
室ブロック作成を目標とした再々セッションとした。
MA、TA、CS での通電は無効。肺動脈弁直下左室流
出路に明瞭な His 電位を認め、同部の通電で、67 拍
/ 分の接合部調律を伴う完全房室ブロックが作成され
た。患者はその後妊娠し、本年 9 月に無事出産に至っ
た。先天性心疾患を持つ患者において、妊娠から出産
に至る間の不整脈発作は、胎児と母体の生命予後に影
響しうる。出産の回避をとる小児科医もあり、どこま
で介入するべきなのか、医療提供者としての倫理につ
いても議論したい。

心臓手術後心房頻拍に対する
カテーテルアブレーション

循環器内科
森 島 逸 郎
第 5 回日本心臓弁膜症学会
　平成 26 年 12 月　東京

　心房頻拍（AT）は、開心術後急性期あるいは遠隔
期にしばしば合併し、重症例では血行動態の悪化を伴
い生命予後に影響する。AT の治療に、薬物療法の効
果は限定的であるのに対し、カテーテルアブレーショ
ンの有効性は確立されている。AT の機序は、大多数
がマクロリエントリーであり、巣状 AT の頻度は低い。
リエントリー回路成立の機序には、心房切開線、術後
の心房線維化、心房拡大などが関与する。最も頻度の
高い AT は、下大静脈 - 三尖弁輪間峡部を必須回路に
含む心房粗動あるいは lower loop reentry であり、次
いで、心房線維化に起因する AT、切開線周囲を旋回
するマクロリエントリー性心房頻拍（incisional AT）
が多く、しばしばこれらは併存する。単純右房切開の
場合、右房内 incisional AT となり、右側左房切開で
あれば、左房天蓋部を含む回路、または僧房弁輪周
囲を旋回する回路をとることが多い。特筆すべきは、
superior trans-septal approach（STA）による両心房
の切開で、STA は、右側左房切開に比べ、術後早期
から有意に AT の合併が多く、かつ洞結節動脈の切
断による洞機能不全が合併しやすい。カテーテルアブ
レーションにおいては、electro-anatomical mapping
で回路を同定した後、切開線から下大静脈、弁輪など
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解剖学的な障壁まで伝導ブロックを作成することによ
り incisional AT は停止し誘発不能となる。MAZE 術
後の AT は冷凍凝固を行った部位の伝導再開に起因
することが多く、伝導ブロックを完成することで治療
可能である。カテーテルアブレーションは、大部分の
ATに有効であるが、STAは催不整脈作用が強いこと、
不完全な冷凍凝固は不整脈基質を形成する可能性があ
ることなど考慮した術式の選択が、AT の予防につな
がる。

左室後側壁の SCAR 境界領域において
Attain Performa の Anodal Capture を
試みた一例

循環器内科
友松敏郎、曽根孝仁、坪井英之
森島逸郎、上杉道伯、森田康弘
吉田路加、寺田和始、猪飼佳弘
柴田直紀、都築一仁

臨床工学技術部
小山富生、辻　善範
デバイスアンドリズムコントロール研究会
　平成 26 年 12 月　名古屋

左室 4 極リード両端電極間の高出力
双極ペーシングにより左室多点ペー
シングと同等の心臓再同期療法急性
効果を確認しえた一例

循環器内科
友松敏郎、曽根孝仁、坪井英之
森島逸郎、上杉道伯、森田康弘
吉田路加、寺田和始、猪飼佳弘
柴田直紀、都築一仁

臨床工学技術部
小山富生、辻　善範
デバイス関連冬季大会
　平成 27 年 2 月　東京

【背景】左室 scar は CRT 効果を限定する要因とな
り、 そ の 対 策 に 左 室 multi-site pacing（MP） の 有
用性が示唆されている。左室 4 極リード（Attain 

Performa4298 [Medtronic]）の遠位電極を陰極、近位
電極を陽極（極間 43mm）とする高出力ペーシングを
行い MP と同様の効果を期待した。【症例】虚血性心
筋症 + 僧房弁置換術後。左室駆出率 20%、洞調律＋
左脚ブロック（QRS148ms）、NYHA III。MRI で左
室全周性の壁菲薄化と後側壁の遅延造影あり。左室
リードを lateral vein の基部から中部に留置し、CRT
急性効果を 100ppm での左室 max dp/dt（mmHg/s）
の変化で評価。AAI 770、DDD RV only pacing 690、
RV+LV1 pacing 900、RV+LV4 pacing 950。さらに
RV と LV1 と LV4 の各単極ペーシングで 1,030 と MP
の効果を認めた。RV+LV1（陰極）LV4（陽極）の双
極ペーシングで、低出力時には 950 であったが、高
出力時には 1,040 と再現性を持って増加し、左室収縮
期圧は 8mmHg 増加、QRS 幅は 20ms 短縮。【結語】
LV1-LV4 間の高出力双極ペーシングで意図的陽極捕
捉を加えることにより MP と同様の CRT 効果が得ら
れることが示された。

〔シンポジウム〕

Cardiogenic shock and out-of-
hospital cardiac arrest complicating 
acute coronary syndrome in district 
general hospitals

循環器内科
吉田路加、都築一仁、柴田直紀
猪飼佳弘、内藤千裕、寺田和始
友松敏郎、古田竜平、井上陽介
森田康弘、上杉道伯、森島逸郎
坪井英之、曽根孝仁
第 23 回日本心血管インターベンション
治療学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

Background: Recently, in capital territory, the system 
of emergency service was arranged, and patients 
with severe condition are often transferred to 
tertiary medical center and evaluated by a specialist 
from the beginning. However, in local city, the 
system is not yet organized adequately, and even in 
tertiary medical center, the patients who transferred 
to emergency room （ER） are ranging from mild to 
very severe. In this report, we examined myocardial 
infarction （MI） patients with cardiogenic shock 
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（CS） in core hospitals at local area. Method and 
result: Among 905 MI patients who transferred to 
our hospitals from January 2011 to December 2013 , 
98 CS and 83 out-of-hospital cardiac arrest patients 
were examined. With out-of-hospital cardiac arrest 
patients, mean age was 64 . 9± 13 . 2 y.o. and 81 . 0% 
were male. In-hospital mortality was 38 . 6%. The 
timing of resuscitation was very linked to mortality; 
before arrival to hospital mortality was 11 . 4%, at 
ER it was 53 . 9% and it was 80% in those who could 
not be resuscitated at ER. And also, the mortality 
was 35% in those who had bystander CPR compared 
with that of 52 . 4% in those who had no bystander 
CPR. With CS patients, mean age was 70 . 9± 12 . 1 
y.o., and male gender was 77%. Mean time from 
symptom onset to visit was 543 . 9 min and door-
balloon was 107min. Mean systolic BP at the arrival 
to hospital was 81mmHg and in-hospital mortality 
was 35 . 4%. IAPB was used in 77 . 8% of patients 
and PCPS was used in 24 . 3%. The factors associated 
with in-hospital mortality were LMT culprit lesion 

（OR 3 . 1 , P= 0 . 03）, usage of thrombectomy device 
（OR 0 . 41 , P= 0 . 02）, PCPS （OR 12 . 0 , P< 0 . 0001）, 
final TIMI 3 flow grade （OR 0 . 31 , P< 0 . 0001）, peak 
CKMB （OR 2 . 27 , P< 0 . 0001）, peak CK （OR 2 . 82 , 
P< 0 . 0001）. The usage of IABP and timing of 
IABP was not associated with in-hospital mortality. 
Also, time from onset to visit was not related to 
mortality. Conclusion: It is a matter of common 
sense, yet further enlightenment of bystander CPR 
was essential to care of out-of hospital cardiac arrest 
patients and careful revascularization aimed final 
TIMI 3 grade flow, rather than quick procedure, 
were important to increase survival rate of CS.

〔パネルディスカッション〕

最新の心不全治療について

循環器内科
坪 井 英 之
名古屋心不全研究会
　平成 26 年 11 月　名古屋

当科における食物アレルギー児に対
する経口食物負荷試験の臨床的検討

小 児 科
鹿野博明、藤井秀比古、沼田侑也
野村羊示、伊藤貴美子、岩田晶子
中嶋義記

平野総合病院　小児科
近藤富雄
第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会
　平成 26 年 5 月　京都

【目的】当科における食物アレルギー児に対する経口
食物負荷試験（負荷試験）を実施した症例について臨
床的に検討する。【対象および方法】食物アレルギー
により当科通院中の患者で、2013 年中に負荷試験を
実施した 91 例、のべ試験回数 115 回を対象とした。
患者背景、原因抗原、合併症などについて検討した。

【結果】対象の年齢は 1 歳 0 か月から 11 歳 4 か月、平
均 3 歳 8 か月、性別は男子 60 例、女子 31 例であった。
対象期間中の試験回数は 1 回が 72 例、2 回が 15 例、
3 回が 3 例、4 回が 1 例であった。抗原別の平均年齢
は、鶏卵および加工食品が 3 歳 8 か月、牛乳・乳製品
3 歳 6 か月、小麦 5 歳 7 か月、大豆 2 歳 1 か月であっ
た。あらかじめ入院で実施したもの、負荷試験後にア
レルギー症状出現のため入院となったものは 32 例で
あった。抗原別の陽性回数 / 検査回数（陽性率）は、
鶏卵および加工食品が 28 回 /74 回（38％）、牛乳・乳
製品 6 回 /16 回（38％）、小麦 9 回 /14 回（64％）、大
豆 2 回 /4 回（50％）、その他 0 回 /7 回（0％）であり、
小麦の陽性率が高かった。鶏卵および加工食品のうち、
加熱全卵（卵白のみの負荷を含む）は 43 回あり、負
荷試験後にアレルギー症状を認めたものは 20 回であ
った。【考察】鶏卵は加工品または卵黄から負荷試験
を行った症例がみられ、検査回数が多くなったと推定
された。小麦では平均年齢、負荷陽性率が高く、負荷
試験の実施には、他の食品に比べ注意が必要であると
考えられた。【結論】当科での負荷試験は、鶏卵およ
び加工食品を最多として、種々の抗原を対象に実施さ
れていた。鶏卵、牛乳、大豆に比べ小麦では耐性の獲
得が難しいことが示唆された。
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集中困難を主訴に来院し
読み検査課題を評価した 1 例

小 児 科
川合裕規、藤井秀比古、福岡明日香
本部和也、福富　久、伊藤貴美子
鹿野博明、岩田晶子、中嶋義記

関ヶ原病院　リハビリテーション科
山口清明
第 261 回日本小児科学会東海地方会
　平成 26 年 5 月　長久手

　不注意・多動を主訴とする学童には、読み書きの困
難さを伴う例が多い。今回、集中困難を主訴とした
児に、特異的発達障害のガイドライン（稲垣ら 2010）
に基づく読みと算数検査課題を施行した。症例は 10
歳男児。宿題に時間がかかることを主訴に、当科を受
診した。在胎 39 週、体重 2685g、周産期に異常なく、
乳幼児健診で発達の偏りの指摘はなかったが、迷子に
なりやすいなど幼児期の多動に気づかれていた。発達
評 価 で は WISC-III；FIQ88/VIQ94/PIQ85、PARS；
幼児期ピーク 0 点であった。単音連続読み検査 38 秒

（+1.3SD）、単語速読検査 34 秒（+1.7SD）、非単語速
読検査 64 秒（+2.0SD）、短文速読検査（-0.7SD）と、
非単語速読時間が有意に延長していた。算数課題は、
ほとんど間違いがなかった。読み検査課題は、課題遂
行の困難さが定量化でき、児の行動評価に有用であっ
た。

無 熱 性 け い れ ん を 主 訴 に 受 診 し、
PAX2 遺伝子変異を有する腎コロ
ボーマ症候群と診断された 1 例

小 児 科
岩田晶子、沼田侑也、野村羊示
伊藤貴美子、鹿野博明、藤井秀比古
中嶋義記

金沢大学付属病院　眼科
桜井真由美、東出朋巳

金沢大学付属病院　循環器科
古市賢吾、和田隆志

信州大学医学部病理学教室
重松秀一
第 49 回日本小児腎臓病学会学術集会
　平成 26 年 6 月　秋田

【はじめに】PAX2 遺伝子は、胎生期に眼、聴覚器、
中枢神経系、泌尿生殖器系（腎、尿管、性器）の発生
過程に関与し、同部位の異常は、視覚器、聴覚器、中
枢神経系のミエリン形成化障害を引き起こし、同部位
の形態、機能異常の原因となることがしられている。
腎コロボーマ症候群は　PAX2 遺伝子の異常により発
症する疾患で、視神経乳頭と腎の発生障害が認められ
る。今回われわれは、無熱性けいれんを主訴に受診し、
新規の PAX2 遺伝子変異を有する腎コロボーマ症候
群と診断された 1 例を経験した。【症例】11 歳男子。
過去に学校検尿での異常の指摘はなかった。平成２２
年７月、睡眠中に呼吸抑制を伴い顔から始まる無熱性
のけいれんを認めたため当院救急外来に救急搬送され
た。受診時には蛋白尿（2 ＋、693mg/Cre）と軽度腎
機能（BUN14.3mg/dl、Cre　0.81mg/dl）障害を認め
た。超音波検査にて腎臓の輝度の増加と低形成も認め
た。腎生検では巣状糸球体硬化症の所見がみられた。
　眼科的には、先天性眼振（両眼）　右外斜視　両視
神経形成不全がみられた。その後無熱性けいれんが再
度あり、脳波異常もみられたため、局在関連てんかん
として治療開始となった。家族歴にも腎疾患があり、
眼科的にも腎コロボーマ症候群に合致する所見であっ
たため、PAX2 遺伝子解析を依頼したところ、新規の
変異を認めた。その後 3 年経過しているが、現在腎機
能は（BUN22.6mg/dl、Cre　1.38mg/dl）で、保存的
に経過をみている。【考察】本症例は腎機能障害は軽
度であり、今回の診断のきっかけとなったのは、無熱
性けいれんでの受診であった。ただ、家族歴では腎疾
患があり、現在も腎機能障害は徐々に進行しているの
で、今後も慎重なフォローは必要である。

13 歳で発症した不全型川崎病の 1 例
―当院で経験した
　　　年長例の検討も含めて―

小 児 科
本部和也、藤井秀比古、川合裕規
福富　久、伊藤貴美子、鹿野博明
岩田晶子、中嶋義記
第 7 回岐阜免疫・感染・川崎病研究会
　平成 26 年 7 月　岐阜
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小児行動発達外来における
不登校例の臨床的検討

小 児 科
藤井秀比古、福岡明日香、川合裕規
本部和也、伊藤貴美子、鹿野博明
岩田晶子、中嶋義記
第 50 回中部日本小児科学会
　平成 26 年 8 月　松本

　小児科医がかかわる不登校の臨床的特徴を知るため
に、2013 年に行動発達外来に受診した 160 例中、不
登校 24 例について検討した。平均年齢 11 才、男子 9
例、女子 15 例、身体症状の合併は 8 例であった。併
存疾患として、腎、内分泌、アレルギーなどの慢性疾
患が 9 例であった。小児科に受診する不登校の臨床病
型は、①心身症としての症状をもつ例、②発達の課題
をもつ例、③抑うつなどの精神疾患を疑う例に分類す
ることが評価に有用である。

当科におけるてんかん診療について

小 児 科
鹿 野 博 明
西濃てんかん診療研究会　学術講演会
　平成 26 年 9 月　大垣

【目的】当科で診療している小児のてんかん患者につ
いて薬物療法を中心に検討する。新規てんかん薬であ
る LEV 処方例について検討する。【対象・方法】当
院通院中のてんかん患者で、2013 年 8 月から 2014 年
7 月に抗てんかん薬の処方を行った 195 例。抗てんか
ん薬の処方を行っていない症例は含まない。診療録よ
り患者背景、診断名、抗てんかん薬の種類について検
討した。【結果】対象の平均年齢は 12 歳 1 か月、男性
106 例、女性 89 例であった。8 歳から 17 歳が多く、
18 歳以上が少なかった。診断名は、特発性全般てん
かん 30%、部分てんかん 38%、症候性全般てんかん
15%、部分てんかん 15% であった。処方数は 1 剤 133
例（68.2%）、2 剤 47 例（24.1%）、3 剤以上は 15 例（3.6%）
であった。対象に、のべ 280 種の抗てんかん薬が処方
されており、種類・症例数は、VPA　109 例（55.9%）、
CBZ　79 例（40.5%）であった。新規抗てんかん薬
は、LTG 14 例、LEV 11 例、TPM 2 例であった。単
剤投与例は 195 例中 136 例あり、VPA 78 例（58.6%）、
CBZ 43 例（32.3%）であった。2 剤は 47 例、VPA 22
例（46.8%）、CBZ 28 例（59.6%）、3 剤 は 8 例、4 剤

は 6 例であった。LEV は 11 例（5.6%）に処方され、
平均年齢は、11 歳 9 か月であった。CBZ が 6 例に併
用されていた。11 例中 6 例が有効であった。診断別
では症候性部分てんかん 7 例（有効 4 例）、Lennox 
Gastaut症候群2例（有効1例）、欠神てんかん1例有効、
特発性部分てんかん 1 例無効であった。LEV は 11 例
で投与され、約半数で有効であった。当科では 3 剤目
以降の処方される例が多く、難治例であるため、有効
例が少なかったと考えられた。【考察および結論】18
歳以上の当科への通院者は少なく、18 歳までに治療
を中止できるか、神経内科・精神科などへ紹介された
と考えられた。治療内容は、1 剤または 2 剤で治療さ
れており、3 剤以上処方されている例や新規抗てんか
ん薬が必要となる症例は少なかった。従来からある薬
剤が有効に処方されていたと考えられた。

人工呼吸管理を必要とした
Guillain-Barre 症候群の 1 小児例

小 児 科
川合裕規、鹿野博明、本部和也
伊藤貴美子、岩田晶子、藤井秀比古
中嶋義記
　第 165 回岐阜県小児科懇話会　
　平成 26 年 9 月　岐阜

【症例】8 歳男児。入院一週間前より軽度の嘔気と頭
痛を自覚し近医受診していた。第 1 病日、朝より急な
歩行障害と呼吸苦あり。下肢優位に左右対称性の四肢
筋力低下があり、腱反射は減弱。Guillain-Barre 症候
群（GBS）として免疫グロブリン大量静注療法（400mg/
kg/day 5 日間）を開始した。第 2 病日、呼吸浅く、
喀痰自己排泄困難、SPO2 低下みられたために気管内
挿管し ICU にて人工呼吸器管理を行った。第 4 病日、
運動神経伝導検査にて潜時延長や筋活動電位の低下あ
り。GBS と確定診断に至った。第 5 病日より覚醒し
下肢を動かすようになった。腱反射も戻ってきたた
めに第 7 病日に抜管した。抜管後の髄液検査にて細
胞数 6 個 / μ L、糖 74mg/dl、蛋白 308mg/dL と蛋白
細胞解離を認めている。以降呼吸状態の悪化はなく、
Hughes の機能障害スケールで 5 度から 0 度へと改善。
治療として免疫グロブリン大量静注療法が奏功し既存
の報告と比べても良好な経過をたどった。他施設にお
ける症例報告を交えて文献的考察も含め報告する。
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診断に難渋したセレスタミン長期内服
による医原性副腎機能低下症の 1 例

小 児 科
沼田侑也、伊藤貴美子、中嶋義記

岡崎市民病院　小児科
前田剛志
第 48 回日本小児内分泌学会学術集会
　平成 26 年 9 月　浜松

【はじめに】セレスタミン長期内服により医原性副腎
機能低下を来たす可能性は知られており、医原性副腎
機能低下症や低血糖、成長障害を生じた報告が散見さ
れる。【症例】2 歳男児。周産期の異常指摘なし。無
熱性痙攣の為近医を受診し、血糖 19 mg/dL の低血糖
を認めたため、後日紹介にて当科初診。母からの問
診で既往歴や服薬歴は特になし。空腹時血糖 93 mg/
dL、 インスリン過分泌なし。ACTH 1.0pg/mL 以下、
コルチゾール 0.2 µg/dL 以下と低値だった。また -3.0 
SD の低身長であり、有意語はなく、言葉の発達の遅
れを認めた。CRH 負荷試験で ACTH は前値 1.0pg/
mL 以下、ピーク値 9.1 pg/mL（90 分）、コルチゾー
ルはピーク値 0.7 µg/dL（120 分）であり、ACTH 分
泌不全があると考えコルチゾール内服を開始した。そ
の他の下垂体前葉ホルモンの評価に異常はなかった。
しかし、インスリン負荷試験の ACTH 前値は 10.4 
pg/mL, ピーク値は 31.6 pg/mL（30 分値）であり、
前回の検査との矛盾が生じた。今一度母に健康食品や
塗布剤を含めたステロイドの摂取歴や既往歴を確認し
たが明らかにはならなかった。しかし、後日病状説明
の為に来院した父の話から何らかの内服薬があること
が発覚し、すべての受診医療機関から得た受診歴と内
服歴の情報提供により産院と近医耳鼻科でセレスタミ
ンが生後 1 ヵ月頃より頻繁に処方されていたことが判
明した。生理的コルチゾールの 2-3 倍量に相当するセ
レスタミンを長期間断続的に内服しており、中止によ
り副腎皮質機能低下をきたしていたものと考えられ
た。内服中止後の副腎皮質機能は正常であり、身長も
-1.85SD までキャッチアップ、言語発達も改善してい
る。【結語】母がステロイド剤を内服している自覚が
なく、お薬手帳も使用していなかったため長期間断続
的なセレスタミン内服による医原性副腎機能低下症の
診断に難渋した。

人工呼吸管理を必要とした
Guillain-Barre 症候群の 1 小児例

小 児 科
川合裕規、鹿野博明、本部和也
伊藤貴美子、岩田晶子、藤井秀比古
中嶋義記
第 262 回日本小児科学会東海地方会
　平成 26 年 10 月　豊明

【症例】8 歳男児。入院 7 日前より軽度の嘔気と頭痛
を自覚し近医受診していた。第 1 病日、歩行障害と呼
吸苦を主訴に当科受診。下肢優位に左右対称性の四肢
筋力低下を認め、腱反射は減消失していた。Guillain-
Barre 症候群 (GBS) と診断して免疫グロブリン大量静
注療法 (400mg/kg/day5 日間 ) を開始した。第 2 病日、
呼吸浅く、喀痰自己排泄困難、SPO2 低下みられたた
めに気管挿管し ICU にて人工呼吸器管理を行った。
第 4 病日、運動神経伝導検査にて潜時延長および筋活
動電位の低下あり。GBS と確定診断した。第 5 病日
より症状は改善し、第 7 病日に抜管した。第 10 病日
の髄液検査にて蛋白細胞解離を認めた。人工呼吸管理
を必要とする重症例であったが、免疫グロブリンが有
効であり、投与後の呼吸状態の悪化はなく、経過は良
好であった。文献的考察も含め報告する。

当科で過去 5 年間に経験した
上部尿路感染症の臨床的検討

小 児 科
山本和宏、岩田晶子、川合裕規
本部和也、伊藤貴美子、鹿野博明
藤井秀比古、中嶋義記、近藤富雄
第 18 回東海小児感染症研究会
　平成 26 年 10 月　名古屋

【はじめに】上部尿路感染症は小児の発熱性疾患の中
では呼吸器感染症に次いで多い疾患である。中には尿
路奇形や膀胱尿管逆流（以下 VUR）などが潜在して
おり、反復感染により腎瘢痕化をきたす症例もいる。
しかし、小児上部尿路感染症の取り扱いに関しては未
だ議論の多いことろであり、標準化されたプロトコー
ルは存在していない。当科においても、検査の選択や
抗菌薬の予防投与などについては主治医の裁量による
ところが大きいのが現状である。そこで、当科におけ
る上部尿路感染症の入院患児について後方視的に臨床
的検討をおこなった。【対象と方法】発熱があり、カ
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テーテル尿で 104cfu/ml 以上の細菌が存在した症例
を上部尿路感染症と診断し、2009 年から 2013 年の
5 年間に当院小児科に入院した上部尿路感染症例 37
名（男児 18 名、女児 19 名）を対象に、性別・月齢・
VUR を含めた尿路奇形の有無などについて後方視的
に臨床的検討を行った。【結果】月齢は、生後 3 ヵ月
未満が 10.8%（4 名）、1 歳未満が 91.9％（34 名）であ
った。原因菌頻度は Escherichia coli が 892％で最も
多かった。入院中超音波検査を行ったのは 93.8%（31
名）でそのうち 48.4%（15 名）に水腎症が存在した。
また、後日外来で排尿時膀胱尿道造影（以下 VCUG）
が施行されたのは 48.6％（18 名）であり、そのうち
VUR は 38.9%（7 名）に存在した。同様に、当科で
DMSA シンチを施行したのは 18.9％（7 名）であり、
そのうち腎瘢痕がみられたのは 28.6%（2 名）だった。
また、今回の対象患児のうち、2009 年から 2013 年の
5 年間に限らず複数回尿路感染症に罹患している患児
は 27.0%（10 名）であり、超音波で水腎症がみられた
のは 60%（6 名）、また VCUG で VUR が確認できた
ものが 50%（5 名）であった。【考察】今回の臨床的
検討では、画像検査の選択が 1 定でなかったため、画
像検査の適応について再検討が必要と思われた。

急性カルバマゼピン中毒となり、
血液透析濾過と血液吸着療法を施行
した 1 女子例

小 児 科
岩田晶子、沼田侑也、山田佑也
野村羊示、伊藤貴美子、鹿野博明
藤井秀比古、中嶋義記

糖尿病腎臓内科
板野祐也、傍島裕司
第 36 回日本小児腎不全学会学術集会
　平成 26 年 10 月　松江

【はじめに】カルバマゼピンは小児科では、抗てんか
ん薬として処方されることが多い薬物である。しかし
大量服薬によるカルバマゼピン中毒の死亡例の報告も
散見されている。今回我々は、急性カルバマゼピン中
毒となり、血液濾過透析と血液吸着療法を施行した 1
女子例を経験したので報告する。
症例：15 歳女子既往歴：外傷後ストレス障害・解離
性障害の診断で 8 歳時より加療中。現病歴：２日ほど
前より精神的に不安定であり、幻覚・幻聴が強かった。
朝 8:30 頃　母親が普段通りの本人を確認したが、19
時に帰宅したところ、床に倒れている本人を発見し当

院に救急搬送された。現症：意識　GCS 1-1-1、体温
33.2 度、血圧 92/38mmHg、心拍数 83 回 / 分、SpO2  
97%、瞳孔３㎜ /3 ㎜対光反射なし、胸部　心音整、
呼吸音清、腹部　平坦　軟、検査：WBC 21200 /µL、
Hgb14.4 g/dL、Plt28.9 10 ⁴ /µL、AST 61 IU/L ALT 
45 IU/L、LDH 397 IU/L、CPK 8620 IU/L、BUN 
14.0mg/dl、 Cre 1.46 mg/dl、 Na 138 mEq/L、K 5.0 
mEq/L、Cl 94 mEq/L、カルバマゼピン血中濃 36.90
μ g/ml 経過：初診時、薬物を内服してかなり時間が
経過していると思われ、また意識障害があるため胃洗
浄を躊躇していたが、その後もカルバマゼピンの血中
濃度が上昇傾向を示し、乏尿、腎機能も悪化傾向とな
ったため、気道確保し胃洗浄施行後、活性炭・緩下剤
の投与を行い、血液濾過透析と血液吸着療法を施行し
た。翌日より、意識障害・全身状態は徐々に改善傾向
となり、神経学的後遺症なく退院となった。【考察】
カルバマゼピンは大量服薬時に消化管からの吸収が遅
延するため、服薬してから時間がたっても薬物が胃内
に残存し、血中濃度の上昇がみられた。胃内容の確認
や、活性炭投与については、早期に行うべきであった
と考えられた。

Lennox-Gastaut 症候群の 2 例

小 児 科
鹿 野 博 明
第 3 回西濃てんかん症例検討会
　平成 26 年 11 月　大垣

【はじめに】Lennox-Gastaut 症候群は小児てんかんの
2 ～ 4％を占め、1 ～ 8 歳（まれに思春期）に発病する。
発作型は強直発作、脱力発作、非定型欠神発作、ミオ
クロニー発作など様々な発作型を合併する。脳波では
発作間欠期の広範性遅棘徐波結合をみとめる。精神遅
滞を伴うことが多い。抗てんかん薬の治療を行っても
発作のコントロールが困難な、難治性てんかんに分
類されている。【目的】当科で診療している Lennox-
Gastaut 症候群を提示し、脳波を中心に検討する。

【症例 1】17 歳男性、妊娠 26 週、胎児エコーで水頭症
を指摘。37 週帝王切開で出生、Apgar 7/8、外表奇形
なし。NICU にて頭部 CT を実施、水頭症と診断され
た。脳神経外科にて VP シャント術を受けた。その後
精神発達遅滞、脳性まひ、てんかんと診断され、抗て
んかん薬開始された。現在 ZNS、PB、ジアゼパムを
頓用しているが、発作は 1 日 1-2 回程度あり、なくな
らない。発作時脳波では、筋電図を伴う、全般的な鋭
徐波複合を認めた。
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【症例 2】6 歳男性、重度仮死、低出生体重児として帝
王切開で出生、NICU へ搬送された（週数不明）。脳
性まひと診断され 1 か月後退院。6 歳時痙攣あり、て
んかんと診断された。小学校は特別支援学校。中学生
の時に Lennox-Gastaut 症候群と診断された。抗てん
かん薬として、PB、VPA、CLB を投与されるが、コ
ントロール不良であった。発作間欠期脳波では全般的
な slow spike and wave complex や fast rhythm を認
めた。高等部卒業後、福祉施設へ紹介した。

【結論】当科で診療している Lennox-Gastaut 症候群
の 2 例は、いずれも重度の精神遅滞を認めた。脳波
では全般的な slow spike and wave complex や fast 
rhythm などの異常を認めた。複数の抗痙攣薬を使用
したが、てんかん発作のコントロールが困難であった。
成人年齢に達した 1 例は、福祉施設利用が必要なため、
神経内科に紹介した。

集中困難を主訴に来院し
読み書き課題検査が行動の評価に
有用であった２例

小 児 科
川合裕規、福岡明日香、本部和也
伊藤貴美子、鹿野博明、岩田晶子
藤井秀比古、中嶋義記
第 112 回日本小児精神神経学会
　平成 26 年 11 月　秋田

小 児 科
川合裕規、藤井秀比古、本部和也
伊藤貴美子、鹿野博明、岩田晶子
中嶋義記
第 3 回岐阜小児科医会
第 43 回西濃小児科医会　学術講演会
　平成 26 年 11 月　大垣

【目的】不注意・多動を主訴とする学童には、読み書
きの困難さを伴う例が多い。集中困難を主訴として来
院した 2 例に対し、特異的発達障害のガイドライン（稲
垣ら 2010）の読みと算数検査課題を施行し、行動発
達の評価に有用であった例を経験した。また療育の前
後で小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW）
を実施し、書字課題の変化を評価したため報告する。

【症例 1】8 歳男児。落ち着きのなさや集中力が続かな
いことを主訴に来院した。健診での指摘はないが、幼
児期からの多動傾向に気づかれていた。発達評価では
WISC-III：FIQ86/VIQ92/PIQ88、PARS； 幼 児 期 ピ

ーク評定１点であった。短文音読検査 31 秒（+5.7SD）
と、有意に延長を認め、算数課題は文章題の理解が困
難であった。現在、通級指導教室にて適応している。

【症例２】10 歳男児。宿題に時間がかかることを主訴
に当科を受診した。周産期に異常はないが、幼児期
の多動には気づかれていた。発達評価では WISC-III;
　FIQ88/VIQ94/PIQ85、PARS；幼児期ピーク評定 0
点であった。単語速読検査（無意味語）64 秒（+2.0SD）
が有意に延長していた。算数課題はほとんど間違いが
なかった。読み書きスクリーニング検査（STRAW）
の書字課題では、書字正確性の低さを示唆する結果が
みられた。作業療法士による感覚と運動刺激を目標と
した療育を実施したところ書字課題の改善を認めた。

【考察】読み検査課題と読み書きスクリーニング検査
は、課題遂行の困難さが定量化でき、児の行動評価や
療育の有効性評価に有用であった。

心理士が介入した入院例の検討

小 児 科
福岡明日香、川合裕規、藤井秀比古
第 112 回日本小児精神神経学会
　平成 26 年 11 月　秋田

【目的】近年、総合病院の小児科において臨床心理士
の介入が求められるようになってきた。それにともな
い、臨床心理士の活動報告は、外来患者の症例報告や
統計調査だけではなく小児科病棟におけるものも注目
を集めている。そこで、総合病院の小児科病棟におい
て臨床心理士がかかわった症例について報告し、その
役割を検討する。【方法】2013 年 4 月から 2014 年 3
月までの一年間に、小児科病棟において臨床心理士が
かかわった患児 11 名を対象とした。電子カルテの情
報をもとに、患児の年齢、性別、病名、臨床心理士へ
の依頼元、依頼内容、臨床心理士のかかわり方等を調
査した。【結果】臨床心理士がかかわった 11 名のうち、
幼児が 1 名、小学生が 5 名、中学生が 5 名であった。
主治医からの依頼は 8 名で、心理面のアセスメントや
心理療法を行った症例が多かった。一方、看護師から
の依頼は 3 名で、心理療法や家族支援を行うとともに、
看護師とミーティングを開き対応に苦慮する患児への
関わり方について助言をおこなった。終末期の家族支
援を行ったのは 2 名であった。【結論】当院の小児科
病棟においては、①心理療法や心理アセスメント、②
対応に苦慮する患児への関わり方についての看護師へ
の助言、③終末期の患児と家族への支援が臨床心理士
の役割として考えられた。
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西濃地区教職員への食物アレルギー
対応研修会アンケート調査の報告

小 児 科
藤井秀比古、鹿野博明、川合裕規
本部和也、伊藤貴美子、岩田晶子
中嶋義記

平野総合病院　小児科
近藤富雄
第 22 回西濃小児アレルギー研究会
　平成 26 年 11 月　大垣

　2014 年度西濃地区（大垣市、養老町、輪之内町）
教職員等 154 名を対象に食物アレルギーへの対応研修
会を開催し、終了後にアンケート調査を行い、以下の
結果を得た。1. 食物アレルギーの相談、対応経験は、
全体の 49％が未経験であった。2、研修会の内容につ
いては、全体の 73％が満足と回答された。3、研修会
参加後の不安の程度は、全体で 78％から 50％に軽減
していたが、保育士・幼稚園教諭では、69％で未だ
何らかの不安が残っていた。4、教職員等に対する食
物アレルギー研修会は有意義であることが確認できた
が、今回のみで十分とはいえず、今後同様の研修会を
継続していくことが必要と考えられた。

血便を主訴に大腸内視鏡検査を行っ
た大腸ポリープの 1 例
－当科での臨床的検討を交えて－

小 児 科
兒玉明里、伊藤貴美子、川合裕規
本部和也、鹿野博明、岩田晶子
藤井秀比古、中嶋義記
第 166 回岐阜県小児科懇話会
　平成 26 年 12 月　岐阜

地域総合小児科医として不登校を診る
ー発達行動の視点をいれた
　　　　臨床病型分類の試みー

小 児 科
藤 井 秀 比 古
第 4 回岐阜こどもの発達研究会
　平成 27 年 1 月　岐阜

　近年、不登校例に発達の課題を持つ例が増えており、
地域総合小児科医として不登校を診る必要がある。当
科を受診した不登校例について発達行動の視点をいれ
た臨床病型分類を試みた。2013 年 4 月から 2014 年 3
月の 1 年間に当科行動発達外来に初診となった 160 例
中、不登校あるいは登校しぶりを主訴に受診した 24
例について主治医と臨床心理士が臨床病型を評価し
た。まず精神行動発達の課題の有る例と無い例の 2 群
に分類した。AD 群は、神経発達障害の診断と精神疾
患の有無を評価した。発達の課題の有る例は、さらに
身体的関与の強い例と、心理的な関与の強い例に分類
できた。環境因子（家族、学校、地域）と個体因子（自
己の葛藤、確立）についても評価した。
　発達の課題の有る 9 例（38％）は、自閉症スペクト
ラム障害 4 例、精神発達遅滞 3 例、統合失調症 1 例、
抑うつ傾向１例であった。発達の課題のない 15 例（62
％）のうち、3 例（起立性調節障害 1 例、慢性腎疾患
2 例、環境因子 8 例、個体因子 4 例）であった。
　小児科に受診する不登校の臨床病型は、発達行動の
課題をもつ例の評価をまず行うことが、地域総合小児
科医として不登校を診る上で有用である。

ECMO で救命しえた重症肺炎の 1 例

小 児 科
本部和也、川合裕規、伊藤貴美子
鹿野博明、岩田晶子、藤井秀比古
中嶋義記
第 17 回岐阜小児感染症懇話会
　平成 27 年 1 月　岐阜
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海綿状血管腫を起因とした
脊髄硬膜外血腫の 1 小児例

小 児 科
川合裕規、藤井秀比古、本部和也
伊藤貴美子、鹿野博明、岩田晶子
中嶋義記

脳神経外科
野田智之、鬼頭　晃
第 167 回岐阜県小児科懇話会
　平成 27 年 3 月　岐阜

【症例】2 歳男児。下肢運動障害や便秘を訴え外来に
て経過観察されていた。呼吸苦と喘鳴を主訴に当科
入院。ICU にて挿管管理されていた。当初 Guillain-
Barre 症候群（GBS）と診断し免疫グロブリン大量静
注療法（400mg/kg/day 5 日間）を 2 回施行するも改
善乏しかった。呼吸状態は改善し ICU 退室するも運
動機能の回復えられず、脊髄 MRI 施行。頸髄に脊髄
硬膜外血腫をみとめ当院脳外科にて血腫除去術施行さ
れた。術中採取された組織より海綿状血管腫が見出さ
れ、これを起因としていると考えられた。脊髄硬膜外
血腫について文献的考察を踏まえながら報告した。

〔セミナー〕

地域総合小児科医として不登校を診る
ー発達行動の視点をいれた
　　　　臨床病型分類の試みー

小 児 科
藤井秀比古、福岡明日香、川合裕規
鹿野博明、伊藤貴美子、岩田晶子
中嶋義記
岐阜こどもの発達研究会（第 4 回）
　平成 27 年 1 月　岐阜

　近年の疾病構造の変化により、地域の小児科医は総
合小児科医として地域保健分野への対応も重要になっ
てきている。従来より不登校は小児科においての診療
対象であったが、不登校例に発達の課題を持つ例が増
えており、その評価の重要性が指摘されている。
　当科を受診した不登校例について発達行動の視点を
いれた臨床病型分類を試みた。2013 年 4 月から 2014
年 3 月の 1 年間に当科行動発達外来に初診となった
160 例中、不登校あるいは登校しぶりを主訴に受診し
た 24 例について主治医と臨床心理士が臨床病型を評

価した。まず精神行動発達の課題の有る例と無い例の
2 群に分類し、身体的関与の強い例、心理的な関与の
強い例、環境因子（家族、学校、地域）、個体因子（自
己の葛藤、確立）についてそれぞれ評価した。小児科
に受診する不登校の臨床病型は、①心身症としての症
状をもつ例、②発達の課題をもつ例、③抑うつなどの
精神疾患を疑う例に分類することが評価に有用であっ
た。

低出生体重児で出生した
先天性心疾患胎児診断 12 例の検討

第２小児科
太田宇哉、郷　清貴、西原栄紀
倉石建治、田内宣生

胸部外科
大河秀行、小坂井基史、横手　淳
横山幸房、玉木修治
第 50 回日本小児循環器学会総会・学術集会
　平成 26 年 7 月　岡山

【背景】先天性心疾患の出生前診断例は重症例が多く
出生後に診断された症例に比べ予後不良な症例も多
い。また、先天性心疾患を持つ低出生体重児の予後は
一般的には不良と報告されている。今回、出生前診断
を行った胎児心疾患例における低出生体重児の予後に
ついて検討した。【方法】2003 年 1 月から 2013 年 12
月の 10 年間に当院で胎児診断し加療を受けた胎児心
疾患 36 例のうち低出生体重児で出生したのは 15 例で
あった。そのうち、致死的染色体異常 3 例を除く 12
例を検討対象とした。検討項目は出生体重、出生週数、
分娩様式、診断名、心外合併症、初回入院日数、転
帰（初回入院時死亡を early death、それ以降を late 
death と定義）につき後方視的に検討した。【結果】
出生体重は 1382-2455g（平均 2008g）、出生週数 30-39
週（平均 36.5 週）であった。分娩様式は帝王切開 5
例、普通分娩 7 例であった。診断病名は PA/VSD/
MAPCA3例、PA/VSD3例、PPA3例、SV/TAPVC1例、
HLHS1 例、TAC1 例であった。心外合併症は胎児水
腫 1 例、十二指腸閉鎖 1 例、鎖肛 1 例、無脾症候群 1
例、22q11.2 欠失症候群 1 例であった。初回入院日数
は 0-231 日（平均 97.3 日）であった。転帰は生存 7 例、
early death3 例（未手術 1 例）、late death2 例であった。

【考察】低出生体重であった心疾患の生存例は 12 例中
7 例の 58.3％であった。これを 2000g 未満として再検
討すると 4 例中 1 例の 25％であった。また、37 週未
満の心疾患での生存例は 5 例中 1 例の 20％であった。
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死亡内訳を検討すると early death 症例では周術期死
亡 2 例、心不全 1 例、late death では PVO1 例、術後
合併症 1 例であった。生存例は肺血流低下群が多く手
術までに体重増加を得ることができた例が多かった、
しかし、心不全に傾いた症例は周術期を乗り越えられ
なかった。帝王切開は 5 例に行われていたが心外合併
症例が多かった。【結論】低出生体重児で出生した先
天性心疾患胎児診断例は予後不良な転帰となる症例が
多い。

無症状で発見された小児孤立性左室
心筋緻密化障害の臨床像

第２小児科
倉石建治、本部和也、郷　清貴
太田宇哉、西原栄起、田内宣生

愛知県済生会リハビリテーション病院　内科
田内宣生
第 50 回日本小児循環器学会
　平成 26 年 7 月　岡山

【背景】左室心筋緻密化障害（LVNC）が西濃地域小
学 1 年の検診で 0.13％に発見されたことを 2009 年
に報告したが、全例今も無症状である。一方無症状
発見例は予後など不明な点が多い。【目的】無症状
で発見された孤立性 LVNC の臨床像を明らかにする
事。【対象】2006 ～ 2013 年に当科で LVNC と診断
した 55 例の内、無症状かつ左室駆出率（LVEF）≧
50% の孤立性 LVNC 45 例（男 31、女 14）。家族歴
有 5 例（LVNC 3、突然死１、心不全１）。発見契機
は検診 29 例 （64%）、川崎病後 6 例（13%）で、診断
時年齢は 1.0 ～ 25.5（中央値 8.9）歳。【方法】後方視
的に検討した。観察期間＞ 1 年の 42 例［観察期間 1.3
～ 7.2（中央値 4.8）年、最終年齢 6.2 ～ 31.5（中央値
13.9）歳］で nonparametric 検定を用いて比較し P ＜
0.05 を有意差ありとした。データは各々中央値 ± 標
準誤差（範囲）で示した。【結果】診断時病変は心尖
部に全例あり他は後壁 9、側壁 2、中隔 2 例と少なか
った。心電図異常は 19 例（右脚ブロック 13、左室肥
大 2、両室肥大 1、QT 延長 1、他 2）、不整脈は 8 例

（心室期外収縮 5、上室期外収縮 2、上室頻拍 1）に
あり悪化なかった。最小 X to Y ratio（XtoY）は診
断時 0.31 ± 0.006（0.19 ～ 0.39）から最終 0.28±0.006

（0.19 ～ 0.35）へ低下した（p ＜ 0.001）。XtoY 低下有
りが 29 例、低下無しが 13 例で、比べると LVEF、診
断時 XtoY、noncompaction score（score） 、観察期
間、最終年齢に有意差はなかった。score は診断時 5

± 0.3（3 ～ 10）から最終 6 ± 0.3（4 ～ 11）へ増加し
た （p=0.01）。score 増加有りは 21 例で、不変 21 例と
比べて LVEF、XtoY、診断時 score 、観察期間に有
意差無く、最終年齢が高い傾向であった（p=0.07）。
LVEF は診断時 69.3 ± 0.9（51.8 ～ 79.4）、最終 68.3±
0.7（53.4 ～ 77.0）% と変化無く、XtoY や score との
相関もなかった。【考察】無症状で発見された LVNC
も経年で非緻密化層が深くなったり広がる症例が見ら
れたが、左室収縮能は保たれていた。さらに長期、多
数例の観察が必要である。

血漿交換が有効だった
幼児拡張型心筋症の 2 例

第２小児科
西原栄起、郷　清貴、太田宇哉
倉石建治

愛知県済生会リハビリテーション病院　内科
田内宣生
第 50 回日本小児循環器学会総会・学術集会
　平成 26 年 7 月　岡山

【背景】拡張型心筋症（DCM）は、初診時既に重篤な
心不全症状を呈していることが多く、従来の抗心不全
治療で改善することが少ない生命予後不良の心筋疾患
である。病因の一つとして抗β 1 アドレナリン受容体
抗体等の抗心筋自己抗体による自己免疫異常が関与し
ていると推測されており、血漿交換療法（PE）や免
疫吸着療法（IAPP） によってこれらの自己抗体を除
去することで心機能が改善する例があり、小児例でも
PE の有効性が報告されてきている。今回我々は、著
しい心不全症状を呈した幼児 DCM2 例に対し PE を
施行し、臨床症状と心機能の改善が得られたので報告
する。【症例 1】1 歳 1 ヶ月 女児。1 歳すぎから頻呼吸
と歩行不能となり、当院入院。心拡大と著しい心機能
低下、呼吸障害あり。経過から DCM と診断しカテコ
ラミン、利尿剤投与開始した。β遮断薬（カルベジ
ロール）投与も開始したが、カテコラミン離脱不能な
ため 99 病日に PE 施行。PE 後、心機能回復傾向もカ
テコラミン減量で心機能悪化するため、ピモベンダン、
デノパミン内服併用しカテコラミン離脱。臨床症状は
NYHA クラスⅣからⅡまで改善し 210 病日退院とな
った。【症例 2】1 歳 1 ヶ月 女児。生後 6 ヶ月頃から
体重増加不良指摘。その後活気不良となり、当院入院。
心拡大と著しい心機能低下あり。経過から DCM と診
断し、カテコラミン、利尿剤投与開始。その後カルベ
ジロール内服も開始。心機能やや改善したがカテコラ
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ミン減量を試みる前に症例 1 における PE の有効性を
考慮し、41 病日に PE 施行。PE 後、徐々に心機能回
復しカテコラミン離脱。臨床症状は NYHA クラスⅣ
からⅡまで改善し 137 病日退院。【考察とまとめ】小児、
特に乳幼児の DCM による難治性心不全患者にとって
唯一有効な治療法である心臓移植は、現在極めて困難
な状況にある。こうした状の中での PE による心不全
治療は有用であると考えられる。

成人期に急速に肺高血圧が進行した
心室中隔欠損症の 1 例

第２小児科
倉 石 建 治
大垣肺高血圧症講演会
　平成 26 年 9 月　大垣

〔シンポジウム〕
第２小児科

倉石建治、太田宇哉、西原栄起
田内宣生
PAH フォーラム 2014
　平成 26 年 11 月　名古屋

当院における在胎 22-24 週の
出生時凝固機能の検討

第２小児科
沼田侑也、稲川明良、野村羊示
田中　亮、兵藤玲奈、見松はるか
伊東真隆
第 166 回 岐阜県小児科懇話会
　平成 26 年 9 月　岐阜

第２小児科
沼田侑也、伊東真隆、野村羊示
田中　亮、兵藤玲奈、太田宇哉
孫田みゆき
岐阜県周産期懇話会
　平成 26 年 11 月　岐阜

【はじめに】超早産児における出生直後の凝固・線溶
系の検査値と脳室内出血（IVH）の関連性を検討した
報告は少ない。また、新生児期とりわけ低出生体重児

の凝固・線溶検査の基準値は設定されていない。【対
象・方法】2013 年 8 月 1 日から 2014 年 9 月 30 日ま
でに当院 NICU で管理を行った在胎 22-24 週の患児。
退院サマリを用いて抽出し、後方視的に検討。IVH
の診断は全例超音波検査で行った。【結果】在胎 22 週
3 名、23 週 3 名、24 週 3 名、25 週 1 名、26 週 4 名、
28､30,32 週がそれぞれ 1 名ずつで、合計 20 名。22 週
3 例全例、23，24 週はそれぞれ 1 名ずつが IVH（grade3
もしくは 4）発症。在胎 22-24 週の 9 名のうち出生直
後に凝固線溶検査を行う事ができていた 8 名を検討。
IVH を生じた症例では PTA、APTT、AT3 の検査値
がより障害されている傾向だった。線溶機能を反映
する FDP、D-Dimer は差がないようであった。凝固
機能と総蛋白や ALB を合わせて比較すると IVH を
生じた症例では TP、ALB ともに低値で、凝固機能
異常の背景に低蛋白血漿がある可能性があった。【考
察】IVH を生じた症例と生じなかった症例には PT、
APTT、AT3 に差があったが、FDP、D-Dimer には
差がなかった。凝固能低下の背景には低蛋白血漿によ
る凝固因子欠乏と産生能が低いことが挙げられる。凝
固因子の補充が IVH の予防に有用かどうかは今後の
検討が必要である。

在胎 33 週から 35 週で出生し呼吸窮
迫症候群を呈した児についての検討

第２小児科
野村羊示、田中　亮、兵藤玲奈
孫田みゆき、伊東真隆
第 59 回日本未熟児新生児学会
　平成 26 年 11 月　松山

【目的】Late preterm を中心とした在胎 33 週以降の
早産児で、酸素投与や人工呼吸管理を必要とする呼
吸障害をしばしば経験する。当院での在胎 33 週から
35 週の入院例より、その危険因子や臨床的特徴を明
らかにする。【方法】2006 年１月から 2014 年 6 月ま
でに当院 NICU に入院した在胎 33 週以上 35 週以下
の児から、新生児仮死、染色体異常、奇形症候群、心
疾患、先天性肺炎を有した症例を除外した 283 例を対
象とした。酸素投与が必要なかった群（A 群 188 例）、
新生児一過性多呼吸と診断され、酸素投与などの一時
的な呼吸管理を行った群（B 群 59 例）、呼吸窮迫症候
群と診断され肺サーファクタント投与を行った群（C
群 36 例）の 3 群に分類し、母体因子や出生後の臨床
症状について検討を行った。【結果】男児の割合は A
群 106 例（56%）、B 群 44 例（75%）で有意差を認め
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た（P=0.014）。在胎週数の中央値は A 群 /B 群 /C 群
で 35 週 3 日 /34 週 5 日 /34 週 1 日で、A 群と比較し
て B 群、C 群で有意に短かった（P=0.007, P=0.000）。
1 分、5 分の Apgar score の中央値は、それぞれ 8（8-9）
/8（7-8）/7（7-8）点、9（9-9）/9（8-9）/8（8-9）点
で B 群、C 群で有意に低値だった。前置胎盤は A 群
で 10 例、B 群で９例、C 群で 9 例が含まれ B 群、C
群で有意に多かった（P=0.022、0.001）。【結論】呼吸
障害を呈した症例は児の未熟性が関連していたと考え
られる。また前置胎盤の母体から出生した児は呼吸障
害を呈する頻度が有意に高く、出生時から呼吸障害を
念頭においた管理が望まれる。

早産児と正期産児における Proton 
MR spectroscopy （MRS）の比較検討

第２小児科
兵藤玲奈

名古屋大学医学部附属病院
総合周産期母子医療センター新生児部門

佐藤義朗、伊藤美春、杉山裕一朗
鈴木俊彦、北瀬悠磨、齊藤明子
近藤大貴、孫田みゆき、村松友佳子
早川昌弘

名古屋大学大学院　医学系研究科　小児科学
城所博之
第 59 回日本未熟児新生児学会
　平成 26 年 11 月　松山

【目的】Proton MR spectroscopy（MRS）は原子核
の共鳴周波数の違いを利用して生体内の分子の種
類、成分濃度を解析する手法である。新生児の脳で
は、成熟に伴って代謝物質が変化することが知られ
ている。今回我々は、早産児と正期産児において予
定日周辺に撮影した MRS を比較した。【方法】対象
は、2010 年～ 2013 年に当院 NICU に入院した出生
体重 1500 ｇ未満の早産児のうち、修正 37 ～ 42 週に
MRS を撮影し、MRI で脳室周囲白質軟化症や重度
の水頭症などの異常を認めず、修正 1 歳時に発達正
常だった 27 例（早産児群）。また、MRS を撮影した
正期産児 15 例を対照とした（正期産児群）。3T MR 
system を使用し、両側白質・視床は multi-voxel 法、
両側海馬は single-voxel 法によって撮影した。関心
領域（ROI）は両側の前頭葉白質、視床、海馬とし、
N-acetylaspartate(NAA)/creatine(Cr)、coline(Cho)/
Cr、NAA/Cho を求め、両群間で比較した。統計に

は Mann-Whitney U 検定を用いた。【結果】対象の在
胎週数は、早産児群、正期産児群で、それぞれ中央値
29.4（範囲 23.7-36.3）週、38.7（37.1-40.4）週、出生体
重は、1157（420-1492）g、3106（1888-3734）g であり、
MRI 撮影時の修正週数は、40.0（37.9-41.7）週、40.4

（38.0-42.3）週だった。NAA/Cho は、右前頭葉白質：
早産児群 0.52（0.10-0.68）vs 正期産児群 0.63（0.27-0.80）

（p<0.01）、左前頭葉白質：早産児群 0.41（0.10-0.68） 
vs 正期産児群 0.49（0.29-0.79）（p ＝ 0.06）、NAA/Cr
は、右前頭葉白質：早産児群 0.97（0.11-1.33） vs 正期
産児群 1.22（0.33-1.46）（p<0.01）、左前頭葉白質：早
産児群 0.69（0.15-1.38） vs 正期産児群 0.93（0.36-1.36）

（p ＝ 0.03）だった。【結論】早産児では、予定日周辺
になっても正期産児と比較して NAA/Cho、NAA/Cr
が低い領域があり、神経成熟の遅れや白質障害を反映
している可能性が示唆された。

環状 15 番染色体 :
r（15）（p12q26.1）の一例

第２小児科
稲川明良、沼田侑也、野村羊示
田中　亮、兵藤玲奈、太田宇哉
孫田みゆき、伊東真隆、西原栄起
倉石建治
第 3 回岐阜県小児科医会 ･
第 43 回西濃小児科医会学術講演会
　平成 26 年 11 月　大垣

【はじめに】環状 15 番染色体：r（15）は、稀な染色
体異常であり世界的に 50 例程度と報告は少ない。低
出生体重、精神遅滞、成長障害をほぼ 100% おこし、
その他に小頭症、特異的顔貌、心奇形、指趾骨の異常、
カフェオレ斑などが報告されている。今回、胎児発育
不全（FGR）で発見され出生後に r（15）と診断した
症例を経験したので報告する。【症例】近医より在胎
30 週 3 日に -4.0SD の FGR で当院に紹介された。胎児
超音波検査で、大血管の走行より両大血管右室起始症、
心室中隔欠損症を疑った。在胎 37 週 3 日に予定帝王
切開施行。出生体重は 1666g、Apgar Score 1 分 3 点
5 分 7 点だった。心臓超音波検査で小さな筋性部心室
中隔欠損、心房中隔欠損、末梢性肺動脈狭窄と診断。
上行大動脈は蛇行していた。小顎、耳介低位、両眼開
離、足趾の重なり、両手指の重なり、短頚の外表奇形
あり染色体異常を疑い染色体検査を行い「46,xx,r（15）

（p12q26.1）」と判明。生直後から呼吸障害あり日齢 2
まで酸素使用した。消化管異常は認めなかったが一時
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的な経口摂取不良があった。日齢 32、体重 2088g で
退院。月齢 3 ヶ月時点で明らかな心不全症状はないが、
哺乳、体重増加ともに不良である。【考察・結語】r（15）
の特異的な症状・予後は明確にはなっていない。本症
例を含め本疾患のデータの蓄積を行い、主要な症状及
びその頻度を明らかにしていくことが今後重要であろ
う。

双胎間輸血症候群受血児に
機能的肺動脈閉鎖を合併した 1 例

第２小児科
沼田侑也、太田宇哉、稲川明良
野村羊示、田中　亮、兵藤玲奈
孫田みゆき、伊東真隆、西原栄起
倉石建治

名古屋大学医学部附属病院　小児科
郷　清貴

長良医療センター　産科
岩垣重紀、高橋雄一郎、川鰭市郎

産婦人科
伊藤充彰
第 116 回東海小児循環器談話会
　平成 26 年 11 月　大府

　TTTS 受血児。胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝
固術施行後、肺動脈閉鎖を疑った。在胎 30 週４日に
供血児の variability 低下に伴い緊急帝王切開で出生し
た。1702g、apgar3/3 点で、日齢１まで人工換気を行
った。生後右室流出路順行性血流を認めず PGE1-CD
を開始。日齢 16 に大腸穿孔と腸管壊死を生じ、緊急
大腸全摘術、回腸瘻造設術を行った。徐々に右室容
積増加、右室流出路順行性血流が出現し、日齢 23 に
PGE1-CD を中止し動脈管は閉鎖した。生後 1 ヶ月で
両側 cysticPVL が出現した。現在 PFO RLshunt ある
が spO2=96-98%。無投薬で退院予定である。

双胎間輸血症候群受血児に
機能的肺動脈閉鎖を合併した 1 例

第２小児科
沼田侑也、太田宇哉、稲川明良
野村羊示、田中　亮、兵藤玲奈

孫田みゆき、伊東真隆、西原栄起
倉石建治

名古屋大学医学部附属病院　小児科
郷　清貴

長良医療センター　産科
岩垣重紀、高橋雄一郎、川鰭市郎

産婦人科
伊藤充彰
第 21 回日本胎児心臓病学会学術集会
　平成 27 年 2 月　東京

【はじめに】双胎児では先天性心疾患の発生頻度は
6-10 倍と高く、双胎間輸血症候群（TTTS）の児では
15-23 倍と報告されている。中でも TTTS 受血児では
心筋肥大、肺動脈弁狭窄・閉鎖が知られている。【胎
児経過】受血児。自然妊娠後、在胎 18 週に TTTS
の診断で当院紹介。胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー
凝固術（FLP）のため他院へ転院。在胎 18 週 4 日に
TTTSstage Ⅱのため FLP 施行。在胎 21 週に右室低
形成、重症肺動脈弁狭窄を認め、動脈管血流は左右と
なった。在胎 22 週と 23 週に供血児に対し胎児輸血施
行後、25 週 4 日に当院転院。胎児超音波検査で右室
低形成、動脈管起始角度は正常に近く血流は左右であ
った。上・下大静脈からの血流は、ほぼ右室へ流れず、
径 4.4mm の卵円孔を介し左房へ流れていた。【出生後
経過】在胎 30 週 4 日、供血児の活動性低下し緊急帝
王切開で出生。出生体重 1702g、Apgar score3/3 点、
呼吸窮迫症候群ありサーファクタント使用し日齢 1 ま
で人工換気。生直後は左室収縮率 35.9%、右室は収縮
不良でありドブタミン 5 γ開始。肺動脈弁は可動性が
見られたが肺動脈への順行性血流を認めず、プロスタ
グランジン（PGE1-CD）を開始。日齢 16 に動脈管開
存に伴う拡張期血圧低下と未熟性によると思われる、
腸管壊死と大腸穿孔を生じ、緊急大腸全摘・回腸瘻造
設術を施行。その後、徐々に右室容積増加、肺動脈へ
の順行性血流が出現し、PGE1-CD を漸減し日齢 23 に
中止。日齢 34 に嚢胞状両側脳室周囲白質軟化症が出
現。日齢 69、卵円孔による両方向性シャントはある
が SpO2=98-100% と安定し、無投薬で退院。【考察・
まとめ】受血児において、容量負荷や流出路障害によ
る圧負荷が影響し、心合併症が発症すると考えられ、
慎重な経過観察が必要である。本症例でも受血児に機
能的肺動脈閉鎖を生じ予後不良な経過であった。機能
的肺動脈閉鎖の発生機序や供血児に対しての胎児輸血
の影響について検討し報告する。
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胎児期に心タンポナーデで発症した
TAM（一過性骨髄異常増殖症）、
ダウン症候群の 1 例

第２小児科
沼田侑也、稲川明良、野村羊示
田中　亮、兵藤玲奈、太田宇哉
孫田みゆき、伊東真隆、西原栄起
倉石建治

名古屋大学医学部附属病院　小児科
村松秀城

産婦人科
中川敦史、伊藤充彰、古井俊光
第 167 回岐阜県小児科懇話会
　平成 27 年 3 月　岐阜

【はじめに】一過性骨髄異常増殖症（以下 TAM）は
ダウン症候群の 10% 程度に合併する一過性類白血病
反応で、自然に軽快する良性の疾患と考えられていた
が、肝機能障害から急速に死に至る重症例があるこ
とがわかってきた。また、胎児期の胎児水腫や肝脾
腫により見つかる“胎児 TAM”の報告もある。【母
体妊娠歴】母体 36 歳、経妊 1、経産 1。妊娠 35 週ま
で妊婦検診での異常指摘なし。妊娠 36 週 1 日の妊婦
検診で心嚢水指摘。当院紹介後。36 週 2 日に当院受
診。胎児心嚢水著明のため当科診察依頼。緊急帝王切
開。【症例】在胎 36 週 2 日、体重 2444g、Apgar8/8。
ダウン症様顔貌、肝脾腫あり。WBC65500/μL 骨髄
芽球 53.0%。心嚢水を全周性に認め、心嚢水排液を行
った。心嚢水中に悪性細胞はなかった。その後も日齢
3 に再度心嚢水を排液、Ara-C 1mg/kg/day を開始。
その後速やかに芽球は減少。現在白血病の発症なく、
外来フォロー中。【考察】TAM 化学療法の適応に従
い、シタラビン投与を行い、良好な経過をたどった。
TAM のうち 20% 程度に認める心嚢水が著明であり、
心嚢穿刺を要した。日齢 3 より少量シタラビン療法を
行い、心嚢水貯留に対しても有効と考えられた。

BDG 後に central PA ligation を施行
した SV PA CAVC TAPVC の一例

第２小児科
太田宇哉、沼田侑也、野村羊示
西原栄起、倉石建治

胸部外科

木村拓哉、柚原悟史、大河秀行
横手　淳、横山幸房、玉木修治
第 117 回東海小児循環器・
第 51 回浜松小児循環器　合同談話会
　平成 27 年 3 月　津

　 症 例 は 無 脾 症 候 群 の 3 歳 男 児。 生 後 1 ヶ 月 に
Rt.mBTshunt、 生 後 ６ ヶ 月 に Lt.mBTshunt、1 歳 9
ヶ月に PAp（12） CI=4.19 RpI=1.45 PAI=240 で BDG
を行った。BDG 後の LPA は血流が乏しく、APCA
からの血流で占められていた。central PA ligation
を 施 行 し、LPA へ の APCA 血 流 は 減 少 し た が、
Lt.mBTshunt の狭小化に伴い APCA 血流が再度増加
した。現在、SpO2=85％で SVEF60％と心機能は良く
CAVVR Ⅰ°と軽度で RPA への順行性血流は良好で
ある。カテーテル結果は CI=3.3 RpI=0.2-2.8 RPA（8） 
LPA（16） SV98/E4 であり One-lung Fontan の適応
など、今後の治療方針について検討して頂きたい。

Borderline Resectable 膵癌における
外科治療の意義

外　　科
前田敦行、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、高山祐一
山口淳平
第 114 回日本外科学会
　平成 26 年 4 月　京都

【はじめに】手術手技が標準となるにはどの術者が行
っても安全が確保されなければならない。当科の開
腹胃切除術では再建は手縫いで行っている。したが
って導入当初より腹腔鏡下胃切除術（LADG）後の
再建も小開腹創から手縫いで行っている。器械を使
用する回数が少ないために医療経済面においても優
れている。当院で行っている LADG 後の再建手技を
紹介し、治療成績を報告する。【手術手技】腹腔鏡下
に血管処理、リンパ節郭清を終了する。上腹部正中
を 5-7cm 開腹し wound retractor をかける。胃を体外
にて切除する。把持部分が 5cm 長の直角鉗子で口側、
肛側それぞれの吻合口を把持し、それをオクトパスで
固定する。これにより、吻合部が深くても安定した術
野が確保できる。吻合は 3-0 吸収糸（8 本入り）を用
いて手縫い Gambee 吻合で行う。【治療成績】2009 年
6 月から 2013 年 7 月まで 132 例（同時切除：胆嚢 9
例、右半結腸 1 例、膵体尾部 1 例、左副腎 1 例）施行
し、11 人が術者を経験した。平均年齢 63.8 歳（40-81
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歳）、男性 91 例、女性 41 例。再建法は Billroth-I:60
例、Billroth-II:70 例、Roux-en-Y 法 :2 例。 平 均 手 術
時間 157 分（103-368 分）、平均出血量 33.8ml（3-580 
ml）であった。小開腹から胃切除、吻合終了までの
時間は 93% の症例で 45 分以内であった。術後合併症

（Clavien-Dindo gradeIII 以上）は 7 例（5.3％）で内
訳は膵液瘻 3 例、縫合不全 1 例、術後出血 1 例、輸入
脚閉塞症 1 例、腹腔内膿瘍 1 例であった。吻合部狭窄
は認めていない。また吻合に要する費用（定価）は手
縫い Gambee 法で約 3000 円であり、自動縫合器使用
の時：約 84000 円、自動吻合器使用時：約 97000 円と
比べて安価であった。【結語】本法は術者にかかわらず、
安全で安定した方法であり、医療経済の面からも有用
と思われた。

開腹手術の再現とコスト削減を目指
した腹腔鏡下胃切除術の小開腹創か
らの手縫い再建

外　　科
高山祐一、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行
第 114 回日本外科学会
　平成 26 年 4 月　京都

【はじめに】手術手技が標準となるにはどの術者が行
っても安全が確保されなければならない。当科の開
腹胃切除術では再建は手縫いで行っている。したが
って導入当初より腹腔鏡下胃切除術（LADG）後の
再建も小開腹創から手縫いで行っている。器械を使
用する回数が少ないために医療経済面においても優
れている。当院で行っている LADG 後の再建手技を
紹介し、治療成績を報告する。【手術手技】腹腔鏡下
に血管処理、リンパ節郭清を終了する。上腹部正中
を 5-7cm 開腹し wound retractor をかける。胃を体外
にて切除する。把持部分が 5cm 長の直角鉗子で口側、
肛側それぞれの吻合口を把持し、それをオクトパスで
固定する。これにより、吻合部が深くても安定した術
野が確保できる。吻合は 3-0 吸収糸（8 本入り）を用
いて手縫い Gambee 吻合で行う。【治療成績】2009 年
6 月から 2013 年 7 月まで 132 例（同時切除：胆嚢 9
例、右半結腸 1 例、膵体尾部 1 例、左副腎 1 例）施行
し、11 人が術者を経験した。平均年齢 63.8 歳（40-81
歳）、男性 91 例、女性 41 例。再建法は Billroth-I:60
例、Billroth-II:70 例、Roux-en-Y 法 :2 例。 平 均 手 術
時間 157 分（103-368 分）、平均出血量 33.8ml（3-580 
ml）であった。小開腹から胃切除、吻合終了までの

時間は 93% の症例で 45 分以内であった。術後合併症
（Clavien-Dindo gradeIII 以上）は 7 例（5.3％）で内
訳は膵液瘻 3 例、縫合不全 1 例、術後出血 1 例、輸入
脚閉塞症 1 例、腹腔内膿瘍 1 例であった。吻合部狭窄
は認めていない。また吻合に要する費用（定価）は手
縫い Gambee 法で約 3000 円であり、自動縫合器使用
の時：約 84000 円、自動吻合器使用時：約 97000 円と
比べて安価であった。【結語】本法は術者にかかわらず、
安全で安定した方法であり、医療経済の面からも有用
と思われた。

当科における腹腔鏡下肝切除の
短期手術成績

外　　科
川勝章司、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一
第 114 回日本外科学会
　平成 26 年 4 月　京都

【対象・方法】2010 年 6 月から 2013 年 6 月までに当
科で行った腹腔鏡下肝切除 49 例を対象として検討を
行った。診断は肝細胞癌 37 例、転移性肝癌 10 例、肝
内結石症 1 例、肝嚢胞 1 例で術式は部分切除 36 例 （S2：
4 例、S3：4 例、S4：5 例、S5：4 例、S6：7 例、S7：
2 例、S8：10 例）、外側区域切除 11 例、前区域切除
1 例、右葉切除 1 例であった。【結果】平均手術時間
158 分 （63-336 分）、出血量 204g （5-1100g）、ポート
数 5.5 （2-8）、小開腹長 7.5cm （3-18cm）、腫瘍径 2.0cm 

（0.7-8.0cm）であった。切除断端陽性となったのは部
分切除 6 例 （S2：1 例、S6：2 例、S7 ：1 例、S8：2 例）、
前区域切除 1 例であった。切除断端陽性 7 例 （14.3%）
と陰性 42 例 （55.7%）を比較すると手術時間 （197 分 
VS 151 分、p ＝ 0.11）、出血量 （241g VS 197g、p ＝
0.66）、腫瘍径 （1.8cm VS 2.2cm、p ＝ 0.57）はいずれ
も有意差を認めなかったが手術時間は切除断端陽性例
で長い傾向を認めた。腫瘍の局在によってドーム下病
変 23 例 （S2、S4b、S7、S8）と非ドーム下病変 26 例 

（S3、S4a、S5、S6）に分類すると切除断端陰性率 （78.3% 
VS 92.3%、p ＝ 0.16）はドーム下病変で低い傾向を
認め、手術時間 （182 分 VS 136 分、p ＝ 0.023）は有
意にドーム下病変が長かった。術後合併症は Clavien-
Dindo 分類 Grade Ⅲ a 以上を 3 例 （6.1%、腹腔内膿瘍
1 例・肝不全 2 例）に認めたが在院死亡はなかった。

【結語】腹腔鏡下肝切除では切除断端に特に注意が必
要であり、ドーム下病変に対しては段階的に技術を習
得した後に取り組むべきと考える。
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初期研修医が執刀する
虫垂炎の手術成績

外　　科
吉川晃士朗、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一、山口淳平
尾上俊介
第 114 回日本外科学会
　平成 26 年 4 月　京都

【はじめに】近年、急性虫垂炎の治療は腹腔鏡下虫垂
切除、Interval appendectomy など多様化している。
しかし当院では、急性虫垂炎と診断したら昼夜を問わ
ず緊急開腹手術を基本方針とし、主に初期研修医（1
年目、2 年目研修医）、若手外科医が執刀してきた。【目
的】初期研修医が執刀した虫垂炎の手術成績を検討す
る。【術者基準】志望科にかかわらず 1 年目研修医は
外科ローテーション 3 週目に上級医から口頭試問を受
け、合格したのち執刀する機会が与えられる。2 年目
研修医は最初から執刀する機会が与えられる。前立ち
は主に卒後 4 年目の外科医が行い、症例によってはよ
り上級の外科医が立ち会う。【対象と方法】2008 年 7
月から 2013 年 6 月までに急性虫垂炎の診断で緊急手
術を施行した 862 例を対象に、執刀医が外科スタッ
フ（S 群）：367 例、初期研修医（R 群）：495 例（2 年
目研修医：295 例、1 年目研修医：200 例）に分け手
術成績、術後成績を比較検討した。【結果】1）患者
背景：平均年齢（歳）は S 群：40.8 歳、R 群：31.2 歳

（p<0.0001）、性別（男 / 女）は S 群：205/163、R 群：
289/206（NS）、平均 BMI は S 群：21.3、R 群：20.8（NS）
であった。2）手術成績：術式（虫垂切除 / 回盲部切除）
は S 群：343/24、R 群：489/6（p<0.0001）。平均手術
時間（分）/ 平均出血量（g）は、S 群：63.4/34.6、R 群：
60.5/13.0 であり、S 群で出血量が多かった（p<0.0001）。
虫垂の炎症の程度（カタル性、蜂窩織炎性 / 壊疽性）
は S 群：211/156、R 群：403/92（p<0.0001）であった。3）
術後成績：術後合併症（創感染 / 縫合不全 / 腹腔内膿
瘍 / 腹腔内出血 / 腸閉塞）は S 群：28 例（23/3/1/0/1）

（7.6 ％）、R 群：11 例（8/1/1/1/0）（2.2 ％） で あ り、
S 群で多く認めた（p=0.0002）。平均術後在院日数は
S 群：8.3 日、R2 群：5.9 日であった（p<0.0001）。【結
語】適切な症例を十分な指導体制のもとで手術を行え
ば、初期研修医でも十分安全に執刀可能である。

大腸癌全身化学療法中に
入院を要した症例の検討

外　　科
寺崎史浩、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一、山口淳平
尾上俊介
第 114 回日本外科学会
　平成 26 年 4 月　京都

【はじめに】近年、急性虫垂炎の治療は腹腔鏡下虫垂
切除、Interval appendectomy など多様化している。
しかし当院では、急性虫垂炎と診断したら昼夜を問わ
ず緊急開腹手術を基本方針とし、主に初期研修医（1
年目、2 年目研修医）、若手外科医が執刀してきた。【目
的】初期研修医が執刀した虫垂炎の手術成績を検討す
る。【術者基準】志望科にかかわらず 1 年目研修医は
外科ローテーション 3 週目に上級医から口頭試問を受
け、合格したのち執刀する機会が与えられる。2 年目
研修医は最初から執刀する機会が与えられる。前立ち
は主に卒後 4 年目の外科医が行い、症例によってはよ
り上級の外科医が立ち会う。【対象と方法】2008 年 7
月から 2013 年 6 月までに急性虫垂炎の診断で緊急手
術を施行した 862 例を対象に、執刀医が外科スタッ
フ（S 群）：367 例、初期研修医（R 群）：495 例（2 年
目研修医：295 例、1 年目研修医：200 例）に分け手
術成績、術後成績を比較検討した。【結果】1）患者
背景：平均年齢（歳）は S 群：40.8 歳、R 群：31.2 歳

（p<0.0001）、性別（男 / 女）は S 群：205/163、R 群：
289/206（NS）、平均 BMI は S 群：21.3、R 群：20.8（NS）
であった。2）手術成績：術式（虫垂切除 / 回盲部切除）
は S 群：343/24、R 群：489/6（p<0.0001）。平均手術
時間（分）/ 平均出血量（g）は、S 群：63.4/34.6、R 群：
60.5/13.0 であり、S 群で出血量が多かった（p<0.0001）。
虫垂の炎症の程度（カタル性、蜂窩織炎性 / 壊疽性）
は S 群：211/156、R 群：403/92（p<0.0001）であった。3）
術後成績：術後合併症（創感染 / 縫合不全 / 腹腔内膿
瘍 / 腹腔内出血 / 腸閉塞）は S 群：28 例（23/3/1/0/1）

（7.6 ％）、R 群：11 例（8/1/1/1/0）（2.2 ％） で あ り、
S 群で多く認めた（p=0.0002）。平均術後在院日数は
S 群：8.3 日、R2 群：5.9 日であった（p<0.0001）。【結
語】適切な症例を十分な指導体制のもとで手術を行え
ば、初期研修医でも十分安全に執刀可能である。
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FDG-PET で悪生リンパ腫との鑑別に
苦慮した回腸末端炎の 1 例

外　　科
堀米香世子、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郞、前田敦行
高山祐一、山口淳平、尾上俊介
渡邊　学、大塚新平、川勝章司
森　治樹、米川佳彦、千馬耕亮
渡邉夕樹
第 287 回東海外科学会
　平成 26 年 4 月　名古屋

　症例は 22 歳女性。既往歴に特記すべきことなし。1
週間前からの心窩部痛を主訴に消化器科を受診した。
腹部は平坦軟で臍周囲に軽度の圧痛を認めた。血液検
査所見では白血球 8220、CRP3.79 と炎症反応の上昇
を認めたが、IL-2R は 403 と正常であった。腹部造影
CT 検査では回腸末端から盲腸にかけての壁肥厚、周
囲リンパ節の腫大を認めた。FDG-PET で同部位に高
集積を認め、SUVmax12.45 だった。小腸悪性リンパ
腫の診断で手術を施行した。手術は腹腔鏡で行い、回
盲部を授動後小開腹創から体外に取り出した。肉眼的
にも触診上も回腸末端に異常を認めず、リンパ節生検、
虫垂切除のみを施行した。病理結果はリンパ節、虫垂
ともに反応性リンパ濾胞過形成だった。術後に施行し
た大腸内視鏡検査で異常は認めず、2 ヶ月後に再検し
た CT 検査で回腸末端のびまん性壁肥厚やリンパ節腫
大は改善していた。

孤立性上腸間膜動脈解離の 7 例の
治療成績と経過

外　　科
渡邉夕樹、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、山口淳平、尾上俊介
渡邊　学、大塚新平、川勝章司
森　治樹、米川佳彦、千馬耕亮
堀米香世子
第 287 回東海外科学会
　平成 26 年 4 月　名古屋

　2010 年 7 月より 2013 年 11 月までに当院で孤立性
上腸間膜動脈（SMA）解離症例を 7 例経験した。本
疾患の臨床的特徴と治療成績について報告する。全
7 例が男性であり、年齢中央値は 57 歳（40 ～ 77 歳）

であった。7 例中 6 例に喫煙歴、5 例に高血圧の既往
を認め、強力なリスク因子であることが示唆された。
主訴は 6 例が上腹部痛、1 例が下腹部痛であった。解
離形態は 4 例が偽腔閉塞型解離であり、3 例が偽腔開
存型解離であった。全例に対して保存的治療を選択し、
症状の再燃はいずれも認められなかった。7 例中 3 例
で降圧療法、2 例で降圧療法と抗血小板薬の併用、1
例で抗凝固療法、1 例で無治療での経過観察を行った。
偽腔開存型の 3 例では認められなかったが、偽腔閉塞
型であった 4 例中 3 例で発症から 3 ～ 8 ヶ月後の比較
的早期に偽腔の消失を認めた。全例で保存的治療によ
り予後良好であり、SMA 解離は腸管虚血などがなけ
れば保存的加療で予後良好な疾患である。

直腸癌尿道転移の 1 例

外　　科
三岡裕貴、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、尾上俊介、大塚新平
川勝章司、森　治樹、米川佳彦
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹

第 287 回東海外科学会
　平成 26 年 4 月　名古屋

腸回転異常、内臓逆位、十二指腸前
門脈を伴った胃軸捻転症の一例

外　　科
千馬耕亮、原田　徹
第 51 回日本小児外科学会学術集会
　平成 26 年 5 月　大阪

【はじめに】今回、 我々は腸回転異常、 内臓逆位、 十二
指腸前門脈を伴った胃軸捻転症という極めて稀な症例
を経験したので報告する。【症例】在胎 27 週の胎児超
音波検査で心疾患、 内臓逆位を指摘され当院紹介受診
し、 両大血管右室起始症、 肺動脈狭窄症、 内臓逆位と
出生前診断された。 38 週、 2515g。 誘発分娩にて出
生し精査加療目的で NICU 入院となった。 出生後の
超音波検査で上記心奇形を確定診断され、 日齢 6 日で
退院した。 生後 5 か月時に頻回に続く嘔吐を主訴に
近医受診し入院となった。 胃腸炎として経過観察し
ていたが軽快傾向が見られないために CT を施行し、 
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胃軸捻転症の疑いで当院へ搬送された。 CT 画像で
胃は逆位にあり、 α像を示し、 短軸性の胃軸捻転症と
診断した。 来院後ただちに施行した上部消化管造影
検査では胃軸捻転は整復されていたが Treitz 靭帯の
形成は認めず、 腸回転異常症の合併を考えた。 入院
後これらに対して待機的に手術を施行した。 上腹部
横切開で開腹すると、 胃の捻転は解除されていたが固
定は乏しく、 分葉上の脾臓は右下腹部にあり、 胃脾間
膜は極めてゆるい状態にあった。 また、 結腸は逆位
ではないものの右半結腸は全く固定のない状態であっ
た。 肝十二指腸間膜は幽門の腹側を通っていた。 肝
十二指腸間膜と結腸の間に薄い膜が張っており十二指
腸を覆っていたが手術所見でも Treitz 靭帯の形成は
なかった。 この薄い膜（Ladd 靭帯）を切離し腸間膜
を可及的に拡げ、 胃前庭部大弯側を前腹壁に固定し、 
小腸を右、 結腸を左へ、 内臓逆位がない場合の non-
rotation の位置に腸管を並べ直し、 虫垂切除を行い閉
腹した。 術後経過は良好で術後 16 日目に退院した。

【考察】本症例では内臓逆位に腸回転異常症を伴い、 
胃固定靭帯の脆弱性、 十二指腸前門脈による幽門の通
過障害により胃軸捻転症を引き起こしたものと考えら
れた。

モノポーラーメッツェンを用いた
TAPP 手技

外　　科
大 塚 新 平
第 12 回日本ヘルニア学会
　平成 26 年 6 月　東京

【目的】当院では医療コスト削減を目的とし、TAPP
時のエネルギーデバイスを LCS からモノポーラー
メッツェンへと変更を行った。LCS は HARMONIC 
ACE 70000 円を使用、腹腔鏡用メッツェン先端ディ
スポタイプ 14000 円を主に使用している。TAPP 手
術成績のデバイスによる差異について報告する。【方
法】2012 年 11 月から TAPP を導入、エネルギーデバ
イスとして当初は LCS を使用していたが 2013 年 11
月からモノポーラーメッツェンに変更した。デバイス
による手術成績の差異について LCS 群を A 群、モノ
ポーラーメッツェン群を B 群として報告する。【成績】
2012 年 11 月～ 2014 年 1 月までに 128 症例に TAPP
を施行。A 群 111 例、B 群 17 例。平均手術時間（両
側は左右別に計測）：A 群 67.2 分、B 群 67.4 分（p=0.97）。
出血量：A 群 1.8ml、B 群 2.5ml（p=0.18）。術後合併
症は A 群で再発 1 例、seoma4 例、精索炎 1 例をみとめ、

B 群では seroma1 例を認めた。また、B 群において
メッシュプラグ術後の再発ヘルニア症例では体内のプ
ラグをメッツェンで切除することができず途中から
LCS に変更した。【結論】電気メス + メッツェンへの
エネルギーデバイスの変更において、手術時間、出血
量ともに有意差は認めなかった。重篤な術後合併症も
認めていない。超音波凝固切開装置等加算があるとは
いえ、医療資源および医療費節約の観点から日常臨床
において多く行われている TAPP での LCS の使用は
控えるべきと思われる。

ミダゾラム併用 0.5% キシロカイン
による Mesh Plug 法の検討

外　　科
堀米香世子、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、尾上俊介、大塚新平
川勝章司、森　治樹、米川佳彦
千馬耕亮、渡邉夕樹
第 12 回日本ヘルニア学会
　平成 26 年 6 月　東京

【はじめに】成人鼠径ヘルニアに対して局所麻酔下
Mesh Plug 法（以下 MP 法） を行う場合、1％キシロ
カイン、0.25％ブピバカインなど行われることが多い。
当院ではミダゾラム静注を併用し 0.5％キシロカイン
を使用し局所麻酔下 MP 法を施行している。0.5％に
することで倍量のキシロカイン使用が可能で、膨潤麻
酔同様に剥離、止血効果も得られる。【目的】当院で
の麻酔方法による有用性を検討する。【麻酔方法】ミ
ダゾラムは執刀前に 3 ㎎静注し、以後適宜追加する。
局所麻酔は 0.5％キシロカインを用い、step by step
法にて行う。【対象と方法】2012 年 6 月から 2013 年
12 月までにミダゾラム併用 0.5％キシロカイン局所麻
酔下で MP 法を施行した成人鼠径ヘルニア 227 例 242
病変（15 例両側）を対象とし、手術成績、術後合併
症を検討した。【結果】平均年齢 71.2 歳（37-93 歳）、
男性 204 例、女性 23 例。初発 209 例、再発 13 例だった。
平均手術時間 / 出血量は片側例 58.4 分 /6.3ml、両側
例 104.3 分 /8.2ml、ミダゾラム量 / 局所麻酔量は片側
例 3.8mg/31.6ml、両側例 3.4mg/44.5ml だった。術後
合併症は 13 例（5.4％）に認め、出血 5 例、漿液腫 5 例、
再発 3 例だった。【結語】ミダゾラム 3-4 ㎎を併用し、
0.5％キシロカインの局所麻酔で安全に MP 法を施行
可能であった。
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浸潤性膵管癌に対する門脈切除再建術

外　　科
前田敦行、金岡祐次、高山祐一
山口淳平、尾上俊介、磯谷正敏
第 26 回日本肝胆膵外科学会
　平成 26 年 6 月　和歌山

【目的】当院で経験した浸潤性膵管癌切除例を検討し、
門脈切除の意義について検討した。【方法】2001 年か
ら 2013 年 11 月の間に肉眼的根治術（R0, 1）の得ら
れた浸潤性膵管癌 177 例を対象とした。これらの中
で門脈切除再建（PVR）を行ったのは 85 例（48%）
であり、その中でグラフト間置（全例右外腸骨静脈
使用）は 30 例（35％）であった。また組織学的根治
度 R0 の得られたのは、142（80%）であった。これ
らを対象とし、門脈切除再建を伴う膵癌手術の安全
性とその意義について検討した。【成績】PVR85 例
の年齢は 40-83（平均 68）歳、男 : 女 =36:48 で、非
PVR92 例と比較して手術時間の延長（322 分 vs. 225
分 , P ＜ 0.0001）と出血量の増加（877g vs. 515g, P
＜ 0.0001）を認めたが、術後合併症（Clavien-Dindo 
Grade II 以上 44% vs. 45 %）、在院死亡（1 例 1.5％ 
vs. 0%）について有意差はなかった。長期予後につ
いては、非 PVR 群で有意に良好（PVR: MST 14.8 か
月、3 年・5 年生存率 16.7%・12.1% vs. 非 PVR: 31.1
か月、45.3%・34.2%, P=0.0001）であり、術式別でも
PD （膵頭十二指腸切除、PPPD・SSPPD を含む）（14.5
か 月、19.1%・13.9% vs. 28.6 か 月 群、46.1%・38.1%,  
P=0.0012）、DP（膵体尾部切除、DP-CAR 14 例を含
む） （PVR: 16.2 か月、0%・0% vs. 非 PVR: 32.5 か月、
48.5%・39.4%,  P=0.0047）と、非 PVR 群が有意に良
好であった。PD および PVR を施行し組織学的 R0 切
除の得られた症例 n=55）では MST 14.5 か月、3 年生
存 26.7%、5 年生存 19.2% であった。PVR 群において、
予後因子を検討したが、グラフトの有無、門脈切除長

（平均値 3 ｃｍ未満 / 以上）を含めた周術期・腫瘍因
子で有意なものは検出し得なかった。【結論】PVR は
手術時間、出血量の面で非 PVR と比較して侵襲は大
きいものの平均 5 時間半で可能であり、合併症の増加
も認めなかった。膵頭十二指腸切除で R0 が得られれ
ば 19.2％の 5 年生存が得られることから、積極的に考
慮すべき選択肢である。

切除断端（SM）陰性を目指した
腹腔鏡下肝切除

外　　科
前田敦行、金岡祐次、高山祐一
深見保之、尾上俊介、大塚俊平
川勝章司
第 26 回日本肝胆膵外科学会
　平成 26 年 6 月　和歌山

【目的】腹腔鏡下肝切除術は徐々に普及しつつある
が、技術的な制限により十分な切除断端（SM）の得
られない場合がある。予後延長のために SM 陰性化
は重要であり、その確保のための至適術式選択につ
いて検討した。【方法】2010 年 6 月から 2014 年 10 月
までに経験した悪性肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除
は 76 例であった。平均年齢 65.5 歳（35-82）、男：女
比 50：26、BMI 22.9 （14.1-31.6）、適応疾患は肝細胞
癌 55 例、転移性肝癌 19 例、肝内胆管癌 2 例であっ
た。個数は 1 個 /2 個 /3 個以上＝ 67/ 5/ 4 例、腫瘍
最大径は平均 2.2 cm （0.8-8.0）であった。これを亜区
域切除以上の亜区域切除群（n=46）とそれ以下の部
分切除群（n=30）の 2 群に分け、患者背景、肝機能、
安全性、SM 状況について検討した。【成績】年齢、
性、対象疾患、BMI、腫瘍個数、最大径について 2 群
間に差は認めなかった。手術時間（亜区域切除 178
± 71 分 vs. 部分切除 155 ± 64 分 , P=0.154）、出血量

（267 ± 294 g vs. 285 ± 335 g, P=0.807）、術後合併症発
生（Clavien-Dindo Grade ≧ II）（2 例（4.3%） vs. 2 例

（6.7%）, P=0.652）、入院日数（12.9±3.5 日 vs. 16.1±5.7
日 , P=0.198）に差はなかった。Pure laparosopic の症
例はそれぞれ 34 例（72%） vs. 12 例（40%） （P=0.009）
と亜区域切除以上で有意に多かったが、切除端陽性
例は 1 例（2.2%） vs. 5 例（16.7%） （P=0.022）と部分
切除例にむしろ多かった。ICG R15 は 11.8±5.8% vs. 
21.2 ± 11.1 % （P= ＜ 0.0001）と亜区域切除群で有意に
良好であった。【結論】切除断端の陰性化のためには
肝機能の許す限り、亜区域以上の肝切除を選択するの
が良いと考える。いわゆる Hybrid 手術を選択したと
しても、陰性化に有用とはいえない。
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当院における IPMN 切除例 55 例の
治療成績の検討

外　　科
山口淳平、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、川勝章司、大塚新平
森　治樹、米川佳彦、掘米香世子
渡辺夕樹、千馬耕亮
第 26 回日本肝胆膵外科学会
　平成 26 年 6 月　和歌山

【目的】IPMN は膵癌前癌病変の一つであり悪性所見
がなければその予後は良好と考えられるが、膵管内進
展により外科切除断端陽性となる症例も少なくなく、
また他臓器癌の合併率も高いとされる。当院におけ
る IPMN の治療成績を検討した。【方法】2005 年から
2013 年までに当院で経験した IPMN 切除例 55 例につ
いて検討を行った（平均観察期間 2.9 年）。【成績】症
例は平均年齢 67 歳（49-83 歳）で、男性 35、女性 19
例であった。腫瘍の大きさは平均 36.4mm（7-122mm）
で、主膵管型 14 例、分枝膵管型 28 例、混合型 13 例
であった。主腫瘍の占拠部位は膵頭部 26 例、膵体部
14 例、膵尾部 15 例であったが、19 例（35%）では複
数部位に及ぶ多発型であった。他臓器癌は 16 例（29％、
うち 5 例は同時性）に認められた。手術術式は膵頭
十二指腸切除術 24 例（うち腹腔鏡補助手術 4 例）、膵
体尾部切除 23 例（うち腹腔鏡 5 例）、膵中央切除 8 例
であった。病理学的には IPMA（良性）40 例、IPMC（上
皮内癌またはminimally invasive）6例、浸潤性膵癌（PK 
derived from IPMN）9 例であった。膵断端の組織学
的検索では膵管断端陽性例を 14 例（25％）に認め（mild 
atypia 9 例、moderate atypia 2 例、carcinoma in situ 
2 例、浸潤癌 1 例）、IPMN 多発症例で有意に断端陽
性率が高かった (p=0.039)。全症例中 9 例（16%）に膵
断端付近の嚢胞性病変再発を認めたが、断端陽性例と
の相関は認められず、予後にも関与しなかった。5 年
生存率は全症例で 77.7％であり、うち IPMA ＋ IPMC
では 86.5％と良好であったが、浸潤性膵癌例では 27.8
％と不良であった。浸潤性膵癌例のうち 3 例が原病死
し、IPMA 症例のうち 2 例が他癌死（胃癌 1 例、残膵
癌 1 例）した。【結論】IPMN は浸潤性膵癌への転化
がなければ予後良好であり、また断端陽性例は多発症
例に多く認められたが再発との相関は認められなかっ
た。IPMN の経過観察においては残膵を含む多発癌を
念頭に置くことが重要である。

当院における
膵神経内分泌腫瘍切除例の検討

外　　科
川勝章司、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一、山口淳平
尾上俊介、渡邊　学、大塚新平
森　治樹、米川佳彦
第 26 回日本肝胆膵外科学会
　平成 26 年 6 月　和歌山

【目的・方法】1991 年から 2013 年までに当院で切除
した膵神経内分泌腫瘍（ P-NET ）24 例を対象とし
て年齢、性別、機能性の有無、病変部位、腫瘍径、
TNM 分類、術式、予後などに関して retrospective
に検討したので報告する。【成績】平均年齢は 57 （ 
24-83 ） 歳で男性 14 例、女性 10 例であった。機能性
NET13 例（ 54.2% ） （ insulinoma9 例、insulinoma + 
glucagonoma1 例、glucagonoma1 例、gastrinoma1 例、
VIPoma1 例 ）、非機能性 NET11 例（ 45.8% ）であった。
また MEN １型に伴うものは 3 例であった。病変部位
は頭部 / 体尾部＝ 5/19 例で、平均腫瘍径は 2.8 （ 0.5-
13 ） cm であった。術式の内訳は DP15 例、PPPD5
例、核出術 3 例、膵中央切除 1 例であった。ENETS
の TNM 分類では Stage Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ / Ⅳ =13/10/0/1
例であった。平均観察期間は 99（ 4-272 ）か月で無
再発生存 18 例、再発生存 2 例（ 肝転移 1 例、残膵再
発 1 例 ）、原病死 0 例、他病死 4 例（ 膵癌 1 例、胆
嚢癌 1 例、乳頭部癌 1 例、誤嚥性肺炎 1 例 ）であっ
た。Stage Ⅳの症例は gastrinoma で 2 期的に DP、肝
左葉切除を施行し、術後 6 年 2 か月無再発生存中で
ある。再発生存の 2 例に関して、1 例は Stage Ⅰ（ 
insulinoma、腫瘍径 0.5cm ）で脈管侵襲も認めなか
ったが術後 4 か月で残膵再発を生じた。もう 1 例は
Stage Ⅱ（ 非機能性 NET、腫瘍径 8.5cm ）で脈管侵
襲も認めず Ki67：1-2% （ 2010 年 WHO 分類で G1 に
該当 ）であったが術後 1 年 7 か月で多発肝転移を生
じた。【結論】P-NET は早期にも再発・転移を生じ
うる疾患であり、ENETS 分類 StageI・II、あるいは
2010 年 WHO 分類 G1 の場合でも慎重な経過観察が必
要である。
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pNET 肝転移に対して TACE、
肝切除を施行した 1 例

外　　科
森　治樹、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、米川佳彦
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
寺崎史浩、吉川晃士朗
岐阜肝臓研究会
　平成 26 年 6 月　岐阜

　症例は 48 歳男性。糖尿病で経過観察中、スクリー
ニングの腹部 CT 検査で膵尾部に嚢胞性病変を指摘さ
れた。造影 CT 検査は造影効果を呈する厚い隔壁を
呈した 72 × 65mm の嚢胞内部に充実成分を伴ってい
た。MRI では T1WI で低信号、T2WI で高信号を示
し、辺縁部は DWI で高信号を示し、内部に充実成分
を認めた。ERCP で主膵管と嚢胞性病変の交通は認め
なかった。当初 Solid Psuedopapillary tumor（SPT）
の診断で、膵体尾部脾切除を施行した（手術時間：
1 時間 16 分、出血量 30ml）。術後経過は良好で、術
後 14 日目に退院となった。病理組織的に腫瘍部は
顆粒状のクロマチン、核小体と好酸性の胞体を有す
る上皮性の細胞が増殖していた。免疫組織学的には、
synaptophysin（+）、chromogranin（+）、CD56（+）
であり、神経内分泌腫瘍と診断された。Ki67 指数：
1-2%、 細 胞 分 裂 像 は 1-2 個 /10HPF 程 度 で、WHO 
2010  pNET（pancreatic neuroendocrine tumor）  G1
に該当した。術後 1 年 11 ヶ月後の腹部 CT 検査で肝
S3/5/6/7 に多発する低吸収な SOL を認めた。MRI
では T1WI で低信号、T2WI でやや高信号を示し、
Dynamic study では早期相に辺縁部濃染を認め、後
期相で内部が不均一に濃染された。
　pNET 再発（多発肝転移）の診断で、TACE（術後
2 年）を施行した。術後 2 年 3 か月後に、TACE の効
果判定の MRI を施行し、Dynamic study で一部に（肝
S8）viable と思われる残存病変指摘あり、腹腔鏡補助
下肝後区域切除を施行した（手術時間：4 時間 20 分、
出血量：1100ml、開腹長：7cm）。病理組織的に標本
に残存腫瘍は認めなかった。初回手術から 2 年 6 か月
を経た現在、再発所見無く生存中である。pNET は肝
臓が最も頻度が高い遠隔転移標的臓器であるが、肝転
移巣に対する resectability を判断する明確な指針は決
まっていない。今回 TACE を併用し、腹腔鏡補助下
肝切除で R0 切除が可能であった症例を経験したので
報告する。

MRI/CT で指摘された病変に対する
インターベンションにおける造影超
音波検査の有用性

外　　科
亀井桂太郎、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、前田敦行、高山祐一
尾上俊介、渡邉　学、大塚新平
川勝章司、森　治樹、米川佳彦
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
第 22 回日本乳癌学会学術総会
　平成 26 年 7 月　大阪

当院における乳癌緩和ケアパスの
現状について

外　　科
森　治樹、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、米川佳彦
千葉耕亮、渡邉夕樹、堀米香世子
第 22 回日本乳癌学会学術総会
　平成 26 年 7 月　大阪

検診発見トリプルネガティブ乳癌に
ついての検討

外　　科
堀米香世子、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郞、前田敦行
高山祐一、山口淳平、尾上俊介
渡邊　学、大塚新平、川勝章司
森　治樹、米川佳彦、千馬耕亮
渡邉夕樹
第 22 回日本乳癌学会学術総会
　平成 26 年 7 月　大阪

【背景】当院におけるクーポンを利用した検診発見乳
癌のトリプルネガティブ（TN）の頻度を調査した結
果、非検診発見乳癌では TN 症例が 15.6％であったの
に対し、クーポン利用発見乳癌、クーポン非利用検診
発見乳癌では 0%、6.6％と有意に少ないことがわかっ
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た。TN 症例は増殖スピードが速いため、自覚症状が
出現してからの受診が多いのではないかと推察され
る。【目的】検診発見 TN 症例の特徴を明らかにし、
自覚症状が出現する前に TN 症例を発見するために検
診をどのように生かせばいいかを検討する。【対象と
方法】2006 年 1 月～ 2013 年 10 月に当院で施行した
乳癌手術症例のうち、検診発見 TN 症例 22 例（検診
発見群）、非検診発見 TN 症例 115 例（非検診発見群）
の画像結果、病期、病理結果、診断の契機を比較検討
した。【結果】検診発見群のうち有症状は 2 例（8.7％）
にあり、非検診発見群では全て有症状で、うち 87.8％
で腫瘤の触知が主訴であった。MMG で Cat3 以上と
なった症例は検診発見群 19 例（86.4％）、非検診発見
群 108 例（93.9％）であった。腫瘤性病変、石灰化病
変は検診発見群で 5 例（22.7％）、8 例（36.4％）、非
検診発見群で 90 例（78.3％）、19 例（16.5％）に認め
られた。US で Cat3 以上となった症例は検診発見群
で 18 例（81.8％）、非検診発見群で 110 例（95.7％）
であった。検診発見群で腫瘤は 16 例（72.7％）であ
り、非腫瘤の 2 例では微細石灰化、小嚢胞集簇が認め
られた。非検診発見群では 104 例（90.4％）で腫瘤が
認められた。検診発見群のうち、MMG のみで所見を
認めるものが 4 例で、すべて石灰化病変であった。ま
た、US のみで所見を認めるものは 3 例で、すべて腫
瘤であった。病期は検診発見群で 0：2 例（9.1％）、I：
17 例（77.3％）、IIA：3 例（13.6％）で、stageIIB 以
上の症例はなかったのに対して、非検診発見群では 0：
9 例（7.8％）、I：34 例（29.6％）、IIA：40 例（34.8％）、
IIB：11 例（9.6 ％）、IIIA：8 例（7.0 ％）、IIIB：5 例

（4.3％）、IIIC：6 例（5.2％）であり、検診発見群の方
が stage の早い段階のものが多かった。病理径の平均
は検診発見群 8.2mm であったのに対して非検診発見
群では 22.2mm と検診発見群の方が小さく、10mm 以
下の症例は検診発見群で 13 例（59.0％）、非検診発見
群で 26 例（22.6％）であった。

腹腔鏡下肝左葉切除術

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
吉川晃士朗、寺崎史浩
第 55 回内外症検

　平成 26 年 7 月　名古屋
【背景】当科では 2010 年 6 月から 2014 年 5 月までに
70 例の腹腔鏡下肝切除を施行し、そのうち 2 例に左
葉切除を施行した。その手術手技をビデオで供覧する。

【手術手技】術者は超音波破砕吸引装置とクリッピ
ングを担当し、第一助手はカメラと LCS を扱う。第
一助手が術者の役割を分担することで術式の効率
化を求めている。【エネルギーデバイス】CUSA®、
Harmonic ACE®、およびバイポーラ―ソフト凝固機
能を備えた VIO® を使用する。【症例】69 歳男性で、
S 状結腸癌術後の S23 を主座とする 8 ㎝大の転移性肝
癌。第一ポートは開腹下に臍下へ留置し、全 7 ポート
で施行した。胆嚢を摘出し、肝門部の視野を展開し、
グリソンは個別処理した。すなわち A4、A2+3 を
Hem-o-loc® でクリッピングし、門脈左枝は 0- バイク
リルで結紮後、Hem-o-loc® でクリッピングして切離
した。肝血流遮断はターニケット法による Pringle 手
技下におこなった。肝表面の変色域に沿って、中肝静
脈を露出させながら肝離断を進めた。左肝管は Hem-
o-loc® で二重クリッピングして切離した。左肝静脈
を Echelon Flex® White で切離した後に冠状間膜と
三角間膜を切離した。エンドバック ® に標本をおさ
めて正中に 9.5 ㎝の皮膚切開をおいて摘出した。手術
時間は 3 時間 10 分、出血量は 150g で術後合併症を
認めず第 9 病日に退院した。 

胃切除術、胃全摘術における
リスク評価と対策

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、山口淳平、尾上俊介
第 69 回日本消化器外科学会総会
　平成 26 年 7 月　郡山

【背景】　時代の変遷に合わせた胃切除、胃全摘術に
おける周術期リスクの評価が必要である。【対象・
方法】2007 年から 2013 年に当科で施行した胃切
除、胃全摘術症例を対象に、Clavian-Dindo （CD） 分
類 GradeII 以上の合併症を生じた症例のリスク因子
を後方視的に検討した。検討した項目は年齢、性別、
Body Mass Index （BMI）、 喫 煙 歴、 開 腹 歴、 併 存
症（高血圧、糖尿病、虚血性心疾患、COPD、脳血管
疾患、慢性腎臓病（CKD）、抗血栓薬）、Performance 
Status （PS）、ASA-Physical Status （ASA-PS）、 術 前
CEA 値、CA19-9 値、ヘモグロビン（Hb） 値、術式
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ごとの手術時間、出血量、周術期輸血、術後合併症、
病理学的進行度とした。【結果】症例は 1113 例。平
均年齢は 68.7 歳で性別は男 / 女＝ 792 例 /321 例で
あった。母集団の BMI 平均値は 21.4、喫煙歴あり
552 例（49％）、開腹歴あり 323 例（29％）であっ
た。術前併存症は高血圧 441 例 （39％）、糖尿病 175
例 （16％）、虚血性心疾患 119 例（10％）、COPD 22
例 （2.0 ％）、 脳 血 管 疾 患 85 例（7.6 ％）、CKD 31 例

（2.8％）、抗血栓薬あり 149 例（13.4％）であった。
PS は 0/1/2/3/4=823/255/29/7/0 例 で、ASA-PS は
1/2/3/4/5=523/453/132/5/1 例であった。術前採血の
平均値は、CEA 11.6 ng/mL、CA19-9 112U/mL、Hb 
12.2 g/dL であった。術式は開腹 / 腹腔鏡下手術で分
類し、それぞれの症例数、手術時間と出血量の平均値、
合併症は幽門側胃切除術が 498/145 例、130 分 /145
分、200g/32g、66 例（13％）/16 例（11％）、噴門側
胃切除術が 46 例 /16 例、161 分 /191 分、289g/39g、
9 例（20％）/2 例（12％）、胃全摘術が 280 例 /57 例、
340g/42g、55 例（19％）/7 例（12％）であった。他
臓器合併切除は 208 例（18％）に施行された。病理学
的 Stage は 0/I/II/III/IV=37/504/169/196/132 例 で
あった。母集団の合併症は 162 例（14.5％）、死亡は
3 例（0.26％）であった。これらのうち、合併症のリ
スクを有意に上昇させた因子は、高血圧あり（Odds 
Ratio （OR）　=2.34、p=0.029）、糖尿病あり（OR=3.76, 
p=0.019）、抗血栓薬あり（OR=2.83, p<0.01）、長い
手術時間（161 ± 56 分 vs 139 ± 51 分、p<0.01）、多
い出血量（293 ± 351g vs 187 ± 240g、p<0.01）、PS2、
3 （p<0.01）、ASA-PS3、4、5 （p<0.01）、 周 術 期 輸
血あり （OR=4.71, p<0.01）、膵・脾臓合併切除あり 

（OR=4.29、p<0.01）、腸管合併切除あり （OR=2.83、
p=0.03）であった。術式を含め、その他の因子は有意
差を認めなかった。【結語】手術時間の短縮と出血量
の減少が胃手術の周術期合併症リスクを低下させる可
能性が示唆された。また高血圧、糖尿病、抗血栓薬、
PS2、3、ASA-PS3、4、5 の症例、周術期輸血、他臓
器合併切除例は合併症を増加させることを念頭に、こ
れらの症例にはより深い注意を払い、手術時間短縮と
出血量減少を意識する必要があると考えられた。

膵頭十二指腸切除における
リスク評価と対策

外　　科
前田敦行、金岡祐次、高山祐一
尾上俊介、磯谷正敏

第 69 回日本消化器外科学会総会
　平成 26 年 7 月　郡山

【目的】自験の膵頭領域疾患に対する膵頭十二指腸切
除術（PD）施行症例を後方視的に解析し、術後合併
症および在院死に影響を及ぼすリスクの評価と対策
を検討した。【方法】2001 年 10 月から 2013 年 10 月
の間に PD を施行した膵頭領域疾患 323 例を対象と
し、その術後経過に影響を及ぼす周術期因子を解析し
た。なお肝切除併施例は除外した。当院の膵腸吻合の
概要：膵の切離はメスで鋭的に行い、再建は前層後層
の二層の膵実質空腸漿膜筋層縫合（4-0 prolene 前後
各々 5-7 針結節）と膵実質膵管空腸全層吻合（5-0PDS
　8 針結節）で行う。5Fr 以上の膵管チューブを用い
て膵液は不完全外瘻とし、大網弁は必要に応じて使用
する。吻合部前面に閉鎖式ドレンを留置し、術後 7 日
目に抜去する。【成績】年齢は 34-85（平均 67.9）歳、
男 : 女 =200:123、対象疾患は膵癌 180 例、胆管癌 59
例、乳頭部癌 47 例、十二指腸癌 5 例、その他の悪性
腫瘍 9 例、良性腫瘍・疾患 23 例。術式は幽門輪温存
PD （PPPD）214 例、亜全胃温存 PD （SSPPD）76 例、
Whipple （PD）33 例であり（腹腔鏡補助下 6 例を含
む）、門脈切除再建 123 例（38%、グラフト使用 35 例
11%）、肝動脈切除再建 4 例、他臓器切除 23 例。手術
時間 131-652 （平均 276）分、出血量 30-8320 （628）g。
術後合併症（Clavian-Dindo 分類 GradeII 以上）は 93
例（28%）、在院死は 4 例（1.2%、肺塞栓、脳梗塞、
門脈内血栓に伴う敗血症、膵液瘻に伴う敗血症各 1 例）
に認め、術後在院は 28 （16-132）日であった。膵液瘻

（ISGPF） Grade A:B:C が 11 （3.4%）: 25 （7.7%）: 21 
（6.5%）、胃内容排泄遅延（ISGPS） Grade A:B:C が 35 
（13.9%）: 20 （6.2%）: 6 （1.9%）であった。Grade III
以上の合併症を認めた 64 例（20%）と周術期因子の
相関を解析すると、合併症の発生率は性別（男 25% 
vs. 女 14%, P=0.002）、出血量（平均以上 26% vs. 平
均以下 14%, P=0.009）、膵実質の硬さ（軟 28% vs. 硬
13%, P=0.0007）、手術時間（平均よりも長時間 24% 
vs. 短時間 16%, P=0.079）で合併症が多かった。術式

（PD のタイプ、門脈切除の有無、他臓器合併切除の
有無）、リンパ節転移の有無、根治度（R0 vs. R1-2）、
ASA-PS、BMI、喫煙歴、飲酒歴、術前併存疾患（脳
血管疾患、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、COPD、
抗凝固剤やインスリン使用の有無等）の有意差はなか
った。【結論】より安全な PD のためには出血量の軽減、
手術時間の短縮に努め、特に男性で膵組織の柔らかい
患者では注意が必要である。
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開胸術の再現を目指した鏡視下食道
切除および胃管再建術

外　　科
高山祐一、金岡祐次、前田敦行
尾上俊介、磯谷正敏
第 69 回日本消化器外科学会総会
　平成 26 年 7 月　郡山

【はじめに】当院ではこれまで食道癌手術では、右開
胸による食道切除、胸腔内食道胃管吻合を標準術式と
してきた。また腹腔鏡下胃全摘術の食道空腸吻合で、
食道断端に巾着縫合をかけ、アンビルヘッド挿入固定
後にサーキュラーステイプラーによる再建を行い良好
な成績をおさめていることを報告してきた。今回、鏡
視下食道切除再建においてもこの胃全摘術での再建手
技と同様な手技にて胸腔内食道胃管吻合を行った。そ
の手術手技、成績を報告する。【手術手技】1. 腹部操
作先行で、完全腹腔鏡下に胃管作成をする。胃の大弯、
小弯処理後、経裂孔的に下縦隔郭清を施行。リネアス
テイプラーを用いて、胃管を作成する。胃管は完全に
は離断せずに穹窿部までにとどめておく。胃管を右胸
腔内に誘導して胸部操作に移る。2. 胸部操作は左側臥
位で、第Ⅴ肋間小開胸併用の胸腔鏡下にて行う。食道
は吻合予定部位よりもやや肛門側で自動縫合器にて切
離する。胸部での切除操作終了後再建に移る。食道断
端を助手の鉗子により足側へ牽引後、LCS を用いて
約 3/4 周切離する。LCS を用いることで出血の予防、
食道粘膜と外膜のシーリング効果も得られる。3-0 吸
収糸 20cm を用いて約 4 針全層に巾着縫合を行う。助
手の牽引により食道断端の適度な緊張と良好な視野が
得られている。アンビルヘッド先端に糸をかけ、この
糸を牽引し方向転換などを行うことで比較的容易に食
道断端へのアンビルヘッド挿入が可能である。残った
食道壁を切除する。胃管を小開胸創より体外へ誘導す
る。切除胃を切開後サーキュラーステイプラー本体を
挿入、胸腔内で食道胃管吻合を行う。挿入孔は自動縫
合器で閉鎖する。【対象】2013 年 4 月から 2013 年 11
月までの 8 例を対象とした。平均年齢 68 歳、男性 7 例、
女性 1 例、平均 BMI:22.6。【成績】3 人の術者がこの
手技を行った。平均手術時間 403 分（胸部操作 239 分、
腹部操作 146 分）、平均出血量は 269ml、平均巾着縫
合時間 9 分で吻合部の補強は 2 例に結節で行った。吻
合に関する術後合併症は狭窄を 1 例（12.5%）に認め、
内視鏡下バルーン拡張術を必要とした。縫合不全は認
めなかった。術後在院日数中央値は19日であった。【ま
とめ】本法は巾着縫合に習熟した手技を要するが、従
来の開胸手術と同様な操作での吻合が可能であり有用
と思われた。

肝切除者による動脈再建、
門脈グラフト再建の手術手技と成績

外　　科
尾 上 俊 介
第 69 回日本消化器外科学会総会
　平成 26 年 7 月　郡山

【はじめに】当院では局所進行肝門部胆管癌に対して、
動門脈の合併切除再建を積極的に施行している。当院
における門脈グラフト再建、動脈再建手技の工夫をビ
デオで供覧し、血管合併切除術の手術成績を報告する。

【方法】1996-2013 年に肝門部胆管癌 78 例中、40 例に
血管合併切除再建を行った。40 例中 16 例に動脈再建
術を施行し（HA 群）、うち 9 例に門脈グラフト再建
術を追加した。再建は 2.5-3.0 倍ルーペを使用し、肝
切除術者が施行した。肝動脈再建は吻合口をヘラ状に
形成し、7-0 プロリン糸によるパラシュート吻合（連
続縫合）で再建した。門脈グラフト再建は全例右外腸
骨静脈を使用し、6-0 プロリン糸による 1 点支持連続
縫合で再建した。HA 群 16 例を門脈合併切除群（PV
群：動脈再建なし、グラフト使用なし）と比較した。

【手術成績】年齢中央値は HA 群：63 歳、PV 群：70
歳であり（P ＝ 0.079）、性別は HA 群：男性 10 人、
女性 6 人、PV 群：男性 17 例、女性 7 例であった（P
＝ 0.581）。膵頭十二指腸切除術は、HA 群 6 例、PV
群 4 例施行した（P ＝ 0.159）。手術時間および出血量
の中央値は HA 群：505 分、1137ml、PV 群：431 分、
865ml であった（P ＝ 0.604、P ＝ 0.850）。HA 群の動
脈再建および門脈グラフト再建時間の中央値は、20
分、25 分であった。術後合併症は HA 群：10 例、PV
群：14 例に発症し、Clavien-Dindo 分類では Grade Ⅰ
- Ⅱがそれぞれ 4 例、5 例、Ⅲ - Ⅳが 5 例、6 例、Ⅴが
1 例、3 例であった（P ＝ 0.897）。生存期間中央値お
よび 5 年生存率は HA 群：796 日、46%、PV 群：483
日、36% であった（P ＝ 0.611）。【まとめ】両群の背
景は類似していた。HA 群は、PV 群と比較し、手術
時間、出血量、合併症率、予後に有意差は認められな
かった。肝切除者が動脈再建術を行うことにより迅速
に手術が進行し、かつ安全に施行することができた。
動脈合併切除や門脈グラフト再建を必要とする肝門部
胆管癌は、本術式が安全に施行できる施設において、
積極的に切除すべきであろう。
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腹腔鏡下に切除した回腸重複腸管の
1 例

外　　科
須磨崎真、磯谷正敏、原田　徹
亀井桂太郎、前田敦行、高山祐一
深見保之、尾上俊介、大塚新平
川勝章司、米川佳彦、森　治樹
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
吉川晃士朗、寺崎史裕
第 42 回愛知臨床外科学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

直腸狭窄型虚血性大腸炎の 1 例

外　　科
仲野　聡、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、須磨崎真
森　治樹、米川佳彦、千馬耕亮
堀米香世子、渡邉夕樹、吉川晃士朗
寺崎史裕
第 42 回愛知臨床外科学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

SMA 周囲神経叢に発生した神経鞘腫
の一例

外　　科
横山達郎、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
川勝章司、大塚新平、須磨崎真
森　治樹、米川佳彦
第 42 回愛知臨床外科学会
　平成 26 年 7 月　名古屋

直腸癌両葉多発肝転移に対する全身
化学療法著効後に 2 期的肝切除を予
定した 1 例

外　　科
川勝章司、金岡祐次、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
磯谷正敏
第 59 回東海肝臓外科懇談会
　平成 26 年 8 月　名古屋

　症例は 30 歳女性。主訴は右上腹部の腫瘤で両葉多
発肝転移を伴う直腸癌（cT3N1M1 Stage Ⅳ）と診
断し、双孔式人工肛門造設後に化学療法を行った。
mFOLFOX6 ＋ Bmab を 9 コース施行（ℓ -OHP に対
するアレルギーで中止）後に FOLFIRI ＋ Bmab を 5
コース施行し、PR （縮小率 45.4%、RECIST）となっ
たため切除を予定した。肝転移が両葉に存在するため
肝切除は 2 期的に行う方針とし、初回手術は減量を目
的として直腸低位前方切除と同時に肝拡大前区域切
除、S2/3 部分切除を行った。組織学的には直腸は腫
瘍が消失し（Grade3、大腸癌取扱い規約）、肝転移巣
は一部に腫瘍が残存するもののほとんどが壊死してい
た（Grade2、大腸癌取扱い規約）。術後の造影 CT で
は径約 10mm の病変が 2 か所（S1r、S2）に残存して
おり FOLFIRI ＋ Bmab を再開した。経過をみながら
2 期的に根治切除を行う予定である。

Shear Wave Elastography を用いた
乳腺腫瘤鑑別の有用性

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
吉川晃士朗、寺崎史浩

放射線科
曽根康博、今吉由美、辻　　望
第 11 回日本乳癌学会中部地方会
　平成 26 年 9 月　岐阜

【背景】Shear wave elastography（以下 SWE）は、
異なる深度にフォーカスされた超音波を送信し（音
響放射圧）、組織を上下に振動させその際に発生する
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shear wave（せん断弾性波）の伝播速度から組織弾
性を算出する方法で、用手圧迫が不要のため簡便で再
現性が高く定量化が可能という特徴を有している。今
回われわれは視覚的評価に加え、腫瘤辺縁と脂肪組織
の弾性値の比（fat-lesion ratio, FLR）から乳腺腫瘤の
鑑別の有用性を検討したので報告する。【方法】当院
で 2013 年 6 月から 2014 年 5 月までに施行した SWE
検査のうち、組織学的に良悪性が診断された乳腺腫瘤
を対象に、戸崎らが報告した４つのカラーマップパ
ターンに基づいた分類をおこなった。すなわち 1．カ
ラーなし　2．縦方向のアーチファクト　3．腫瘤辺
縁にカラー陽性　4．腫瘤周辺から内部のカラー陽性
の４パターンに分類した。測定可能病変については
FLR を測定した。さらに乳癌症例に対しては、FLR
と ER、PgR、HER2、核グレード、浸潤径、リンパ
節転移の有無との関連性を検討した。【結果】103 症
例 104 病変のうち、44 例が悪性で 60 例が良性であっ
た。カラーマップパターンは 1、2、3、4 がそれぞれ
32、19、18、35 例であった。パターン 1 と 2 は全例
が良性で、パターン 3 と４はそれぞれ 72％、89％が
悪性であり診断の感度は 100%、特異度は 85％、陽性
的中率は 83％、陰性的中率は 100% であった。FLR
の平均値は悪性病変が 18.4 ± 9.7、良性病変が 3.2±5.8

（p<0.001）で有意に良性病変で低く、特に FLR ＜
5 の病変では悪性例はなかった。FLR と悪性病変の
ER、PgR、HER2、核グレード、浸潤径、リンパ節転
移の有無はいずれも関連性を認めなかった。【結論】
従来の B-mode 超音波画像に加えて、カラーマップパ
ターン 1、2 および FLR ＜ 5 の病変は悪性病変を認め
ず、良悪性の鑑別に有用であると考えられる。

腹腔鏡下胃全摘術の定型化・標準化
にむけた工夫と取り組み
ー 6 ポートと
　自動吻合器による食道空腸吻合ー

外　　科
高 山 祐 一
第 27 回日本内視鏡外科学会総会
　平成 26 年 10 月　盛岡

【はじめに】腹腔鏡下胃全摘術を定型化・標準化する
ためには、手術手技、手術成績において開腹胃全摘術
とそれほど遜色なく施行することが必要である。それ
には手術時間の短縮のためいかに効率よく行うか、再
建手技はどうするかが重要である。今回、当院で行っ
ている腹腔鏡下胃全摘術を紹介し、治療成績を報告す

る。【手術手技】1. ポート数は 6 ポート。術者、助手、
スコピストがそれぞれ 2 ポートを使用する。内視鏡用
ポートの右側に吸引管操作専用のポートを挿入し、ス
コピストが右手でこの吸引管を操作し、洗浄と吸引、
視野展開補助を行う。2. 再建は開腹手術と同様に、自
動吻合器を用いて行う。食道断端に巾着縫合をかけア
ンビルを留置し、体腔内食道空腸吻合を行う。空腸空
腸吻合は手縫い Gambee 吻合にて行う。【結果】2011
年 4 月から 2014 年 3 月までに 69 例にこの方法を施
行した。平均年齢は 65.1 歳、男性 49 例、女性 29 例。
手術時間は 3 時間 25 分、出血量は 33ml。術後合併症

（Clavien-Dindo 分類 GradeIII 以上）は 9 例 (13.0%) に
認め、吻合部狭窄 5 例、膵液瘻 3 例、腸閉塞 1 例だった。
縫合不全は認めなかった。術後在院日数は 15.1 日だ
った。【まとめ】本法は開腹術と比べて過度の手術時
間の延長もなく、再建も同様な方法であり、安全で有
用と思われた。

6 ポート法による腹腔鏡下胃切除の
術野展開

外　　科
川勝章司、金岡祐次、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、磯谷正敏
第 27 回日本内視鏡外科学会総会
　平成 26 年 10 月　盛岡

【はじめに】当院では 6 ポートで腹腔鏡下胃切除を行
っている。本法は良好な術野展開と手術時間の短縮が
可能である。当院での手術手技とその成績を報告する。

【手術手技】通常の 5 ポートに加え、カメラポートの
右側に 5mm ポートを留置して吸引管を挿入し、スコ
ピストが右手で操作している。スコピストの吸引管は
カメラの視軸とのずれが少ないため操作性が良好であ
り、助手による展開を吸引管で補助することで素早く
良好な術野を確保することが可能である。【対象・方法】
2009 年 6 月から 2013 年 3 月までに当院で腹腔鏡下胃
切除を施行した 168 例を対象として短期手術成績の検
討を行った。【結果】平均年齢は 64（ 40-81 ）歳。男
性 114 例、女性 54 例であった。手術時間 158.2 （ 96-
368 ）分。出血量 34.2 （ 0-580 ）mL であった。術後
合併症は Clavien-Dindo 分類 Grade Ⅲ a 以上を 6 例 （ 
3.6%、膵液瘻 3 例・術後出血 1 例・縫合不全 1 例、輸
入脚閉塞 1 例 ）に認めたが在院死亡はなかった。術
後在院日数 14.5 （ 8-51 ）日であった。【結語】スコピ
ストが吸引管を操作して視野展開を行うことで安全か
つ迅速に腹腔鏡下胃切除が施行可能であった。
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腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP 法）
の手術時間短縮にはどれだけの症例
が必要か

外　　科
米 川 佳 彦
第 27 回日本内視鏡外科学会総会
　平成 26 年 10 月　盛岡

【背景】手術における Learning curve（以下 LC）は
手技習得の一指標である。当科では 2012 年 11 月から
TAPP 法を導入し、手技習得と 60 分以内の手術時間
を目指している。 【対象・方法】2014 年 4 月までに
当科で施行した TAPP 法 178 例と 11 名の術者のうち、
10 例以上を執刀した 6 名、162 例の手術時間に対する
対数近似曲線を LC として検討した。【手術手技】手
術は 3 ポート（12、5、5 ミリ）で行う。 メッシュは
3D Max を用いてタッカーで固定し、吸収糸で腹膜を
連続縫合閉鎖している。【結果】術者あたりの執刀数
は平均 27 例（13 ～ 47 例）、手術時間は平均 66 分（25-
130 分）であり、LC が 60 分未満となっている術者は
6 名中 3 名であった。LC 達成前の 3 名の平均手術時
間はそれぞれ 80 分、74 分、66 分で、達成後はそれぞ
れ 45 分、52 分、52 分、短縮率は平均 31％（21-44％）
であった。LC は術者によって①典型的に急峻な傾き
から緩やかな傾きに移行するパターン 4 名と、②緩や
かな傾きを維持するパターン 2 名に分けられた。計算
値を含め、LC が 60 分未満となるまでに必要な症例
数は平均 20 例（5 ～ 43 例）であった。術後合併症は
再発、出血、精索炎をそれぞれ 1 例ずつ、Seroma を
6 例に認めた。【結語】TAPP 法では 20 例程度の症例
を経験することで手術時間の短縮が可能であると思わ
れたが、術者による差も大きい。

Superposterior Segments（S4b,7,8）
病変に対する腹腔鏡下肝切除の問題点

外　　科
前 田 敦 行
第 27 回日本内視鏡外科学会総会
　平成 26 年 10 月　盛岡

【背景】手術における Learning curve（以下 LC）は
手技習得の一指標である。当科では 2012 年 11 月から
TAPP 法を導入し、手技習得と 60 分以内の手術時間
を目指している。 【対象・方法】2014 年 4 月までに
当科で施行した TAPP 法 178 例と 11 名の術者のうち、

10 例以上を執刀した 6 名、162 例の手術時間に対する
対数近似曲線を LC として検討した。【手術手技】手
術は 3 ポート（12、5、5 ミリ）で行う。 メッシュは
3D Max を用いてタッカーで固定し、吸収糸で腹膜を
連続縫合閉鎖している。【結果】術者あたりの執刀数
は平均 27 例（13 ～ 47 例）、手術時間は平均 66 分（25-
130 分）であり、LC が 60 分未満となっている術者は
6 名中 3 名であった。LC 達成前の 3 名の平均手術時
間はそれぞれ 80 分、74 分、66 分で、達成後はそれぞ
れ 45 分、52 分、52 分、短縮率は平均 31％（21-44％）
であった。LC は術者によって①典型的に急峻な傾き
から緩やかな傾きに移行するパターン 4 名と、②緩や
かな傾きを維持するパターン 2 名に分けられた。計算
値を含め、LC が 60 分未満となるまでに必要な症例
数は平均 20 例（5 ～ 43 例）であった。術後合併症は
再発、出血、精索炎をそれぞれ 1 例ずつ、Seroma を
6 例に認めた。【結語】TAPP 法では 20 例程度の症例
を経験することで手術時間の短縮が可能であると思わ
れたが、術者による差も大きい。

急性胆嚢炎発症後 72 時間以上経過
症例に対する、腹腔鏡下胆嚢摘出術
の手術成績

外　　科
尾 上 俊 介
第 27 回日本内視鏡外科学会
　平成 26 年 10 月　盛岡

【目的】発症後 72 時間を経過した急性胆嚢炎に対する
緊急手術の適応は、施設によって異なる。当院での同
胆嚢炎に対する、腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績を報
告する。【方法】急性胆嚢炎に対して、① 80 歳未満、
②上腹部開腹歴なし、③主要臓器の合併症なし、の 3
条件を満たせば、緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行して
いる。2012 年から 2014 年 4 月までの間に、67 例の緊
急腹腔鏡下胆嚢摘出術を経験した。発症後 72 時間以
内に手術を実施した 49 例（A 群）と 72 時間以降に
実施した 18 例（B 群）を比較した。【結果】年齢、性別、
BMI は両群ともに類似していた。手術時間の中央値

（範囲）は A 群で 80（37-141）分、B 群で 89（48-234）
分であり、有意差は認められなかった。一方、出血
量の中央値（範囲）は A 群で 10（1-650）ml、B 群で
50（3-3500）ml であり、有意差を認めた（P=0.012）。
開腹移行は A 群で 1 例（2%）、B 群で 2 例（11%）で
あった。入院期間中央値は A 群が 5 日間、B 群が 6
日間であった。合併症は A 群で 3 例（6%、創感染、
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無気肺、腹壁瘢痕ヘルニア）、B 群で 1 例（6%、総胆
管結石）認めた。【まとめ】B 群は出血量が多いものの、
その他は A 群に劣らない手術成績であった。

Comparison of morbidity and 
surgical margin status in 
laparoscopic sectionectomy and 
partial liver resection

外　　科
金岡祐次、前田敦行、高山祐一
磯谷正敏
 2nd International Consensus Conference 
on Laparoscopic Liver Resection

（ICCLLR2014）
　平成 26 年 10 月　盛岡

Purpose: To elucidate the optimal laparoscopic 
procedure in comparison with the morbidity 
and the status of surgical margin in laparoscopic 
sectionectomy （SX） and partial liver resection （PR）.
Methods: Between 2010 and 2014 , 70 patients with 
liver tumor underwent laparoscopic surgeries were 
enrolled. SX （n= 19） included 7 HCC, 8 metastatic 
disease （MET）, and 4 benign tumors, and PR （n= 51） 
included 39 HCC, 10 MET, and 2 benign. Hepatic 
virus infection were seen 26% in SX and 75% in 
PR. SX consisted of 12 lateral sectionectomies, 2 
posterior sectionectomies, 2 anterior sectionectomies, 
and 3 hemihepatectomies．
Results: Mean operation time/blood loss were 143 
min/ 172 ml in SX and 173 min/ 293 ml in PR; the 
rate of morbidity was 0% in SX and 16% in PR （p= 
0 . 019）; the positive surgical margin was proven 
in 0% in SX and 17 . 6% in PR （p= 0 . 049）, and the 
mean lengths of surgical margin were 12 . 1 mm in 
SX and 7 . 6 mm in PR （p= 0 . 041）. 
Conclusion: Although the decreased liver functions 
were often seen in PR, SX likely presented less 
morbidity and negative surgical margin compared 
to PR. SX might be a preferable procedure in 
laparoscopic surgery if the liver residual function 
was tolerable.

Laparoscopic Hepatectomy for 
Superoposterior Segments (S4 
superior, 7,8) in Patients with HCC

外　　科
前田敦行、金岡祐次、高山祐一
深見保之、尾上俊介、磯谷正敏
The 2nd International Consensus 
Conference on Laparoscopic Liver 
Resection
　平成 26 年 10 月　盛岡

Background: We investigated retrospectively the 
operative outcome of laparoscopic hepatectomy for 
hepatocellular carcinoma （HCC）, and elucidate the 
validity of laparoscopic approach for superoposterior 
segments （SPS, i.e. S 4 superior, 7 , and 8）.
Methods: Between 2010 and May 2014 , 47 patients 
underwent laparoscopic hepatectomy for HCC, and 
they were divided in two groups; SPS group （n= 19） 
and non-SPS group （lesions in other segments, 
n= 28）, and surgical outcomes were analyzed.
Results: Mean age was 65 . 5 （range 30 - 81） years, 
and male: female ratio was 33 : 14 . Background data 
of the tumors and liver function were identical. 
However, non-anatomical resection were more 
frequent in SPS group （52 . 6% vs. 42 . 9%, P= 0 . 51） 
with higher positive rates of surgical margins 

（R 1 or 2） （15 . 7% vs. 10 . 7%, P= 0 . 61） without 
significant difference. Longer operative time （202 
vs. 132 minutes, P< 0 . 0001）, more blood loss （429 
vs. 116 g, P< 0 . 0001）, and longer postoperative 
stay （20 . 1 vs. 12 . 4 , P= 0 . 015） were observed. 
Morbidity （Clavien-Dindo classification > Grade II） 
was identified in 4 patients （21 . 1%, massive ascites 
in 3 , and intraabdominal infection in 1） of SPS group, 
while 1patient （3 . 6%, P= 0 . 0072） in non-SPS group. 
Morbidity rate was 0%. 
Conclusions: Since laparoscopic hepatectomy for SPS 
in patients with HCC is complicated, indications of 
laparoscopic approach should be limited, and more 
extended hepatectomy may be required for negative 
surgical margins.



－384－

Ⅳ　学会発表の部

MRI/CT で発見された病変に対して、
セカンドルックの造影 US ガイド下
に行った生検

外　　科
亀井桂太郎、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、前田敦行、高山祐一
深見保之、尾上俊介
第 33 回日本乳腺甲状腺超音波医学会
　平成 26 年 10 月　別府

【背景】MRI で発見された病変に対して MRI ガイド
下に生検を行うことは理にかなっているが、MRI ガ
イド下生検はコストも手間もかかる。もし、MRI で
発見された病変を US で同定できれば、US ｶﾞｲﾄﾞ下に
生検を行うことができ、コストかからず容易に行うこ
とができる。MRI で発見された病変に対してセカン
ドルック US を行った過去の報告では、同定率はさま
ざまである。近年、ソナゾイド®を用いた造影超音
波検査が乳腺疾患の診断に MRI や通常の US よりも
より正確であるという報告がでた。本研究の目的は、
MRI で発見された病変に対して造影 US を併用する
ことにより同定率が高まらないか？さらに同定した病
変に対するインターベンションとしての FNA の有用
性を調べることである。【対象と方法】対象は、2013
年 4 月～ 2014 年 4 月までに、術前に切除範囲決定の
ために行った MRI/CT 検査で新規に発見された病変
を有した 10 例。新規病変に対して、2nd look US で
同定した後に造影 US を行った。さらに、FNA を行
い、術後の組織診断と比較した。2nd look USCE-US
により同定できるか否か、FNA の感度、正確性につ
いて検討した。【結果】MRI/CT で指摘された新規病
変は、小腫瘤 9 例で腫瘍径は 4.6mm（2 ～ 7mm）、非
腫瘤性病変が 1 例。病理組織結果は悪性 7 例、良性
3 例であった。これらに対して行った 2nd look US で
はすべて MRI で指摘されたと思われる異常所見を認
めた。同部に対する造影超音波検査を行ったところ、
MRI でよく造影された 8 例ではすべて造影された、
MRI で淡くしか造影されなかった 2 例では CE-US で
はっきりとは造影されなかった。FNA は全例に対し
行われ、最終診断が癌であった 7 例中 3 例（42.9%）
で悪性と診断できたのみで、他は鑑別困難 3 例、検体
不良が 1 例であった。Accuracy rate は 50％であった。
Accuracy　rate が低い理由としては、最初の US で
は見つからないような小病変や乳管内進展部分が対象
となるために、癌として成熟していない病変が多いこ
とが原因と考えられる。【まとめ】MRI/CT で造影さ
れた病変に対する造影 US は、2nd look US 時に病変
を同定するためには有用であり、確信を持ってインタ

ーベンションを行える。しかし、選択するインターベ
ンションとして、FNA は信頼性に欠けることから他
のインターベンションを選択する必要がある。

回腸憩室穿孔の 1 例

外　　科
寺崎史裕、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦、渡邉夕樹、堀米香世子
千馬耕亮、吉川晃士朗
第 288 回東海外科学会
　平成 26 年 10 月　津

肝膿瘍をきたした小腸 GIST の 1 例

外　　科
吉川晃士朗、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦、渡邉夕樹、堀米香世子
千馬耕亮、寺崎史裕
第 288 回東海外科学会
　平成 26 年 10 月　津

肝転移を伴う大網原発平滑筋肉腫を
腹腔鏡下に同時切除した 1 例

外　　科
横山達郎、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦、渡邉夕樹、堀米香世子
千馬耕亮、吉川晃士朗
第 288 回東海外科学会
　平成 26 年 10 月　津
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局所進行膵癌に対する
LPD（Ligamento-pancreato-
duodenectomy）

外　　科
大塚新平、磯谷正敏、金岡祐次
原田　徹、亀井桂太郎、前田敦行
第 13 回岐阜膵臓外科研究会
　平成 26 年 10 月　岐阜

【はじめに】膵癌治療ではR 0切除の達成が重要な予
後規定因子である。当院では肝十二指腸間膜への浸
潤が疑われる症例に対して、動門脈再建を必要とす
る肝十二指腸間膜切除兼膵頭十二指腸切除（LPD：
Ligamento-pancreato-duodenectomy）を積極的に施行
している。【血行再建】3倍ルーペを用いて膵切除術者
が行った。動脈再建ではスリットを入れることで吻合
口を大きくし、7- 0プロリン糸によるパラシュート吻
合（連続縫合）で行った。

【症例１】65歳女性。黄疸を主訴に来院。腹部造影CT
で下部胆管に浸潤する膵頭部腫瘍を認め、肝内胆管拡
張、肝十二指腸間膜内リンパ節腫大、門脈狭窄、固有
肝動脈周囲軟部陰影を伴っていた。膵頭部癌、膵内胆
管浸潤、12番リンパ節転移、門脈浸潤、固有肝動脈浸
潤の術前診断で手術となった。亜全胃温存膵頭十二指
腸切除、肝十二指腸間膜切除、門脈切除グラフト再建、
右肝動脈切除再建（中結腸動脈）、総肝動脈切離、左肝
動脈切離を施行。手術時間6時間26分、出血量550ml、
門脈再建時間29分、肝動脈再建時間9分。R 0が得られ
た。術後合併症なし、術後23日軽快退院。補助化学療
法なし、2年3ヶ月無再発生存中。病理組織診断：CH

（+）, DU（+）, S（+）, RP（+）, PV（+）, A（+）, ly 0 , v 0 , 
ne 2 , # 12a（+）
pT 3N 1M 0 StageⅡB （UICC）

【症例２】72歳女性。体重減少を主訴に来院。腹部造
影CTで膵頭部腫瘍を認め、門脈狭窄、総肝動脈から
固有肝動脈まで連続する軟部陰影を伴っていた。膵頭
部癌、門脈浸潤、総肝動脈および固有肝動脈浸潤の術
前診断で手術となった。膵頭十二指腸切除、肝十二指
腸間膜切除、門脈切除再建、右肝動脈切除再建（中結
腸動脈）、総肝動脈切離、脾動静脈切離、左肝動脈切
離、左胃動脈切除再建（端々吻合）を施行。手術時間7
時間15分、出血量500ml、門脈再建時間11分、肝動脈
再建時間14分、左胃動脈再建時間16分。R 0が得られた。
術後合併症なし、術後37日軽快退院。補助化学療法な
し、3ヶ月無再発生存中。
病理組織診断：RP（+）, PV（+）, A（+）, PL（+）, ly 1 , 
v 0 , ne 3 , # 8a（+）
pT 3N 1M 0 StageⅡB（UICC）

【結語】動脈再建手技を必要とするが、LPDによりR 0
を達成することで長期予後が期待できる。

大腸癌化学療法時に生じた
間質性肺炎の検討

外　　科
寺崎史裕、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦、千馬耕亮、堀米香世子
渡邉夕樹、吉川晃士朗
第 4 回西濃がんサポーティブケア研究会
　平成 26 年 11 月　大垣

造影超音波が診断に有用であった検診
異常精査中に発見された乳癌の 1 例

外　　科
稲葉量子、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦

診療検査科（画像）
今吉由美
第 24 回日本乳癌検診学会学術集会
　平成 26 年 11 月　前橋

【はじめに】精査目的の MRI で偶然発見される異常に
対して Second look US を行うことが一般化しつつあ
る。しかし、Second look US で確信を持って同定で
きないことも多い。2012 年 8 月より超音波診断用造
影剤「ソナゾイド®」の乳房腫瘤性病変への適応が保
険収載され、MRI で指摘された異常に対する Second 
look US 時の有用性が期待されている。【症例】60 歳
代女性、乳がん検診の超音波検査で右 A 領域に乳腺
腫瘤を指摘され精査目的で来院。腫瘤は嚢胞と診断
したが、マンモグラフィで石灰化を認めるため MRI
検査を施行。MRI 検査では石灰化部位に異常を認め
ないものの、A 領域に径 13mm の濃染域を認めた。
Second look US を行い、同部に低エコー域を認める
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ものの、近傍には類似の低エコー域も散在しており確
信が持てないため造影超音波検査を施行した。造影超
音波検査では、低エコー域の周囲の高エコー帯も含め
て造影されたため、確信をもって Core needle biopsy
を行い浸潤性乳管癌の診断を得た。【まとめ】MRI で
指摘された異常に対する Second look US で同定する
際に造影超音波検査は有用な可能性がある。当院で経
験した症例を含めて報告する。

切除不能胃癌に対する胃空腸バイパ
ス術：術後化学療法到達規定因子の
検討

外　　科
寺崎史裕、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦
第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

左側結腸癌イレウスに対する一期的切
除吻合：非イレウス軍との比較検討

外　　科
吉川晃士朗、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦
第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

当院における乳癌センチネルリンパ
節生検 700 例の検討

外　　科
森　治樹、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行

高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司
第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

【目的】センチネルリンパ節生検（SLNB）を施行し
た原発性乳癌 700 例の領域リンパ節再発を検討した。

【対象・方法】当院において 2005 年 5 月から 2014 年
5 月までに、RI（99mTc 標識フチン酸）と色素法（イ
ンジゴカルミン）を併用して SLNB を施行した原発
性乳癌 700 例を対象として検討した。【結果】永久標
本を含めて SLN 陽性・腋窩郭清群は 65 症例（9.3%）、
SLN 陰性・郭清省略群は 622 症例（88.8%）であった。
SLN 陽性であったが、腋窩郭清を省略した SLN 陽性・
郭清省略群は 13 例（1.9%）であった。SLN 陽性・郭
清省略群に対する腋窩への術後治療として、放射線療
法や薬物療法を行った症例は 12 例、経過観察のみは
1 例であった。観察期間中央値 50.3 ヵ月において、腋
窩再発を含めた再発率は、SLN 陽性・腋窩郭清群で
6.1％（4 例）、 SLN 陰性・郭清省略群で 2.4%（15 例）、
SLN 陽性・郭清省略群で 7.6％（1 例）であった。3
群間における再発率の有意差は認めなかった。腋窩再
発は SLN 陽性・腋窩郭清群、SLN 陽性・郭清省略群
では認めず、SLN 陰性・郭清省略群で 0.48%（3 例）
認めた。【結語】当院 SLN 陽性例において腋窩郭清群
と郭清省略群共に腋窩再発を含めた再発率に有意差は
認めなかった。SLN 陽性例でも腋窩に対する術後療
法を行うことで腋窩再発を制御し、腋窩郭清を省略で
きる可能性がある。

診断に苦慮した脾破裂の 1 例

外　　科
岡本和浩、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
米川佳彦、千馬耕亮、堀米香世子
渡邉夕樹、吉川晃士朗、寺崎史浩
第 223 回岐阜外科集談会
　平成 26 年 11 月　岐阜
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鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術
（TAPP 法）の成績

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
第 20 回岐阜内視鏡外科研究会
　平成 26 年 12 月　岐阜

【背景】当院では成人鼠径ヘルニアに対して 2012 年
11 月から TAPP 法を導入した。当院の手術手技と
治療成績を報告する。【手術手技】ポートは 3 ポート

（12、5、5mm）。当初はエネルギーデバイスに超音波
凝固切開装置（以下、LCS）を使用していたが、手術
手技の定型化と DPC 改正により LCS（83000 円 / 回）
は加算が認められないこととなり、現在はモノポー
ラメッチェン（14000 円 / 回）を使用している。メッ
シュは 3DMax を用いてタッカーにて固定、腹膜閉鎖
は 3-0 吸収糸にて連続縫合で行っている。 【対象・方
法】2014 年 10 月までに当科で施行した TAPP 法 229
症例 251 病変について、おもに LCS を使用した 2012
年 11 月から 2013 年 11 月までの前期群（n=124）と、
おもにモノポーラメッチェンを使用した 2013 年 12 月
から 2014 年 10 月までの後期群（n=127）の 2 群に分
類し、患者背景、手術成績、術後成績の比較検討を行
った。【結果】全患者の背景は平均年齢が 62 歳［範囲
24-80 歳］、男：女 =212：17 例、ヘルニア部位は右：
左：両側が 111：93：24 例、ヘルニア分類は I 型：II
型：III 型：IV 型が 165：71：6：4 例であった。患者
背景はいずれも 2 群間で有意差を認めなかった。手術
成績は、手術時間が前期群 67 ± 23 分、後期群 59±21
分（p<0.01）で後期群が短く、出血量は前期群 2.0±
1.7g、後期群 3.6 ± 18g （p=0.30）で有意差は認めなか
った。術後成績は合併症が前期群 7 例（5.6%）（Seroma4
例、出血 1 例、精索炎 1 例、再発 1 例）、後期群 10 例

（7.8%）（Seroma9 例、出血 1 例）であった（p=0.35）。
術後在院日数は前期群 2.1 日、後期群 2.2 日（p=0.34）
で、退院時鎮痛薬処方は前期群 13 例（10％）、後期群
12 例（9％）（p=0.78）であった。【結語】当科の方法
により比較的短時間で安全に手術が行われている。

吸引管によるアシストを利用した
胃癌に対する腹腔鏡下リンパ節郭清

外　　科
高山祐一、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
深見保之、尾上俊介、大塚新平
川勝章司、森　治樹、米川佳彦
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
寺崎史裕、吉川晃士朗
第 56 回名古屋腫瘍外科研究会　内外症検
　平成 27 年 1 月　名古屋

胃癌肺転移に対し
肺切除後 3 年無再発の 1 例

外　　科
河野秀俊、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、須磨崎真
森　治樹、米川佳彦
第 43 回愛知臨床外科学会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　症例は 50 歳男性。胃癌に対して胃全摘 + 膵脾合併
切除 + 左副腎、下部食道切除術を施行した。病理結
果は tub2 pT3N1M0 stage Ⅱ B であった。術後補助
化学療法として S-1 内服を施行したが交通外傷のため
4 コースで中断した。術後 2 年経過後に CEA:6.0 と上
昇あり、CT 検査では左肺尖部に 8mm 大の結節影を
認め、PET-CT 検査では同部に集積を認め胃癌肺転移
と診断した。化学療法として S-1+CDDP を 8 コース
施行した。RECIST による効果判定で SD であり、他
に明らかな遠隔転移を認めなかったため、左肺上区域
切除術を施行した。病理組織学的には胃癌の組織像と
一致し、胃癌肺転移と診断した。術後補助化学療法と
して S-1 内服を 8 コース施行した。肺切除術後 3 年 2
カ月経過した現在も再発の兆候は認めていない。胃癌
肺転移に対して肺切除術を施行し、長期生存している
例はまれであるため報告する。
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虫垂憩室炎の 2 例

外　　科
米 山 将 太 郎
第 43 回愛知臨床外科学会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　症例 1 は 40 歳男性。主訴は右下腹部痛。腹部 CT
で虫垂憩室と周囲の free air を認め虫垂憩室炎穿孔の
診断で虫垂切除術を施行した。切除した虫垂には憩室
が散見され一部穿孔していた。病理組織所見では穿孔
部には好中球の浸潤を認め虫垂憩室炎による穿孔と診
断した。症例 2 は 47 歳女性。主訴は右下腹部痛。腹
部 CT で虫垂の腫大を認め急性虫垂炎の診断で虫垂切
除術を施行した。切除した虫垂には憩室を認め、病理
組織所見では憩室を中心に炎症細胞の浸潤を認め虫垂
憩室炎と診断した。虫垂憩室炎は虫垂炎より穿孔のリ
スクが 4 倍とも報告されており、虫垂憩室炎を疑う場
合には積極的な手術療法が必要である。

メッシュプラグ法術後に
大腿ヘルニア陥頓をきたした 2 例

外　　科
森　治樹、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、米川佳彦
須磨崎真、千馬耕亮、堀米香世子
渡邉夕樹、吉川晃士朗、寺崎史裕
第 12 回日本ヘルニア学会東海地方会
　平成 27 年 2 月　名古屋

閉鎖孔ヘルニア 40 例の検討

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司、森　治樹
須磨崎真、千馬耕亮、堀米香世子
渡邉夕樹、吉川晃士朗、寺崎史裕
第 12 回日本ヘルニア学会東海地方会

　平成 27 年 2 月　名古屋
【背景】当院における閉鎖孔ヘルニア症例について検
討したので報告する。【対象・方法】2007 年 1 月から
2014 年 12 月までに診断された閉鎖孔ヘルニア 40 例
について、患者背景と治療成績を検討した。【結果】
平均年齢は 84 歳［範囲 46-99 歳］、全例が女性で局在
は片側：両側が36：4例であった。CT検査は39例（98%）
で施行されていた。治療は開腹手術：腹腔鏡手術：保
存的治療が 29：2：9 例であった。手術症例 31 例では、
術前診断と手術診断の非一致を 4 例（13%）に認めた

（片側→両側 3 例、TAPP 手術時に別発見 1 例）。平
均手術時間は 67 分、出血量は 22g であった。腸切除
は 20 例（65%）でおこなわれ、ヘルニア修復方法は
卵巣 7 例、子宮 15 例、メッシュプラグ 19 例であった。
術後成績は合併症を 8 例（25%）（肺炎、SSI、脳梗塞、
尿路感染、心不全、胸水、せん妄）に認めた。ヘルニ
ア再発は 1 例（メッシュプラグ）認めた。術後、異時
性対側の発症を 3 例（10%）に認めた。術後在院日数
は 14 日であった。保存症例は全例が手術適応外であ
り、2 例で入院死亡（看取り）を認め、7 例は保存軽
快したが、うち 4 例（57%）でその後の症状の再燃を
認めた。【結語】閉鎖孔ヘルニアは高齢者が多く術後
合併症が多い。手術は必ず対側ヘルニアの有無を確認
するべきである。

肝門部胆管癌術後に発生した下部胆
管癌の 1 例

外　　科
川勝章司、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、森　治樹、米川佳彦
第 73 回東海胆道研究会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　症例は 73 歳男性。閉塞性黄疸で発症した肝門部胆
管癌に対して 2002 年 12 月 PTBD 後に拡大肝右葉・
尾状葉切除 + 肝外胆管切除 + 門脈切除・再建を施行
した。腫瘍は 3 × 1.5cm、乳頭浸潤型で右肝管から肝
門部胆管に広がっていた。組織学的には中～高分化型
管状腺癌で病期は T2bN0M0 Stage Ⅱ（UICC）であ
った。2005 年 10 月の定期検査より膵内胆管の拡張を
認め、緩徐に増大するため定期経過観察を行っていた。
2014 年 3 月の CT 検査で拡張した膵内胆管内に造影
効果を伴う腫瘤を同定し、膵内胆管癌の診断で亜全胃
温存膵頭十二指腸切除を施行した。腫瘍は 7 × 4cm、
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乳頭浸潤型であった。組織学的には中～高分化型管状
腺癌で病期は T3N0M0 Stage Ⅱ A（UICC）であった。
PTBD による播種の可能性を考慮して現在検索中で
ある。

腹腔鏡下胃切除術における
術後短期成績の比較検討

外　　科
米川佳彦、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一
第 87 回日本胃癌学会総会
　平成 27 年 3 月　広島

【背景】2014 年 5 月に改定された第 4 版胃癌治療ガイ
ドラインによると cStage II 以上の胃癌に対して腹腔
鏡下幽門側胃切除術を推奨する根拠は乏しいとされて
いる。当科では 2009 年 6 月から胃癌 cStage I 症例に
対して腹腔鏡下手術を導入し、手術手技の定型化とと
もに現在はcStageII以上の症例も適応としている。【手
術手技】LDG は 6 ポート法でおこなう。スコピスト
は右手に吸引管を持ち術野展開とミストや出血の吸引
を効率よくおこなう。再建は開腹手術と同様、小開腹
下に体外手縫い吻合（Gambee 法）をおこなう。【対
象・方法】2007 年 6 月から 2014 年 5 月までに当科で
施行した幽門側胃切除術 685 例を開腹群（ODG） 513
例と腹腔鏡群（LDG）172 例に分類し、腹腔鏡手術の
適応としていない 80 歳以上、Stage IV、心血管合併
症症例を除外した 475 例を対象に短期成績を比較検
討した。【結果】対象は ODG 群が 311 例、LDG 群が
164 例であった。以下、ODG 群と LDG 群の比較とす
る。平均年齢は 67 歳 vs 64 歳（p<0.01）、BMI は 21.3 
vs 22.4 （ p<0.001）であった。性別、ASA-PS 分類、
術前併存疾患は 2 群間で有意差を認めなかった。手術
は D2 以上のリンパ節郭清が 85% vs 56% （p<0.001）
でおこなわれ LDG 群では縮小手術の割合が多かった
にも関わらず郭清リンパ節個数は 24 ± 12 個 vs 26±
12 個（ｐ＝ 0.039）で LDG 群のほうが多かった。再
建は Billroth-I 法が 57% vs 40%, Billroth-II 法が 42% 
vs 55%, Roux-en Y 法が 1% vs 5% （p<0.01）であっ
た。手術時間は 133 ± 47 分 vs160 ± 37 分（p<0.001）、
出血量は 210 ± 202g vs 39 ± 77g （p<0.001）であった。
Clavien-Dindo 分類 Grade II 以上の術後合併症は 12% 
vs 19 12% で、そのうち Grade III 以上は 6% vs 6%
であった（NS）。術後膵液廔を 8 例（2.6%） vs 6 例

（3.7%）、縫合不全を 5 例（1.6%） vs 2 例（1.2%）、イ
レウスを 7 例（2.3%） vs 2 例（1.2%）、肺炎を 7 例（2.3%） 

vs 4 例（2.4%）で認めた（いずれも NS）。術前を含
めた周術期輸血は 5.8% vs 1.8% （p=0.032）であった。
最終 Stage は IA/IB が 56% vs 79%、Stage II 以上が
44% vs 21%（p<0.001）であった。術後在院日数は
16.8 日 vs14.5 日（p<0.001）であった。 【結語】LDG
は ODG と比較して手術時間は延長した。しかし郭清
リンパ節個数、出血量、術後合併症、在院日数の観点
から cStage II を含めた症例でも LDG のほうが短期
的には質が高く安全に施行可能であることが示唆され
た。

急性胆嚢炎発症後 72 時間以上経過
例に対する、腹腔鏡下胆嚢摘出術の
手術成績

外　　科
寺崎史浩、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
第 51 回日本腹部救急医学会総会
　平成 27 年 3 月　京都

【はじめに】急性胆嚢炎ガイドラインでは発症後 72 時
間以内の手術が推奨されている。今回発症後 72 時間
を経過した急性胆嚢炎に対して、当院で施行した緊急
腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績を報告する。【対象と
方法】2012/1 ～ 2014/9 までに急性胆嚢炎の診断で緊
急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した 78 例を対象として、
発症後 72 時間以内に手術を実施した早期群：58 例と
72 時間以後に実施した非早期群：20 例に分け、患者
背景、手術成績を比較検討した。【結果】（1）患者背
景：年齢、性別、BMI は有意差を認めなかった。（2）
手術成績：手術時間中央値は早期群：76 分、非早期群：
89 分（P=0.15）。出血量中央値は早期群：10ml、非早
期群：50ml（P=0.01）、開腹移行は早期群：1 例（1.7%）、
非早期群：3 例（15%）（P=0.02）であった。合併症
は早期群：3 例（5.2%）（創感染、無気肺、腹壁瘢痕
ヘルニア）、非早期群：1 例（5%）（総胆管結石）で
あった（p=0.12）。【まとめ】出血量・開腹移行率に有
意差を認めたが、合併症では有意差を認めず発症７２
時間後も安全に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行可能であっ
た。
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Evaluation of Short Term 
Outocome for Laparoscopic 
Proximal Gastrectomy with Jejunal 
Interposition

外　　科
高山祐一、金岡祐次、前田敦行
米川佳彦、磯谷正敏
第 87 回日本胃癌学会総会
　平成 27 年 3 月　広島

【はじめに】当科では 2010 年 7 月より噴門側胃切除術
に腹腔鏡手術（LAPG）を導入し、開腹手術（OPG）
と同様に空腸間置法による再建手技を行っている。今
回当院で行っている手術手技を供覧し、LAPG 群と
OPG 群の術後短期成績を比較検討したので報告する。

【手術手技（LAPG）】ポートは 6 ポートとし、内視鏡
用ポートのすぐ右側に 5mm ポートを留置する。ここ
より挿入した吸引管をスコピストが操作し、術野展開
の補助などを行う。鏡視下で血管処理郭清終了後、食
道断端に手縫い巾着縫合によりアンビルヘッドを留置
する。空腸を前あるいは後結腸経路に挙上し、上腹
部正中を小開腹（約 4cm）する。胃を体外で切除後、
鏡視下に自動吻合器にて食道空腸吻合、体外で手縫い
にて空腸残胃吻合、空腸空腸吻合を行う。【対象と方法】
2007 年 7 月より 2014 年 8 月までに噴門側胃切除術を
施行した 65 例（同時肝切除、根治度 C を除く）を対
象とし、LAPG 群 27 例、OPG 群 38 例に分け、手術
成績、術後成績を比較検討した。【結果】年齢、性別
に有意差を認めなかった。平均手術時間は LAPG 群：
188.9 分、OPG 群：147.8 分（p<0.0001）、平均出血量
は LAPG 群：35.7ml、OPG 群：262.2m l（p<0.0001）
であった。リンパ節郭清個数は LAPG 群：18.5 個、
OPG 群：14.8 個であった（NS）。Clavien-Dindo 分類 
GradeII 以上の術後合併症は LAPG 群：2 例（7.4%）、
OPG 群：6 例（15.8%）であった（NS）。縫合不全は
両群ともに認めなかった。平均術後在院日数は LAPG
群：14.4 日、PG 群：16.8 日 で LAPG 群 で 有 意 に 短
かった（p=0.0004）。また術後排ガスのあった日は
LAPG 群：3.2 日、OPG 群：3.6 日（p=0.062）、 食 事
開始日は LAPG 群：4.3 日、OPG 群：4.6 日であった

（p=0.014）。【まとめ】空腸間置再建による LAPG は
OPG に比べて手術時間は長かったが、出血量は少な
かった。またリンパ節郭清個数に差はなく、術後合併
症、機能回復の面からも有用な術式と思われた。

左側結腸癌イレウスに対する
プレパレーションバッグを用いた
一期的切除吻合の有用性

外　　科
大塚新平、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
第 51 回日本腹部救急医学会総会
　平成 27 年 3 月　京都

【目的】当院では左側結腸癌イレウスに対して緊急手
術でのプレパレーションバッグを用いた術中減圧およ
び一期的切除吻合を行っておりその有用性を検討し
た。【方法】2007 年 1 月－ 2014 年 7 月に手術を行っ
た左側結腸癌（T、D、S）のうち、初回手術での人
工肛門、pT1 2 4b、Stage4 を除いた 199 例をイレウ
ス群（I 群）と非イレウス群（N 群）に分けて比較検
討した。【結果】I 群 25 例、N 群 174 例。男女比、年
齢、ASA-PS、腫瘍局在、術前 CEA に有意差を認め
なかった。全例に結腸左半切除あるいは S 状結腸切
除を施行。I 群全例でプレパレーションバッグによる
術中減圧を施行。手術成績（I 群 vs N 群）：手術時
間：153 分 vs 111 分（p ＜ 0.001）、出血量：135ml vs 
85ml（p=0.188）、術後合併症：10（40%）vs 46（26%）

（p=0.159）、CD Grade3 以上：2（8.0%）vs 10（5.7%）
（p=0.658）、縫合不全：1（4.0%）vs 6（3.5%）（p=0.889）。
在院死亡は N 群 1 例。術後在院日数：17.5 日 vs14.9
日（p=0.074）。5 年生存率：66%vs 85%（p=0.204）。【結
論】左側結腸癌イレウスに対する一期的切除吻合は非
イレウス症例と比較して術後合併症、在院日数、5 年
生存率に差を認めず有用である。

腸切除を要する鼠径部ヘルニア陥頓
手術の検討

外　　科
須磨崎真、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
川勝章司、大塚新平、森　治樹
米川佳彦、千馬耕亮、堀米香世子
渡邉夕樹、吉川晃士朗、寺崎史裕
第 51 回日本腹部救急医学会総会
　平成 27 年 3 月　京都

【背景】鼠径部ヘルニア嵌頓手術に対して当院では腸
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切除を要する場合にはメッシュを用いず McVay 法
または iliopubic tract repair（IPTR）といった従来
法を標準術式としている。【対象・方法】当院におい
て 2008 年 1 月から 2014 年 8 月までに緊急手術を施
行した鼠径および大腿ヘルニア嵌頓 69 例を対象とし
て治療成績を検討した。【結果】患者背景は平均年齢
78 歳 (48 － 97 歳 ) で、男性 39 例・女性 20 例、ヘル
ニアの部位（腸切例 ; 腸切率）は大腿 35 例（27 例；
77%）、外鼠径 29 例（11 例；38%）、内鼠径 5 例 (1 例；
20%）であった。ヘルニア修復は腸切例では全例従来
法（McVay 法 35 例、IPTR 4 例）を用いて修復され、
非腸切例ではメッシュ法 26 例、従来法 4 例であった。
術後合併症は従来法で創感染を 2 例、縫合不全を 1 例、
再発を 1 例認めた。【まとめ】大腿ヘルニア嵌頓は腸
切率が高かった。創感染や縫合不全からメッシュ感染
に至る懸念を考慮すると腸切除を要する症例は従来法
を選択することが望ましいと考える。

急性虫垂炎に対する時間内、時間外
開腹虫垂切除の治療成績の比較

外　　科
吉川晃士朗、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
第 51 回日本腹部救急医学会総会
　平成 27 年 3 月　京都

【目的】当院では急性虫垂炎と診断したら、昼夜を問
わず緊急開腹手術を基本方針としている。今回、勤務
時間内・時間外に施行した急性虫垂炎に対する開腹手
術の治療成績を比較検討する。【対象と方法】2006 年
1 月から 2014 年 8 月までの 8 年間に当科では急性虫
垂炎 1554 例に対し開腹手術（虫垂切除 1519 例、回盲
部切除 35 例）を施行した。そのうち勤務時間内（8:30-
17:15）に施行された症例を N 群：704 例、勤務時間外

（17:15-8:30）に施行された症例を E 群：850 例に分け、
両群の手術成績、術後短期成績について比較検討した。
患者背景では年齢、性別、虫垂の炎症の程度に有意差
を認めなかった。【結果】平均手術時間、平均出血量

（ml）、手術術式、平均在院日数（日）では有意差を
認めなかった。術後合併症は全体では有意差を認めな
かったが、CD 分類 gradeIII 以上は N 群：4 例（0.6％）

（SSI4 例）であったのに対し、E 群：16 例（1.9％）（SSI10
例、腸閉塞 2 例、創哆開 2 例、出血 2 例）で有意差を
認めた（p=0.02）。【結語】時間外では合併症が多くみ
られ、注意が必要と思われた。

〔シンポジウム〕

肝門部胆管癌手術に対する肝動脈再建

外　　科
大塚新平、磯谷正敏、金岡祐次
前田敦行、高山祐一
第 114 回日本外科学会総会
　平成 26 年 4 月　京都

【はじめに】当院では動脈浸潤を伴う胆管癌に対して、
動脈再建を消化器外科医が行うことで積極的に手術を
施行している。当院における動脈再建手技と手術成績
をハイビジョンで報告する。【方法】1996 年以降、切
除した肝門部胆管癌 78 例中、39 例で血行再建を行っ
た（門脈再建（PVR）34 例、肝動脈再建（HAR）16
例、動門脈同時再建 11 例）。HAR16 例の平均年齢 62
歳（43-73）。男性 10 例、女性 6 例。肝左葉切除 14
例、肝右葉切除 2 例（尾状葉は全例切除）。6 例に膵
頭十二指腸切除併施。門脈は 11 例で合併切除再建（9
例はグラフト再建）。肝動脈再建は異種動脈を中心に
行った。再建は 2.5-3 倍ルーペを用いて肝切除術者が
行った。肝動脈およびドナー血管はスリットを入れる
ことで吻合口を大きくし、7-0 プロリン糸によるパラ
シュート吻合（連続縫合）で行った。【結果】1）平
均手術時間 8 時間 48 分（6 時間 7 分 -17 時間 5 分）、
2）平均出血量 1227ml（500-2900）、3）平均動脈再建
時間 21 分（14-31）、4）開存性：14 例で画像上血流
確認、2 例（術後 AST>800）では確認できず（開存
率 88%）、5）術後合併症 7 例（肝膿瘍 2 例、腹腔内
膿瘍 1 例、膵液瘻 2 例、高 Bil 血症 1 例、術後出血 1
例、脳梗塞 1 例）、6）在院死亡 2 例（肝不全 1 例、肝
転移 1 例）、7）予後（MST）：血行再建なし 49.6 ヶ月、
HAR 26.4 ヶ月、PVR 16.4 ヶ月。【結語】肝門部胆管
癌に対する肝動脈再建は安全に施行可能であった。血
管のヘラ上化と連続縫合が手技上の肝要と思われる。

〔シンポジウム〕

急性腹症の診療ガイドライン
－診断検査ー

外　　科
高 山 祐 一
第 69 回日本消化器外科学会
　平成 26 年 7 月　郡山
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〔シンポジウム〕

急性腹症の診療ガイドライン
K-06 （4）診断検査

外　　科
高 山 祐 一
第 42 回日本救急医学会
　平成 26 年 10 月　福岡

〔パネルディスカッション〕

造影超音波のインターベンションへ
の臨床応用の実際

外　　科
亀井桂太郎、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、前田敦行、高山祐一
尾上俊介

診療検査科（画像）
今吉由美
第 87 回日本超音波医学会学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

〔パネルディスカッション〕

若手外科医のみで従来法による
鼠径部ヘルニア嵌頓手術は
安全におこなえるか？

外　　科
米 川 佳 彦
第 12 回日本ヘルニア学会
　平成 26 年 6 月　東京

【背景】鼠径部ヘルニア手術は Tension free 法の普及
により従来法（Iliopubic tract repair（以下 IPTR）や
McVay）を施行する機会は少なく、手技の伝承が問
題である。当院では手術書や口頭だけでなく手術映像
を保存して従来法の教育をおこなっているが、若手外
科医のみで従来法が安全に施行されているかは検討を
要する。【対象と方法】当院において 2008 年 1 月から

2013 年 12 月までに緊急手術で従来法を施行した 40
例を対象として、手術に若手（卒後 10 年目未満 ) の
みが参加した若手群（J 群：n=28）と、上級医（卒後
10 年目以上）が参加した上級医群（S 群：n=12）に
分けて治療成績を比較検討した。【結果】患者背景は
年齢が J 群：79 ± 11 歳、S 群：84 ± 10 歳（p=0.15）、
性別（男 / 女）は J 群：16/12 例、S 群：7/5 例（p=0.94）
であった。ヘルニア区分（内鼠径 / 外鼠径 / 大腿）は
J 群：2/6/20 例、S 群：0/4/8 例であり、腸管切除は
J 群：25 例、S 群：10 例（p=0.61）でおこなわれた。
ヘルニアの修復（IPTR/McVay）は J 群：1/27 例、S
群：2/10 例（p=0.15）であった。手術時間は J 群：
113 ± 44 分、S 群：91 ± 30 分（p=0.11）、出血量は J 群：
41 ± 58g 、S 群：42 ± 82g（p=0.64）であった。術後
創 部 感 染 /Seroma/ 血 腫 は、J 群：1/0/1 例、S 群：
0/1/0 例であった。ヘルニア再発は S 群で 1 例を認め
たのみであった。心不全悪化による在院死を S 群で 1
例認めた。【まとめ】若手群では手術時間が延長する
傾向にあったが、従来法による鼠径部ヘルニア嵌頓手
術は若手外科医のみでも安全におこなえると考えられ
た。

〔パネルディスカッション〕

T2 胆嚢癌における肝 S4a+5 切除の
手術成績

外　　科
尾 上 俊 介
第 26 回日本肝胆膵外科学会
　平成 26 年 6 月　和歌山

【はじめに】当院では 1994 年以降、術前診断が T2 以深、
Binf 0、Hinf 1 以下の胆嚢癌に対して、肝 S4a+5 切除
および肝外胆管切除を基本術式とし、Binf 陽性例や
膵頭周囲リンパ節転移例には肝右葉切除や膵頭十二指
腸切除（PD）を施行した。当院における pT2 胆嚢癌
に対する肝 S4a+5 切除術の手術成績を報告する。【対
象】1994 年から 2013 年までの間に、当院で 46 例の
pT2 胆嚢癌を切除し、うち 28 例に肝 S4a+5 切除術を
施行した。残りの 18 例には胆嚢摘出術（C：n=14）、
肝床切除術（LB：n=2）、2 区域以上の肝切除術（H：
n=2）を施行した。【結果】①肝 S4a+5 切除術の手術
成績：全 28 例に肝外胆管切除術を施行し、1 例に PD
を施行した。平均手術時間は 265 分、平均出血量は
580ml であった。R0 切除は 24 例（86%）であった。
術後合併症は 7 例（25%）に発症し、Clavien-Dindo
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分類では Grade Ⅱが 2 例（肺炎、イレウス）、Ⅲが 4
例（胆汁瘻 2 例、膵液瘻、消化管穿孔）、Ⅳが 1 例（肺
塞栓）であった。3、5 年生存率は 89%、84％であっ
た。② S4a+5/H 症例（n=30）と C/LB 症例（n=16）
との比較：手術時間は S4a+5/H（272 分）は C/LB

（171 分）より有意に長かったが（P=0.012）、出血量
に有意差を認めなかった（S4a+5/H：573ml、C/LB：
524ml、P=0.810）。合併症率、腫瘍径、組織型、リン
パ節転移の有無、脈管神経周囲浸潤の有無、切除断端
陽性率のいずれも両群間に有意差は認められなかった
が、Hinf 1 症例は S4a+5/H（n=17、57%）で C/LB（n=4、
25%）と比較し有意に多かった（P=0.040）。S4a+5/H
の 1、3、5 年生存率は 93%、83%、78％、C/LB は各々
76%、41%、27% であり、S4a+5/H の予後が有意に良
好であった（P=0.012）。【まとめ】S4a+5/H 症例は、
C/LB 症例と比較し、出血量、合併症率、病理学的所
見に差を認めないものの、有意に予後が良好であった。

〔パネルディスカッション〕

当院における直腸癌手術成績の検討

外　　科
大塚新平、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、山口淳平、尾上俊介
第 69 回日本消化器外科学会総会
　平成 26 年 7 月　郡山

【はじめに】NCD の登録開始によって、日本における
消化器外科手術の短期成績が判明した。さらなる成
績向上を目指し、年間外科全身麻酔手術件数 1400 件
規模の当院における手術成績を検討した。【対象と方
法】2008 年 1 月から 2013 年 10 月までの間に原発巣
切除を行った直腸癌 528 例を対象に術後合併症を検討
した。合併症生じた症例のリスク因子（年齢、性別、
ASA-Physical Status（ASA-PS）、術前合併症（DM、
高血圧、虚血性心疾患、脳血管障害、呼吸器合併症）、
BMI、術前 Hb 値、術前 CEA 値、喫煙歴、手術時間、
出血量、周術期輸血、腫瘍占拠部位（S-Rs/Ra/Rb））
を検討した。 【結果】平均年齢 63.4 歳。男性 333 例、
女 性 195 例。ASA-PS（1/2/3/4）：192 例 /186 例
/114 例 /36 例。腫瘍占拠部位：S-Rs 278 例、Ra 125 例、
Rb 119 例。術式：前方切除（AR）360 例（腹腔鏡手
術 111 例）、腹会陰式直腸切断術（APR）118 例（骨
盤内蔵全摘 6 例）、Hartmann 手術 50 例。術後合併症
は 161 例（30.5%）で発生、Clavien-Dindo 分類 Grade

Ⅲ以上では 47 例（8.9%）であった。術式別では AR73
例（20.9%）、APR61 例（53%）、Hartmann22 例（44%）
であり、Grade Ⅲ以上では AR24 例（6.8%）、APR9
例（7.8%）、Hartmann11 例（22%）であった。SSI は
65 例（12.3%）でみとめ、LAR では縫合不全（臓器
SSI）を 10 例（2.8%）に認めた。術後腸閉塞を 25 例

（4.7%）にみとめ 4 例で手術治療を要した。APR では
Grade Ⅱ以下の SSI（32 例 27.1%）、と排尿障害（24
例 20.3%）を多く認めた。在院死亡は 1 例（0.2%）で
89 歳 LAR 症例の術後脳梗塞、誤嚥性肺炎による死
亡であった。合併症発生群を A、非発生群を B とす
る。平均年齢：A 54 歳、B 67 歳（p=0.59）。性別合
併症発生率 : 男性 34%、女性 23%（p=0.007）。ASA-
PS 別合併症発生率（1/2/3/4）：28%/30%/29%/41%

（p=0.50）。各種術前合併症の有無によって術後合併症
の発生率に差は認めなかった。平均 BMI：A 22.1、B 
23.2（p=0.81）。平均術前 Hb 値：A 12.4、B 12.3（p=0.55）。
平 均 術 前 CEA 値：A 18.3、B 17.3（p=0.01）。 有 喫
煙歴例：A 33%、B 27%（p=0.11）。平均手術時間 :A 
171 分、B 145 分（p ＜ 0.001）。平均出血量：A 276g、
B 135g（p ＜ 0.001）。周術期輸血：A 16.3%、B 8.2%

（p=0.007）。腫瘍位置別合併症発生率（S-Rs/Ra/Rb）：
19.8%/44%/42%（p ＜ 0.001）。【まとめ】術後合併症
発生率は 30.5%（Grade Ⅲ以上 8.9%）、手術関連死亡
率 0.2% であり、他施設と同等の結果であった。男性、
手術時間、出血量、周術期輸血の存在、腫瘍位置が
Ra-Rb であることが合併症の発生を有意に増大させて
いた。

〔パネルディスカッション〕

抗血栓薬内服患者の急性胆嚢炎に対
する緊急手術の検討

外　　科
千馬耕亮、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
大塚新平、川勝章司
第 51 回日本腹部救急医学会総会
　平成 27 年 3 月　京都

【目的】当院では、急性胆嚢炎に対して抗血栓薬の内
服の有無にかかわらず耐術可能であれば緊急胆嚢摘出
術（腹腔鏡下を含む）を施行することを基本方針とし
ている。抗血栓薬内服患者に対する急性胆嚢炎緊急
手術の安全性を検討した。【対象と方法】2007 年 1 月
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から 2014 年 9 月までに当院で施行した急性胆嚢炎緊
急手術症例 384 例を対象とし、抗血栓薬内服群（n ＝
72）非内服群（n ＝ 312）に分け、患者背景、周術期
因子を比較検討した。【結果】平均年齢は内服群 73.3
歳、非内服群 64.2 歳（p ＜ 0.001）で、内服群の男女
比は 54：18 であった。周術期因子では平均手術時間
は内服群 99 分 / 非内服群 97 分（NS）、平均出血量は
内服群 374ml/ 非内服群 275ml（NS）、CD 分類 grade
３以上の術後合併症は内服群 6.94%/ 非内服群 5.13%

（NS）、術後在院日数は内服群 12.8 日 / 非内服群 10.3
日（p ＜ 0.001）であった。術後出血での再開腹は非
内服群の 1 例のみであった。【結語】抗血栓薬内服中
の患者に対しての急性胆嚢炎緊急手術は術後在院日数
が多くなる傾向はあるが安全に施行できた。

〔ワークショップ〕

検診発見トリプルネガティブ乳癌の
特徴についての検討

外　　科
堀 米 香 世 子
第 24 回日本乳癌検診学会学術集会
　平成 26 年 11 月　前橋

〔ワークショップ〕

大腸癌同時性肝転移に対する切除戦略

外　　科
深見保之、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、尾上俊介

第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

【はじめに】大腸癌同時性肝転移に対する原発巣と肝
転移巣の同時切除は手術侵襲が大きいこともあり、近
年周術期化学療法を含めた段階的切除が選択される
傾向にあるが、外科的切除が第一選択である事実は
未だ変わらない。【目的】同時切除を第一選択とする
当院の治療方針のもと、大腸癌同時性肝転移の治療
成績を後方視的に検証する。【対象と方法】2006 年 1
月から 2013 年 12 月までに切除された大腸癌肝転移

は 158 例あり、そのうち大腸癌同時性肝転移は 63 例
であった。同時切除 41 例と段階的切除 22 例を比較検
討した。さらに予後規定因子については Cox 比例ハ
ザードモデルを用いた単・多変量解析を行った。【結
果】大量肝切除は同時切除 9 例 （22.0%）、段階的切除
7 例 （31.8%）で差を認めなかった。在院死はゼロで、
術後合併症にも差は認めなかったが、手術時間 （240 
vs 315 分 , p=0.008）と在院日数 （21 vs 32 日 , p ＜
0.001）は同時切除群が有意に短かった。3 年生存率は
同時切除 65.6%、段階的切除 66.8% で有意差はなかっ
た （p=0.054）。性別、CEA、N 個数、肝転移個数、肝
転移最大腫瘍径、片葉両葉、術前化学療法、R01、同
時切除等を用いて多変量解析を行ったところ、男性と
肝転移最大腫瘍径 （>5cm）が独立した予後規定因子
として選択された。【結語】大腸癌同時性肝転移に対
する同時切除は安全に施行可能で、在院日数も短縮で
きる。5cm 以上の肝転移症例は予後不良であり、術
前化学療法を考慮する余地がある。

〔ワークショップ〕

モノポーラーメッチェンを使用した
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）

外　　科
大塚新平、磯谷正敏、原田　徹
金岡祐次、亀井桂太郎、前田敦行
高山祐一、深見保之、尾上俊介
川勝章司、森　治樹、米川佳彦
千馬耕亮、堀米香世子、渡邉夕樹
第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

【目的】DPC の改訂に伴い腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術
では超音波凝固切開装置等加算が適応されなくなり
Common disease である鼠径ヘルニア診療において大
きな問題である。当院では 2011 年 11 月から TAPP
を導入し、当初はエネルギーデバイスとして LCS（定
価 83000 円）を使用していたが、その後にモノポーラ
ーメッツェン（定価 14000 円）に変更した。当院での
モノポーラーメッツェンを用いた TAPP の手技と手
術成績を報告する。【対象】2012 年 11 月から 2014 年
5 月までに TAPP を施行した 169 例を対象とした。 
モノポーラーメッツェンを使用した群（55 症例 59 病
変）を M 群、LCS を使用した群（114 例 125 病変）
を L 群として手術成績を比較検討した。【手技】メッ
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ツェンにより腹膜のみの切開を行うことが容易であ
る。剥離鉗子で脈管（精巣動静脈、精管、下腹壁動静
脈周囲）を腹膜から剥離した後にモノポーラーで腹
膜を切開することで出血を最小限にすることができ
る。凝固を行うポイントを限定することで LCS より
もミストの少ない視野を維持できる。【結果】平均年
齢 :M 群 62.1 歳、L 群 58.4 歳、性別（男 / 女）：M 群
49/6、L 群 102/12。平均手術時間：片側：M 群 65 分

（36-130）、L 群 71 分（31-149）、両側：M 群 96 分（71-
124）、L 群 99 分（55-130）。平均出血量：M 群 2.1ml,L
群 2.2ml（NS）。合併症：M 群 3 例 5.5%（漿液腫 2 例、
出血 1 例）、L 群 7 例 6.1％（漿液腫 5 例、精索炎 1 例、
再発 1 例）。【結論】モノポーラーメッツェン使用によ
る手術時間、出血量、術後合併症の増大は認めなかっ
た。出血を起こしやすいポイントを理解することで安
全に TAPP を行うことができる。

〔ワークショップ〕

Postero-superior segments 
（S4b,7,8）病変に対する腹腔鏡下肝
切除における問題点

外　　科
前 田 敦 行
第 19 回東海内視鏡外科研究会
　平成 27 年 2 月　名古屋

【背景・目的】2010 年 6 月から 2014 年 10 月までに
経験した悪性腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除（LapHx） 
は 74 例であった。最近では腫瘍の首座が postero-
superior segments （PS, S4b,7,8）の症例も適応とし
ており、その治療上の問題点を検討した。【方法】PS
群（n=33）をそれ以外の non-PS 群（n=41）と比較
し、断端陽性率、術式を解析し至適アプローチを検討
した。【成績】全体の平均年齢は 68.5 （30-81）歳、男 :
女＝ 48：26、疾患は原発性肝腫瘍 55 例、転移性 19 例。
Pure 43 例、補助下 31 例、手術時間 153 （63-314）分、
出血 100 （0-1200）g、術後入院 14 （7-97）日、術後合
併症（Clavien-Dindo Grade ≧ I） 8 例 （10%、腹水 7、
肝不全 1）。PS で有意な手術時間の延長（ PSS 206±
61 vs. non-PS 133 ± 49 分、P ＜ 0.0001）、出血量の増
加（433 ± 360 vs. 140 ± 187 g, P ＜ 0.0001）。また在院
期間の延長も （16.6 ± 15.5 vs. 12.5±2.3 日 , P=0.095）。
断端陽性（SM=0mm）はそれぞれ 4 例（12%）、 2 例

（4.8%）と有意差はないが PS 群で高率 （P=0.254）。
PS 群における断端陽性例は、補助下と pure 各 2 例

で有意差は無いが、4 例とも部分切除。【結論】PS 病
変は non-PS と比較して侵襲が大きく LapHx の適応
は慎重であるべき。断端陰性化のために、肝機能を鑑
み部分切除ではなく亜区域切除以上を選択するのが望
まれる。

Petroclival meningioma の治療経験

脳神経外科
槇　英樹、秋　禎樹、山之内高志
野田智之、鬼頭　晃

福島県立医科大学医学部脳神経外科
齋藤　清
第 17 回 岐阜県脳神経外科懇話会
　平成 26 年 7 月　岐阜

ド レ ナ ー ジ と miniflap を 併 用 し た
petrous apex cholesterol granuloma
の１例

脳神経外科
槇　英樹、秋　禎樹、山之内高志
野田智之、鬼頭　晃

頭頸部・耳鼻いんこう科
大西将美

名古屋第二赤十字 j 病院脳神経外科
渡邊　督
第 23 回中部神経内視鏡研究会
　平成 26 年 9 月　名古屋

　 患 者 は 32 歳 男 性。2014 年 3 月 27 日 よ り 複 視
があり、近医受診。左外転神経麻痺をみとめ、当
院 に 紹 介 さ れ た。CT, MRI 施 行 し、Lt. petrous 
apex cholesterol granuloma を み と め た。6 月 11 日
transclival approach で手術を行った。のう胞壁を切
開すると、茶色い液体が排出された。蝶形骨洞粘膜に
よる miniflap をのう胞内に敷きこみ、さらにドレー
ンを留置した。術後左外転神経麻痺は速やかに消失し
た。ドレーンは今後術後 3 ヶ月目に抜去する予定であ
る。今回我々が経験した症例につき、術中所見を供覧
し、考察を行う。
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側頭葉皮質下出血と CO2 ナルコーシ
スで発症した 83 歳男性

脳神経外科
山之内高志、鬼頭　晃、槇　英樹
野田智之、秋　禎樹

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科
泉　孝嗣
第 73 回社団法人日本脳神経外科学会総会
　平成 26 年 10 月　東京

【序文】ある外科直をしている日曜日、マスエフェク
トのほとんど無い側頭葉皮質下出血があるだけにも関
わらず、呼吸がほぼ止まっており、挿管され人工呼吸
器を装着された呼吸以外のバイタルは安定した 83 歳
の男性を紹介された。【症例と経過】83 歳男性、ソフ
ァで座って眠っていると思われたが、失禁しており、
呼びかけに開眼せず、救急車で搬送された。搬送時
呼吸がなく、マスク換気しながら来院。来院後挿管
され呼吸機管理となり頭部 CT 上左側頭葉皮質下出血
を認め、当科コンサルトとなった。血液検査上は中
等度の腎機能低下（多発腎嚢包）と呼吸機管理 30 分
後の血ガスにて pCO2 100mmHg を超えて高値であり
原因不明の側頭葉皮質下出血と CO2 ナルコーシスと
して入院精査を行うこととした。過換気にしてやり
CO2 が飛ぶと、従命はできないものの、開眼し四肢を
動かすようになったが長い無呼吸を伴う不規則性の
呼吸は改善しなかった。翌日 MRI にて左横静脈洞合
流部から左 S 状静脈洞の下端までの広くにわたるシ
ャントをもつ硬膜動静脈瘻が疑われ、血管撮影を行
うと、左後頭動脈を中心とした流入血管と左内頚静
脈が閉塞しており、left marginal sinus →　occipital 
sinus → straight sinus – galen（straight sinus からわ
ずかに right transverse sinus に抜ける血流あり）と
　sigmoid sinus → labbe ← left transverse sinus へ
と流れる流出路のある硬膜動静脈瘻が見つかった。発
表時にその後に治療と経過を供覧していただく。

当院での grade II, III meingioma の
治療経験

脳神経外科
槇　英樹、秋　禎樹、山之内高志
野田智之、鬼頭　晃
第９回岐阜脳腫瘍研究会
　平成 26 年 10 月　岐阜

胸部大動脈瘤食道穿破の一救命例

胸部外科
柚原悟史、玉木修治、横山幸房
横手　淳、大河秀行、木村拓哉
第 42 回日本血管外科学会学術総会
　平成 26 年 5 月　青森

【はじめに】胸部大動脈瘤食道穿破は稀な疾患であり、
かつ治療は困難なため、致死率は高いとされている。
今回我々は胸部大動脈瘤食道穿破を、下行大動脈置換
と大網充填にて、一期的に根治し得た症例を経験した
ため報告する。【症例】77 歳女性。全身脱力を主訴に
他院受診し貧血を指摘される。貧血の精査目的に当院
を受診され、GIF にて胸部食道に出血点を伴った粘膜
下の隆起性病変を認めた。CT 検査にて下行大動脈の
仮性瘤が食道を圧排しており、当科紹介となる。既往
として受診日より 1 ヶ月前に右臀部低温熱傷に対して
植皮が行われているが、発熱など感染を疑うエピソ
ードはなし。併存疾患として高血圧、脂質異常症を
認める。入院時の血圧は 122/59、脈拍は 72 回、体温
は 36.5℃。GIF、CT の所見から胸部大動脈瘤食道穿
破と診断し、手術を施行した。手術は左側開胸でアプ
ローチ。部分体外循環、心拍動下に大動脈を遮断して
瘤を切開してみるに、気管分岐部レベルで縦隔側の内
膜が欠損しており仮性瘤を形成していた。瘤内は血栓
化しており、明らかな膿瘍は認めなかった。術前診
断通り大動脈瘤の食道穿破と判断し、Rifanpicin に浸
漬したグラフトを用いて人工血管置換を行った。術
前・術中所見から食道の瘻孔はさほど大きくなく、温
存可能と判断したため、大網を人工血管周囲と大動脈
内膜欠損部位に充填し食道再建は行わなかった。術後
は MEPM 1.0g/day を 14 日間使用した。術後は一度
も発熱のエピソードを認めること無く術後 5 日目に胃
瘻チューブから経管栄養を開始し、術後 17 日目に経
口摂取開始、その後特記すべき合併症なく術後 53 日
目に独歩退院された。現在外来通院中であるが経過
良好である。【考察】下行大動脈瘤に関しては open 
surgery と TEVAR の選択肢があるが、感染性大動脈
瘤に対する TEVAR は遠隔期にグラフト感染を起こ
す可能性があり、根治性に欠ける。よって TEVAR
は開胸手術が困難なハイリスク症例や瘤の破裂により
血行動態が破綻している場合の一時的な制御に、やむ
をえず選択するものと考えらる。本症例は risk factor
は多くなく、vital sign が安定していたことから open 
surgery の適応と判断した。【まとめ】今回我々は胸
部大動脈瘤食道穿破の症例に対して人工血管置換と大
網充填、胃瘻造設を施行して早期から経管栄養を開始
し、良好な結果を得ました。
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非喫煙女性に認めた異時性二重肺扁
平上皮癌の 1 切除例

胸部外科
石川義登、川崎成章、重光希公生
第 31 回日本呼吸器外科学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【はじめに】喫煙は肺癌発生の危険因子であり、異
時性に肺癌が多発することもある。しかし、非喫煙
者である女性が異時性に肺扁平上皮癌を発症する報
告はほとんど無い。今回、異時性に扁平上皮癌を発
症した非喫煙女性肺扁平上皮癌症例を経験したので
報告する。【症例】65 歳女性。【喫煙歴】夫・本人も
Never smoker【既往歴】35 歳　子宮頚癌Ｉ期　組織
型不明　子宮全摘除術【現病歴】検診胸部レントゲ
ン異常陰影を指摘され、精査目的に当院受診。胸部
ＣＴで左 S3 に 14 × 11mm 大の分葉状結節様陰影を認
めた。右上葉 S1b に小結節様陰影を認めたが経過観
察となった。左 S3b より TBLB 施行し非小細胞肺癌
と診断。cT1aN0M0 stageIA として左上葉切除術＋
ND2a-1 を施行。病理組織学的には扁平上皮癌であり、
pT1aN0M0, stageIA であった。術後補助化学療法は
施行せず、経過観察をしていた。無再発生存中の術後
5 年目 2013 年 10 月の胸部 CT にて右 S1b の結節様陰
影増大傾向あり。また陰影に一致して SUVmax3.36
と FDG の集積亢進像あり。TBLB にて扁平上皮癌と
診断。cT1aN0M0 stageIA として VATS 右上葉切除
術 +ND2a-1 を施行した。組織学的には扁平上皮癌で
あり pT1aN0M0 stageIA であった。子宮頚癌との関
連は不明であるが、興味深い経過を辿った症例であり
報告する。

頚部膿瘍から降下性壊死性縦隔炎に
至った一症例

胸部外科
川崎成章、石川義登、重光希公生
第 31 回日本呼吸器外科学会総会
　平成 26 年 5 月　東京

【はじめに】降下性壊死性縦隔炎は急速に進行し、致
命率の高い疾患であるためその治療は迅速に行われる
必要がある。今回、頚部膿瘍から降下性壊死性縦隔炎
に至った症例を経験したので報告する。【症例】62 歳、
女性。【既往歴】特記すべき事項無し【現病歴】齲歯
を歯科治療中、頚部の腫脹を放置していたところ、徐々

に増悪。呼吸苦が出現したため、当院へ救急搬送され
た。頚部膿瘍による気道閉塞と診断され、耳鼻咽喉科
にて緊急気管切開術および切開排膿が行われた。【経
過】入院直後より敗血症性ショック、DIC に陥り、抗
生剤、抗凝固療法が行われた。治療により改善し、気
管切開孔を閉鎖するまでに至ったが、嚥下機能障害あ
り、誤嚥を繰り返していた。入院後 15 日目に、発熱
あり。CT を撮影すると、頚部、縦隔および右胸腔に
膿瘍形成を疑う所見が認められた。頚部膿瘍に起因す
る降下性壊死性縦隔炎、右膿胸と診断され、当科紹介
となった。入院後 16 日目に醸膿胸膜胼胝切除術、頚部・
縦隔膿瘍掻把ドレナージ術を施行した。一期的に耳鼻
咽喉科医により、頚部膿瘍切開掻把術が施行された。
更に、頚部は閉創せず、形成外科医により VAC 療法
が施行された。術後は 7 日間の人工呼吸管理の後に呼
吸器を離脱した。術後 10 日目の CT では頚部、縦隔、
胸腔に膿瘍を疑う所見は認められなかった。経過良好
であったが、嚥下障害は残存しており、喉頭拳上術目
的に耳鼻咽喉科に転科となった。【考察】今回我々は
降下性壊死性縦隔炎と診断後、速やかに手術を行い、
耳鼻咽喉科と形成外科と合同で治療を行うことで、良
好な予後を得ることができた。降下性壊死性縦隔炎に
対しては、迅速かつ集学的な治療が必要である。

両方向性 Glenn 術後に左右肺動脈血
流不均衡をきたし PA separation を
施行した PA/IVS の一例

胸部外科
大河秀行、玉木修治、横山幸房
横手　淳、木村拓哉
第 57 回関西胸部外科学会学術集会
　平成 26 年 6 月　大阪

【症例】8 歳女児。PA/IVS に対し、3 度の BT シャン
トの後、肺血管拡張薬や在宅酸素療法を導入し RpI
が 4.32 から 2.28 と低下、PAI も 295 で左右肺動脈の
血流も均等であり 4 歳時に両方向性 Glenn 手術を施
行した。しかし 5 歳時の心臓カテーテル検査で左肺動
脈の血流低下と無視できない左側副血行路を複数認め
た。それらの coil 塞栓術を施行するも新たな側副血
行路がすぐに増生することを繰り返すため、まずは
下行大動脈の圧迫による左肺静脈狭窄の関与を考え、
その解除を行ったが改善は得られなかった。7 歳時に
Fontan 手術の適応を判断すべく心臓カテーテル検査
を施行するも、やはり左右肺動脈の血流不均衡と左側
副血行路の増悪を認めたため、左右肺動脈の血流を分
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離し、右肺動脈へは Glenn 吻合からの循環、左肺動
脈へは新たに造設した BT シャントからの循環とする
手術を施行した。SVC 圧は 15 から 10 へ低下し側副
血行路も以前より減少、在宅酸素療法も中止すること
ができた。今後、経過をみて Fontan 手術の適応を検
討していく予定である。【考察】左右肺動脈の血流不
均衡で側副血行路の増生し Fontan 手術の適応となら
ない症例を経験するが、本方法により側副血行路の発
達の抑制や根治術の可能性が期待できる。

冠動脈バイパス術後、非閉塞性腸管
虚血（NOMI）の一救命例

胸部外科
木村拓哉、玉木修治、横山幸房
横手　淳、小坂井基史、大河秀行
柚原悟史
第 143 回日本循環器学会東海地方会
　平成 26 年 7 月　岐阜

　開心術後に生じる非閉塞性腸管虚血（N0MI）の救
命は非常に困難とされている。今回、冠動脈バイパス
術後 7 日目に生じた NOMI の救命例を経験したので
報告する。症例は 84 歳男性。心房細動、慢性心不全
で通院中であった。胸部症状悪化のため施行された冠
動脈造影検査で左主幹部病変を認め、冠動脈バイパス
術を施行した。術後 7 日目にショックを呈し、CT で
腹腔内にフリーエアを認めた。試験開腹を行ったとこ
ろ、NOMI の所見あり。回盲部切除＋人工肛門造設
を施行した。開腹術後 23 日目に人工呼吸器離脱、100
日目にリハビリ目的に転院となった。今回早期に腹部
の異常を同定し開腹手術に望めたこと、切除範囲を外
観上虚血所見が比較的強い印象のあった 150cm 程の
範囲にとどめ得たことが、救命につながったと考えら
れた。

急性心筋梗塞後心破裂（blow out 型）
の一救命例

胸部外科
柚原悟史、玉木修治、横山幸房
横手　淳、大河秀行、木村拓哉
第 21 回西濃心臓病研究会
　平成 26 年 8 月　大垣

胸膜播種を伴うも、術後 5 年間無再
発生存中の大細胞肺癌の 1 例

胸部外科
石川義登、川崎成章、重光希公生
第 55 回日本肺癌学会総会
　平成 26 年 11 月　京都

【はじめに】大細胞癌は肺癌の中でも致死率の高い癌
である。今回、孤立性の播種結節を認めたが手術で切
除することで 5 年間無再発生存中の高齢者大細胞肺
癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】83 歳の男
性。左乳房のしこりを主訴に近医を受診、女性化乳房
を指摘された。胸部レントゲンで右上肺野に腫瘤様陰
影を認めた。精査加療目的に当院紹介受診。胸部 CT
で右 S2 に腫瘍周囲にスリガラス陰影を伴う直径 49×
38 ㎜大の内部に空洞を認める辺縁不整な腫瘤様陰影
を認めた。肺門縦隔に転移を疑う明らかなリンパ節腫
大は認めなかった。気管支鏡検査で NSCLC と診断し
た。全身検索の結果、cT2aN0M0-stageIB で手術目的
に呼吸器外科紹介となった。術前 CT では胸膜播種は
指摘できなかった。手術は第 4 肋間前方腋下開胸で右
上葉切除術＋ ND2a-1 施行。胸腔内に癒着はなく腫瘍
の対面に直径 1 ㎝程度の白色弾性硬の結節を認めた。
結節からマージンを取って壁側胸膜が外層で剥離摘出
した。術中迅速診断へ提出したところ肺癌転移と診断
された。それ以外には胸腔内に異常を認めなかった。
術中迅速洗浄胸水細胞診断は疑陽性であったが、術
後陰性と訂正された。病理組織診断は、肺大細胞癌、
pT2aN0M1a-stage Ⅳ、pl2。術後補助化学療法は高齢
故、施行しなかった。術後 5 年、無再発生存中である。

【結語】大細胞肺癌は予後不良でありその胸膜播種症
例においては集学的治療を行ったとしても治癒せしめ
ることは極めて困難である。この症例ではたまたま腫
瘍が接触した壁側胸膜に限局して播種したものと推察
される。

横隔膜損傷による
遅発性血胸を来した 1 例

胸部外科
川崎成章、重光希公生
第 76 回日本臨床外科学会総会
　平成 26 年 11 月　郡山

【はじめに】横隔膜損傷による遅発性血胸は稀である
が、その出血は急速かつ大量となることが多い。横隔
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膜損傷による遅発性血胸に対し、手術を行った症例を
経験したので報告する。【症例】69 歳女性。【既往歴】
特記すべき事項なし。【現病歴】1m ほどの梯子から
転落し、左側胸部を打撲し受傷した。当院へ救急搬送
され、左肋骨骨折、左外傷性血胸と診断され、当科へ
入院となった。【経過】鎮痛剤の投与と 10 日間の安静
を経て、退院となった。退院当日に洗濯物を干してい
たところ、胸痛と呼吸苦が出現し、当院へ救急搬送さ
れた。左大量血胸を認めたため、血腫除去術を行った。
開胸すると、横隔膜に穿孔を認め、同部位には大網が
嵌頓していた。肋骨の骨片が、洗濯物を干す際の体幹
の回旋により変位し、横隔膜を貫いたことが原因と考
え、肋骨骨折部の征服と横隔膜の縫合を行った。術後
は経過良好で、術後 13 日目に退院となった。【考察】
遅発性横隔膜損傷は、咳嗽、体幹部の回旋、腹圧の上
昇などを契機に、骨折した肋骨炭が横隔膜を損傷する
ことで発症する。その術前診断は困難であり、自験例
のように、術中に診断されることが少なくない。発症
と増悪は極めて急速であり、大量血胸となるため、緊
急手術が必要となる。横隔膜に届きうる下部肋骨の骨
折、特に骨折端が胸腔内へ突出している症例では、遅
発性の横隔膜損傷の可能性を念頭に置いた診療が必要
である。

急性大動脈解離で心停止となり 
PCPS を導入し肺出血も合併したが
離脱まで到達した 一例

胸部外科
大河秀行、玉木修治、横山幸房
横手　淳、柚原悟史、木村拓哉
第 42 回日本集中治療学会
学術総会関連研究会　
PCPS 研究会
　平成 27 年 2 月　東京

　症例は 52 歳の男性。突然の胸部絞扼感で救急搬
送 さ れ た が、 搬 送 中 に CPA と な り CPR を 施 行、
ROSC 後に当院到着となった。すぐに急性大動脈解離
Stanford A 型の診断に至ったが、junctional rhythm
を経て arrest となり、挿管、そして経静脈的に一時
的ペースメーカーを右室に留置した。意識も回復した
ものの、その直後に難治性の心室細動をきたし、循環
維持のため右大腿動静脈より PCPS を導入した。気管
内チューブから多量の血性痰が吹き上げ、大動脈解離
の肺への穿破を疑ったが、胸部単純 X 線写真は肺鬱
血の所見で、心停止や心筋梗塞に伴う心機能低下によ

るものと考え、上行大動脈置換術を行った。人工心肺
からの離脱は困難であったため、再度 PCPS へ移行し
た。術中に挿入した左室ベントは心機能が改善するま
で留置し脱血管と接続した。第 6 病日には心肺機能も
改善し PCPS を離脱でき、状態は徐々に改善していた
が、カンジダ血症のため第 53 病日に死亡した。残念
ながら救命はできなかったが、肺出血にもかかわらず
原疾患治療の後、PCPS 離脱まで到達した症例を経験
したので報告する。

指尖部切断における thenar flap を用
いた graft on flap の有用性

形成外科
樋口慎一、森島容子、安村恒央
岩本昌煕
第 57 回日本形成外科学会総会
　平成 26 年 4 月　長崎

糖尿病の足病変

形成外科
樋 口 慎 一
第 4 回西濃血管・創傷治療フォーラム
　平成 26 年 4 月　岐阜

形成外科医の観点から見た
デバイス形状とポケット形成

形成外科
森 島 容 子
第 2 回神戸デバイス研究会
　平成 26 年 5 月　神戸
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乳癌の皮膚浸潤における
MOHS PASTE の使用経験

形成外科
樋口慎一、森島容子、安村恒央
有沢宏貴
名古屋大学同門会
　平成 26 年 6 月　名古屋

肺高血圧クリーゼ回避を目的として
NPWT による創管理を行った小児胸
部正中創離解の一例

形成外科
安村恒央、森島容子、樋口慎一
有沢宏貴
第 6 回日本創傷外科学会総会
　平成 26 年 7 月　香川

悪性腫瘍の皮膚浸潤に対する
MOHS ペーストの有用性

形成外科
樋口慎一、森島容子、安村恒央
有沢宏貴
第 6 回日本創傷外科学会総会
　平成 26 年 7 月　香川

両下肢に多発した
Mycobacterium abscessus 感染によ
る難治性潰瘍の一例

形成外科
有沢宏貴、森島容子、安村恒央
樋口慎一
第 11 回ミレニア創傷治癒研究会
　平成 26 年 11 月　岡山

慢性期の脊髄損傷患者における
下肢血流の評価

形成外科
有沢宏貴、森島容子、安村恒央
樋口慎一
第 11 回日本褥瘡学会中部地方会学術集会
　平成 27 年 3 月　名古屋

右頬の皮下腫瘤

皮 膚 科
高木　肇、大橋優文

日本赤十字豊田看護大学　病理学
黒川　景
第 10 回東海皮膚病理研究会
　平成 26 年 4 月　名古屋

　90 代女性。約半年前より右頬の結節が気になり、
近医受診の後、紹介受診。右耳前部と右下顎角に、ド
ーム状・淡紅色・境界明瞭な皮下腫瘤を認めた。エコ
ーでいずれも内部不均一な hypoechoic、一部 cystic
な病変で、明らかな血流シグナルはみられなかっ
た。MRI では、右頬 28 × 17 × 10mm、右下顎角 20×
9mm の内部不均一な腫瘤、T1 iso-intensity、T2 やや
hyper intensity、FatSAT hyper intensity。線維成分
の多い硬化性の皮下腫瘤で、アテローム疑いとされた
が、嚢腫の典型像とは異なる印象との報告であった。
右頬の病変を切除した。
　病理組織では、真皮の solar elastosis が背景にあ
り、真皮の深層から皮下脂肪層にかけて、不正形の列
隙を取り囲み紡錘形細胞、膠原線維の増生がみられ
た。炎症細胞浸潤は目立たず、myxoid な変化を伴っ
ていた。Epidermoid cyst の所見はみられず、その破
裂や瘢痕組織にも該当しない所見であった。免疫染色
では、列隙周囲の紡錘形細胞の増生は、vimentin 陽
性、EMA 陰性、S-100 陰性であった。列隙様の所見
は、pseudosynovial structure に相当するパターンで、
cutaneous metaplastic synovial cyst と診断した。
　Cutaneous metaplastic synovial cyst は、 外 傷 や
外科処置に伴ってみられることが多く、臨床的に
implantational epidermoid cyst や suture granuloma
と診断されることが多いとの記載がある。本例では外
傷の既往ははっきりしなかったが、画像を含む臨床所
見と病理組織像との対比が興味深い症例と考えられ
た。
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急性発疹症診断のポイント

皮 膚 科
高 木 　 肇
第 113 回日本皮膚科学会総会
　平成 26 年 5 月　京都

前額部の白色の帯状局面

皮 膚 科
高 木 　 肇

日本赤十字社豊田看護大学
黒 川 　 景
第 11 回東海皮膚病理研究会
　平成 26 年 8 月　名古屋

＜臨床経過＞20代女性。初診４か月前から前額に白色
の帯状局面を生じた。最近、その右にも同様の皮疹を
生じ紹介受診。限局性強皮症を疑い、生検を実施した。
＜検査所見＞WBC 6210/mm 3 , RBC 448× 104 / mm 3 , 
Hb 14 . 5g/dl, plt 21 . 3×104 / mm 3 , 
BUN 15 . 9mg/dl, Cre 0 . 56mg/dl, IgG 1118mg/dl, 
IgA 207mg/dl, IgM 162mg/dl, 
抗核抗体 160倍 （speckled）, 抗RNP抗体（-）, 抗SS-A抗
体（-）, 抗SS-B抗体（-）, 
抗Scl- 70抗体（-）,  抗セントロメア抗体（-）＜病理組織
所見＞毛包、汗腺の周囲、さらに皮下脂肪層に及ぶ膠
原線維の増生を認める。また、血管周囲や脂肪層にリ
ンパ球浸潤が目立ち、真皮間質内にもリンパ球浸潤が
みられる。膠原線維の増生は、限局性強皮症の臨床診
断に合致する所見と考えられたが、血管周囲のリン
パ球浸潤やpanniculitisの所見はlupus erythematosus 
profundus様の所見とも考えられた。炎症像の目立
つlinear morpheaとしても矛盾しないものと考えら
れるが、文献的に、頭皮のBlashko線に沿って生じ
たlinear lupus erythematosus profundusや、linear 
morpheaとchronic cutaneous lupus erythematosusの
overlap syndromeとしてのlinear sclerodermic lupus 
erythematosusの報告があり、鑑別を要するものと考
えられる。

症例供覧

皮 膚 科
高 木 　 肇
第 37 回病診連携カンファレンス　
　平成 26 年 8 月　大垣

　ご紹介いただいた症例から、興味ある症例など 8 例
を供覧させていただきます。

【症例】90 歳女性。3 週間前から下腹に線状の紅斑を
生じ、臀部に拡大。診断：creeping disease（皮膚爬
行症）。イワナの生食歴があったことから、渓流の淡
水魚に多くみられるドロレス顎口虫が疑われる。生検
で虫体検出できず。【症例 2】 66 歳女性。3 ヶ月前か
ら右下腿に拇指頭大の 紅斑・皮下結節。診断：非結
核性抗酸菌症。スメア・病理組織で Ziel-Neelsen 陽性。
培養から M. chelonae。難治性潰瘍をみたときにスメ
アを行うことが大切です。【症例 3】 50 歳女性。2 週
間前に右足底の 6x10 mm の色素斑に気づく。ダーモ
スコピーで悪性（疑）。診断：複合母斑、免疫染色で
悪性所見（-）。【症例 4】 14 歳男性。幼小児期から右
足底に色素斑が存在。最近、急に増大。13x6mm。診
断：尋常性疣贅。【症例 5】 47 歳女性。3 日前から発
熱、昨日から顔面・肩に浸潤ある紅斑を生じた。病理
組織で表皮から真皮浅層にかけて壊死と好中球浸潤。
白血球破砕像を認めた。診断：Sweet 病。特徴とし
て、①中年に好発、男女比 1:1.1。②前駆症状として 
1-4 週前に発熱・頭痛・上気道感染症状。③皮疹は大
小の暗赤～紫紅色の滲出性紅斑、隆起して浸潤漸次拡
大し癒合。【症例 6】42 歳男性。6 歳頃外傷。その後
脱毛し徐々に丘疹を生じてきた。40x23mm。顆粒状
の結節が集簇。診断：脂腺母斑。脂腺母斑は第 3 期に
なると、乳頭状汗管囊胞腺腫、基底細胞癌などの種々
の腫瘍を生じる。【症例 7】 91 歳女性。左頬に 3 ヶ月
前に紅色腫瘤を生じ徐々に増大。25x20mm。生検組
織で表皮下に小型でクロマチンが繊細で均一な核を有
する細胞質に乏しい腫瘍細胞が胞巣状・索状に浸潤増
殖。診断：Merkel 細胞癌 か 肺小細胞癌転移を考え、
特染により Merkel 細胞癌。臨床的特徴は 2cm 以下
の光沢のある、淡紅色、表面平滑、 弾性硬、半球状の
腫瘤。潰瘍形成、毛細血管拡張を伴う場合もある。【症
例 8】 74 歳男性。約 1 年前に仕事中に爪先端が裂けた。
徐々に裂隙が侵入し爪母に達した。病理組織像は、真
皮内に核の肥大と明瞭な核小体を示す腫瘍細胞が小胞
巣をなして浸潤増殖。特染で S-100（+） HMB-45 （+） 
melanA（+/-）。診断：悪性黒色腫。指切断、センチ
ネルリンパ節生検後、化学療法施行中。臨床的特徴と
ダーモスコピーでの鑑別点について述べた。貴重な症
例をご紹介いただきありがとうございました。今後も
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病診連携を先生がたとすすめながら診療を行っていき
たいと思います。

Cutaneous metaplastic synovial cyst
の１例

皮 膚 科
高木　肇、大橋優文、水野雄貴

日本赤十字豊田看護大学
黒川　景

しかの皮膚科
鹿野由紀子
第 65 回日本皮膚科学会中部支部学術大会
　平成 26 年 10 月　大阪

　90 代女性。約半年前より右頬の結節が気になり紹
介受診。右耳前部と右下顎角に、ドーム状・淡紅色・
境界明瞭な皮下腫瘤を認めた。エコーでいずれも内
部不均一な hypoechoic、一部 cystic な病変で、明ら
かな血流シグナルはみられなかった。MRI では、右
頬 28 × 17 × 10mm、右下顎角 20 × 9mm の内部不均一
な腫瘤、T1 iso-intensity、T2 やや hyper intensity、
FatSAT hyper intensity。線維成分の多い硬化性の皮
下腫瘤で、アテローム疑いとされたが、嚢腫の典型像
とは異なる印象であった。右頬の病変を切除した。
病理組織では、真皮の solar elastosis が背景にあり、
真皮の深層から皮下脂肪層にかけて、不正形の列隙
を取り囲み紡錘形細胞、膠原線維の増生がみられた。
炎症細胞浸潤は目立たず、myxoid な変化を伴ってい
た。免疫染色では、列隙周囲の紡錘形細胞の増生は、
vimentin 陽性、EMA 陰性、S-100 陰性であった。列
隙様の所見は、pseudosynovial structure に相当する
パターンで、cutaneous metaplastic synovial cyst と
診断した。

ピロリ除菌薬による薬疹の 5 例

皮 膚 科
水野雄貴、大橋優文、高木　肇
第 270 回日本皮膚科学会東海地方会
　平成 26 年 12 月　名古屋

当院におけるステラーラの使用経験

皮 膚 科
高木　肇、大橋優文、水野雄貴
第 113 回岐阜皮膚科医会
　平成 27 年 2 月　岐阜

膀胱癌症例での膀胱全摘除術時におけ
る尿路変向法の選択についての検討

泌尿器科
宇野雅博、飯沼光司、加藤成一
増栄孝子、増栄成泰、藤本佳則
第 102 回日本泌尿器科学会総会
　平成 26 年 4 月　神戸

【目的】膀胱癌症例での膀胱全摘除後の尿路変更法の
選択について検討した。【方法】大垣市民病院泌尿器
科にて 2007 年 1 月から 2012 年 10 月までに膀胱癌と
診断され膀胱全摘除術を施行し、腸管利用尿路変向術

（回腸導管造設、Hautmann 法）または尿管皮膚瘻術
をした 70 例と対象とした。①腸管利用尿路変向群②
尿管皮膚瘻術群の 2 群に分けて、①または②を選択し
た理由を検討した。また、2 群間にて T stage、年齢、
性別、術後腎盂腎炎、術後水腎症、術後腎機能、尿路
カテーテル留置の有無、生存率について検討した。【結
果】腸管利用尿路変更 45 例（男性 41、女性 7）、尿管
皮膚瘻造設 25 例（男性 18、女性 7）であった。腸管
利用尿路変向術を選択せずに尿管皮膚瘻術を選択し
た理由として、片側無機能腎 10 例、高齢 5 例、本人
希望 4 例、合併症 3 例、リンパ節転移 3 例であった。
Ｔ stage では腸管利用尿路変向術（T1 ：16 例、T2：
15 例、T3：11 例、T4：4 例）尿管皮膚瘻増設術（T1 
：3 例、T2：7 例、T3：8 例、T4：6 例）、年齢では
腸管利用尿路変向術中央値 69 歳（54 ～ 83）、尿管皮
膚瘻術中央値 74 歳（55 ～ 85）。Ｔ stage、年齢にお
いては 2 群間に有意差はなかったが、性別，全生存
率、癌特異的生存率において有意差を認めた。腸管利
用尿路変更術において 45 例中 6 例（13.3%）に術後水
腎症（G2：3 例　G3：2 例　G4：1 例）を認めた。尿
管皮膚瘻群では 25 例中 6 例（24%）に抗菌薬の静脈
内投与を要した尿路感染症を認めた。術前腎機能に
て CKD を 24 例（腸管利用尿路変向術 12 例、尿管皮
膚瘻術 12 例）に認め、2 例が術後に腎機能悪化した。
尿管皮膚瘻術を施行した 25 症例 41 尿管中、カテーテ
ル留置症例は 24 症例 39 尿管であった。腸管利用尿
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路変向術にて術後麻痺性イレウスを 6 例（13.3%）認
めたが保存的に軽快した。【結論】女性の方が尿管皮
膚瘻選択の割合が有意に多かった。腸管利用尿路変
向術では、5 年全生存率 74.5%、5 年癌特異的生存率
64.2% だったのに対して、尿管皮膚瘻術ではそれぞれ、
32.7%、23.8% であった。腸管利用尿路変向術では麻
痺性イレウスが、尿管皮膚瘻術では尿路感染症が留意
すべき合併症であり、尿管皮膚瘻術はカテーテルフリ
ーが困難であった。

尿路感染症による DIC に対する
遺伝子組み換えトロンボモジュリン
の使用経験

泌尿器科
飯沼光司、加藤成一、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 102 回日本泌尿器科学会総会
　平成 26 年 4 月　神戸

【目的】尿路感染症を契機に発症した DIC に対する
rTM の有効性と安全性を調査するため、当科で rTM
を使用した症例をレトロスペクティブに検討した。【対
象と方法】2012 年 5 月から 2013 年 8 月までに当科に
おいて尿路感染症による DIC と診断され rTM を投与
した 11 例を対象とした。DIC の診断には急性期 DIC
診断基準を用いた。年齢は53-86歳、性別は男性が3例、
女性が 8 例であった。原因疾患は全例腎盂腎炎で、単
純性が 2 例、閉塞性が 8 例、気腫性が 1 例あった。基
礎疾患は 3 例に糖尿病を認めた。治療法は抗生剤投与
とあわせて、尿管ステント留置を 7 例、腎瘻造設術を
1 例、腎摘出術を 1 例に施行した。rTM の投与量は
190-380U/kg/ 日、投与期間は 2 － 6 日間であった。【結
果】急性期 DIC スコアは治療開始から 1 週間で中央
値 5（4-7）から 1（0-4）に改善した。有害事象は 11
例中 3 例に認められ、腸腰筋血腫、術後後出血、消化
管出血がそれぞれ 1 例ずつであった。【結語】尿路感
染症に併発した DIC に対して、原疾患に対する治療
とあわせて、rTM を投与し DIC スコアのすみやかな
改善が得られた。ｒ TM は DIC 治療に有効な薬剤で
あるが、出血傾向の強い患者には慎重に使用するべき
である。

前立腺癌に対するアンドロゲン除去
療法に伴う骨量減少についての検討

（第２報）

泌尿器科
加藤成一、飯沼光司、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 102 回日本泌尿器科学会総会
　平成 26 年 4 月　神戸

【目的】当院で ADT を行っている前立腺癌患者の骨
量減少について横断的に調査をおこなった。【対象と
方法】対象は当院で ADT を行っている、または開
始予定の前立腺癌患者 195 例で、調査項目は腰椎お
よび大腿骨頚部の Dual energy X-ray absorptiometry

（DEXA）により測定された骨密度、頚胸腰椎 X-p、
尿中 NTx または TRACP-5b、骨型 ALP（BAP）とした。
また、喫煙、過度の飲酒、骨折の既往歴や家族歴、糖
尿病、リウマチ、ステロイド治療の有無についても調
査した。年齢は中央値で 77 歳、前立腺癌 Stage B ／
C ／ D がそれぞれ 119/39/37 例で、骨転移を認めた
のは 26 例であった。ADT 治療期間は中央値で 33 か
月であった。【結果】腰椎または大腿骨頚部 DXA で
若年成人比較（YAM）70% 未満を骨粗鬆症と定義し
た場合、骨粗鬆症は 72 例（36.9%）、YAM70% から
80% の骨量減少は 52 例（26.7％）、YAM80％以上の
骨量正常は 71 例（36.4％）であった。骨粗鬆症の割
合は ADT の治療期間が長いほど増加し、治療開始前
は 24.0% で 3 年以上の患者では 48.2% であった。また、
椎体骨折を 24 例に認め、ビスフォスフォネートなど
の薬物治療が必要と考えられる患者は 78 例（40.0％）
であった。【結論】ADT の継続により骨量が減少し
骨粗鬆症が増加する。ADT を受けている前立腺癌患
者には定期的な骨の評価と骨量減少に対する予防や治
療が必要である。

前立腺癌早期診断パスの導入について

泌尿器科
増 栄 成 泰
第 36 回病診連携カンファレンス
　平成 26 年 5 月　大垣
第 619 回大垣内科会
　平成 26 年 7 月　大垣
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前立腺癌の放射線治療

泌尿器科
増 栄 成 泰
第 6 回西濃癌早期診断研修会　
　平成 26 年 8 月　大垣

前立腺腫瘍マーカー（PSA）について

泌尿器科
増 栄 成 泰
第 6 回西濃癌早期診断研修会
　平成 26 年 8 月　大垣

当院における泌尿器腹腔鏡手術３年間
の成績とダヴィンチ手術の初期経験

泌尿器科
加藤成一、飯沼光司、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 13 回西濃泌尿器フォーラム
　平成 26 年 10 月　大垣

TSC-AML に対するエベロリムスの
使用経験

泌尿器科
加藤成一、飯沼光司、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
日本泌尿器科学会東部総会 
　平成 26 年 10 月　横浜

　成人の結節性硬化症（TSC）患者のおよそ８割が
腎血管筋脂肪腫（AML）を合併する。TSC-AML で
増大傾向を示すものやサイズが 4cm 以上のものは腫
瘍が破裂する危険性が高い。mTOR 阻害薬のエベロ
リムスは第３相国際共同臨床試験において TSC-AML
を有意に縮小させることが示された。今回、我々が経
験した TSC-AML に対しエベロリムスを投与した１
例を報告する。症例は34歳女性。TSCにて当院皮膚科、

神経内科へ通院していた。突然の左側腹部痛、発熱を
主訴に救急外来受診。腹部 CT にて両側腎 AML を認
め、左腎 AML 内出血と診断した。AML のサイズは
右99×154×185m、左113×167×238mmだった。左
腎 AML 内出血は輸血などの保存的治療を行い、腫瘍
塞栓術は施行しなかった。再出血の危険性が高いと判
断し、エベロリムス 10mg ／日の投与を開始した。投
与開始３ヶ月後の腹部 CT では TSC-AML は左右と
もに約 40% の縮小効果を認め、その後はサイズ変化
を認めていない。投与期間中、明らかな副作用はみら
れず、KL-6 の軽度上昇が持続しているものの、胸部
CT 上、明らかな間質性肺疾患像は認めない。投与開
始６ヶ月の腹部 CT にて右卵巣嚢腫を認めたため、婦
人科での手術が予定され約１ヶ月間エベロリムスを休
薬したが、それ以外の減量休薬を行っていない。エベ
ロリムス投与開始 12 ヶ月現在、投与を継続中である。

腸管利用膀胱全摘除術症例における
術後腸管麻痺予防のプロトコール作
成の検討～大建中湯投与にて～

泌尿器科
宇野雅博、飯沼光司、加藤成一
増栄孝子、増栄成泰、藤本佳則
第 64 回泌尿器科学会中部総会
　平成 26 年 10 月　浜松

【目的】第 101 回総会にて、「腸管利用膀胱全摘除症例
における術後腸管麻痺予防に対する大建中湯の有用
性」を報告した。今回、大建中湯投与のプロトコール
を作成したので報告する。【対象および方法】2007 年
8 月より 2014 年 2 月までに腸管利用膀胱全摘除症例
中、大建中湯を投与した 30 例を対象とし、作成前に
投与した 15 例（作成前群）、作成後 15 例（作成後群）
とした。プロトコールとは術後第 1 病日経鼻胃管抜去、
第 2 病日大建中湯内服、第 3 病日飲水、第４病日経口
摂取開始とした。【結果】経鼻胃管抜去日、大建中湯
開始日、経口摂取開始日にて、両群に有意差を認めた。

【考察】早期に経口摂取開始が可能になり、術後腸管
麻痺予防になると考えられた。
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精索捻転を疑い手術を施行した
13 例の臨床的検討

泌尿器科
増 栄 成 泰
第 64 回日本泌尿器科学会中部総会
　平成 26 年 10 月　浜松

尿管結石治療の本性

泌尿器科
宇 野 雅 博
第 16 回岐阜泌尿器科手術手技研究会
　平成 26 年 11 月　岐阜

浸潤性膀胱癌に対する
Gemcitabine+Cisplatin を用いた
術前化学療法の有効性の検討

泌尿器科
飯沼光司、加藤成一、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 66 回西日本泌尿器科学会総会
　平成 26 年 11 月　倉敷

【目的】浸潤性膀胱癌に対する Gemcitabine（GEM）
+Cisplatin（CDDP）（GC）を用いた術前化学療法の
有効性を検討するため、当科で経験した症例をレト
ロスペクティブに調査した。【対象と方法】2011 年 5
月より 2014 年 6 月までに当科で術前化学療法として
GC 療法を施行した浸潤性膀胱癌 20 例（男性 17 例、
女性 3 例、年齢 60-79 歳）を対象とした。GC 療法は
GEM（1000mg ／ m2）を Day1、8 に、CDDP（70mg
／ m2）を Day1 に投与し、1 コース 3 週間とした。そ
れぞれの薬剤の投与量は腎機能に応じ適宜減量した。

【結果】13 例は 2 コース、7 例は 1 コース施行し、3
コース以上施行した症例はみられなかった。病理学的
評価では 15 例で downstage し、ｐ T0 になった症例
がｃ T2 症例で 2 例（10％）、ｃ T3 症例で 1 例（5％）
であった。悪化を認めた症例はなく残存する癌の異型
度は G2、G3 であった。副作用は G3 以上の好中球減
少が 3 例、血小板減少が 2 例で、G3 以上の非血液毒
性は認めなかった。【結論】我々の検討では GC 療法

の施行回数は 1-2 回と少なかったが腫瘍の downstage
やｐ CR 症例を得られたことから、術前 GC 療法は少
数回の施行でも腫瘍縮小効果が得られると考えられ
た。

腹腔鏡手術導入期における腹腔鏡下
腎（尿管）摘除術の手術成績の検討

泌尿器科
加藤成一、飯沼光司、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会
　平成 26 年 11 月　福岡

尿管結石に対する Dornie 社製 Delta
Ⅱ Far Sight 導入１年経過後以降の
治療成績

泌尿器科
宇野雅博、飯沼光司、加藤成一
増栄孝子、増栄成泰、藤本佳則
第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会
　平成 26 年 11 月　福岡

【目的】当院では 2010 年 7 月に結石破砕装置の機種変
更に伴い、Dornier 社製 Delta 2 Far Sight を導入し
た。第 25 回当学会では、導入後 1 年間の尿管結石に
対する治療成績を報告した。今回、導入 1 年経過以降
の治療成績を報告する。【対象と方法】2011 年 7 月よ
り 2013 年 12 月までに尿管結石にて ESWL を施行し
た 292 例、平均年齢 56 歳、男性 240 例、女性 52 例、
患側は右 118 例、左 174 例、U1 149 例、U2 67 例、
U3 75 例であった。施行前にケトプロフェン座薬を挿
肛し、衝撃波数は原則的に 3000 発、60 発 / 分とした。
完全排石した群（A 群）と完全排石せず TUL に移行
した群（B 群）に分けて、長径、短径、J（エネルギ
ー投与量）の因子について t- 検定を行った。また、1
回のみで完全排石した群（C 群）と 2 回以上要した群

（D 群）に分けて、同様の検定を行った。【結果】平均
施行回数は1.36回であった。術後3カ月目の評価では、
完全排石率は U1 97.3%、U2 100%、U3 94.5% であった。
U1 4 例、U3 4 例は排石されず、TUL に移行した。A 群、
B 群間にて、U1 結石では長径、短径、J の因子に有
意差を認め、U3 結石では短径の因子に有意差を認め
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た。C 群、D 群間にて、U1 結石では長径、短径因子
に有意差を認めた。【考察】Delta 2 Far Sight による
砕石は有用な治療であり、U1 結石では、長径、短径
が完全排石、単回施行での排石にかかわる因子であっ
た。

腹腔鏡下腎摘除術における術中合併
症とトラブルシューティング

泌尿器科
加藤成一、飯沼光司、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 20 回岐阜内視鏡外科研究会 
　平成 26 年 12 月　岐阜

横隔膜穿破し膿胸を来した
膿腎症の 1 例

泌尿器科
飯沼光司、加藤成一、増栄孝子
増栄成泰、宇野雅博、藤本佳則
第 266 回日本泌尿器科学会東海地方会
　平成 26 年 12 月　名古屋

　症例は 77 歳女性。突然の左前胸部痛を主訴に当院
救急外来受診。CT で左尿管結石、左膿腎症、左膿胸
を認めたため入院。入院後抗生剤（MEPM3g/day）
を投与開始し、左膿胸に対し胸腔ドレナージを施行す
るも改善ないため全身麻酔下で醸膿胸膜、胸膜胼胝切
除術を施行。術中所見で横隔膜の穿孔および穿孔部位
からの排膿を認めた。左膿腎症の横隔膜穿破による左
膿胸と診断し左腎摘除術を施行した。血液培養検査、
胸水の培養検査からは Streptococcus salivarius を認
めた。術後 4 日目に抜管し、経過は良好であったが術
後 7 日目に創部感染を認めたため創部の開放処置を行
った。創部感染も改善し術後 46 日目退院となりその
後膿瘍の再発は認めていない。膿腎症は重症感染症で
あり腹膜炎など周辺臓器への炎症波及の報告は本邦で
も見られる。しかし横隔膜穿破による膿胸の報告はほ
とんどなく比較的まれと思われ若干の文献的考察を加
え報告する。

当院における子宮体癌症例の検討

産婦人科
高木七奈、伊藤充彰、中川敦史
玉村有希恵、野坂和外、木下吉俊
古井俊光
第 135 回東海産婦人科学会
　平成 27 年 2 月　名古屋

【目的】2009 年に改定版の子宮体がん治療ガイドライ
ンが発行され、また 2012 年以降は FIGO2008 年版の
子宮体癌手術進行期分類を本邦でも採用しており、よ
り予後と相関性の高い進行度分類や、適切な治療法の
選択が行われていると考えられる。当院における過
去の自験例もこの新分類に基づいて再度分類し、予
後を検討したものを報告する。【方法】1997 年 7 月か
ら 2014 年 3 月の間に、当院において診断され手術を
施行した子宮内膜癌（子宮体癌のうち子宮内膜異型増
殖症、子宮体部肉腫を除く）について、医療記録を参
照し後方視的に検討した。Kaplan-Mayer 法を用いて
進行度や組織型により 5 年生存率に差があるか検討し
た。【成績】平均年齢は 58.8 歳（中央値 58 歳）、閉経
後の症例が65.1%であった。類内膜腺癌290例（91.8%）、
明細胞腺癌 10 例、漿液性腺癌 7 例、未分化癌 4 例、
その他 5 例であった。手術進行期では、FIGO 新分類
による I 期が 221 例（69.9%）、II 期 16 例（5.1%）、III
期 64 例（20.3%）、IV 期 が 15 例（4.8%） で あ っ た。
5 年 生 存 率 は、I 期 が 95.9%（Ia 期 が 99%、Ib 期 が
85.5%）、II 期 85.9%、III 期 が 64.1%、IV 期 26.8% で
あった。TypeI（類内膜腺癌 G1,G2）が 257 例（81%）
を占めたが 5 年生存率は 90% と、typeII の 59% に比
べて有意に予後良好であった。洗浄細胞診を含む腹水
細胞診陽性例およびリンパ節転移陽性例では予後不良
であった。【結論】新分類に基づいた 5 年生存率は I 期・
II 期では良好であった。手術進行期分類に寄与しない
が、腹水細胞診陽性例は予後不良因子である可能性が
あり、今後も慎重な管理が必要である。
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周産期に肺塞栓症から CPA に至った
が、救命し得た一例

産婦人科
中川敦史、伊藤充彰、高木七奈
玉村有希恵、野坂和外、古井俊光
木下吉登
第 135 回東海産婦人科学会
　平成 27 年 2 月　名古屋

【目的】急性肺塞栓症は周産期の妊産婦死亡の代表的
な疾患の１つである。発症時期としては産褥期に多
く、経膣分娩後よりは帝王切開後に多い。今回、われ
われは周産期に急性肺塞栓症を発症して心肺停止状態
に至ったが、救命できた症例を経験したので報告する。

【症例】38 歳女性、1 経妊 1 経産（骨盤位のため帝王
切開）。身長 160cm、体重 71kg、BMI27.7。妊娠経過
は 37 週まで問題なし。妊娠 37 週 2 日、突然の呼吸苦
を主訴にかかりつけ医を受診され入院となった。翌日
になっても呼吸苦の改善がないため妊娠 37 週 3 日で
帝王切開を施行した。術中より頻脈と低酸素血症を認
めた。術後 1 日目にショック状態で当院へ搬送された。
当院到着後、精査中に心肺停止状態に至る。ただちに
胸骨圧迫と補助換気を開始した。心肺停止から約 20
分で経皮的心肺補助装置による補助循環を開始した。
状態が落ち着いてから造影 CT を施行したところ肺動
脈内に大量の血栓を認めた。ヘパリンによる血栓溶解
療法を開始したが、1 日経過した時点で血栓の改善が
見られなかったため、手術の方針とした。入院 2 日目
に血栓除去術を施行した。術後、一時は脳障害が危惧
される状態であったが、徐々に回復し、最終的には腎
障害以外に大きな合併症なく術後 113 日目に退院とな
った。【考察】今回の症例では、比較的高齢で肥満な
妊婦であり、肺塞栓症のリスクは高い。また、前医受
診の契機となったのが突然生じた呼吸苦というエピソ
ードからも、鑑別疾患の 1 つとして来院時より肺塞栓
症を疑うべきであった。帝王切開施行前にヘパリンを
用いた抗凝固療法や下大静脈フィルター留置の検討な
ど、適切な対策をとる必要があったと思われる。肺塞
栓症の診療は臨床症状からまず疑うことから始まり、
厳重かつ迅速な精査加療を行う必要がある。

扁桃周囲膿瘍から
壊死性降下性縦隔炎を生じた一例

頭頸部・耳鼻いんこう科
神前宏和、大西将美、高橋洋城
森　健一、高木千晶
第 29 回岐阜耳鼻咽喉科・
頭頸部外科懇話会　
　平成 26 年 4 月　岐阜
第 66 回日本気管食道科学会　
　平成 26 年 11 月　高知

　深頸部の炎症が縦隔に波及した病態を壊死性降下性
縦隔炎といい、今日においても死亡率が 20 ～ 40％と
予後不良である。今回我々は扁桃周囲膿瘍から壊死性
降下性縦隔炎を生じた一例を経験した。症例は 62 歳
女性、特記すべき既往はない。救急外来受診時に扁桃
周囲膿瘍、深頸部膿瘍を来しており、緊急で皮膚切開
排膿、気管切開術を行った。術後から右肺野に浸潤影
認めたが呼吸器内科と相談の上で胸部単純レントゲン
での経過観察方針となった。抗生剤治療により炎症
所見は改善し経口摂取も開始となったが、入院 11 日
目ごろから発熱、炎症所見の増悪が見られた。胸部単
純レントゲン所見は著変なかったが、入院 16 日目に
CT 施行したところ右膿胸を認めた。呼吸器外科と合
同で醸膿胸膜剥皮術、縦隔ドレナージ術、深頸部膿瘍
切開術を行い ICU へ入室した。その後の経過は良好
であった。深頸部膿瘍については壊死性降下性縦隔炎
という予後不良な病態に進展しうることを念頭に置い
て、全身状態や血液検査だけでなく、造影 CT による
こまめな画像評価を怠るべきではないと考える。

鼻腔内に萌出した逆生歯の３例

頭頸部・耳鼻いんこう科
高木千晶、梅田実希、神前宏和
森　健一、高橋洋城、大西将美
第 22 回岐阜耳鼻咽喉科・
頭頸部外科懇話会　
　平成 26 年 11 月　岐阜
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咬筋部勃起性血管腫の一例

歯科口腔外科
山田宗季、木村将士、齋田昂佑
大音博之、梅村昌宏、長縄吉幸
第 39 回日本口腔外科学会　
中部支部学術集会
　平成 26 年 5 月　松本

【緒言】血管腫は、 筋肉内に発生するものは比較的稀
とされている。 中でも腫瘤が特異的に勃起性を示す
ものがあり、 臨床的に勃起性血管腫と呼ばれる。【症
例】患者：42 歳女性。 初診：2013 年 1 月。主訴：左
下顎角部の腫瘤。既往歴・家族歴：特記事項無し。現
病歴：2 年前から左下顎角部にしこりを自覚し、 精査
加療を目的に当科を受診された。初診時所見：安静
時は左右対称の顔貌であるが、 咬合時に左下顎角部の
腫脹を認め、 同部に20×15mm程の触診場弾性軟、 可
動性良好な腫瘤性病変を認めた。 同部の自発痛、 圧
痛は認めなかった。 画像所見：造影 CT では左咬筋
内部に周囲組織との境界明瞭な高吸収域を認めた。 
MRI では T2 強調画像で左咬筋部表層に高信号域を
認めた。 FNA では、 内部には血液成分を認めたのみ
で、 Class Ⅰの診断であった。 臨床診断：咬筋内血管
腫。 処置及び経過：2013 年 6 月、 全身麻酔下に口外
法により腫瘍を摘出した。 術中所見では筋肉組織内
に、 20mm 大の血管組織を認めた。 術後 5 ヶ月経過
し、 咬合時の同部の腫脹を認めず、 口唇周囲筋の運動
良好に経過している。 病理所見：蔓状血管腫。 【結語】
今回我々は咬筋部勃起性血管腫を経験したので、 若干
の文献的考察を踏まえ、 報告する。

口底に生じた異所性扁桃の 2 例

歯科口腔外科
木村将士、大音博之、梅村昌宏
山田宗季、長縄吉幸
第 59 回日本口腔外科学会総会
　平成 26 年 10 月　松本

【緒言】扁桃は免疫機構を有したリンパ組織であり、 
咽頭扁桃、 口蓋扁桃、 舌扁桃、 耳管扁桃、 咽頭後壁の
孤立性リンパ小節などが存在し、 これらは Waldeyer
のリンパ輪と総称される。 そして、 これらと異なる
部位に認められる扁桃組織は異所性扁桃とよばれ、 極
めて稀である。 今回われわれは、 口底に生じた異所
性扁桃の 2 例を経験したのでその概要を報告する。 

【症例の概要】症例1: 患者は63歳女性。 10年程前より、 
左側口底部の腫瘤を自覚し、 2011 年某日、 精査加療目
的にて当科来科。 初診時、 左側口底に5mm×5mm大、 
弾性硬、 境界明瞭な腫瘤を認めた。 腫瘤表面にわず
かに発赤を認め、 自発痛、 圧痛は認めなかった。 2012
年某日、 左側口底腫瘍の診断のもと、 局所麻酔下に摘
出術を施行した。腫瘤は被膜で覆われ、 舌下腺、 顎下
腺管との連続性は認められなかった。 病理組織学的
診断は異所性扁桃であった。 
症例 2: 患者は 38 歳女性。 2013 年某日、 右側口底部
の腫瘤を主訴に当科来科。 初診時、 右側口底に弾性
軟、 境界明瞭な 6mm 大の腫瘤を認めた。 表面粘膜は
健常色で、 自発痛、 圧痛は認めなかった。 右側口底部
粘液嚢胞の診断のもと、 局所麻酔下に摘出術を施行し
た。 腫瘤は被膜を有し、 舌下腺、 顎下腺管との連続性
は認めなかった。 病理組織学的診断は異所性扁桃で
あった。 【結語】今回われわれは、口底に生じた異所
性扁桃の 2 例を経験したのでその概要を報告した。 

舌下腺原発悪性腫瘍の 3 例　

歯科口腔外科
大音博之、梅村昌宏、木村将士
山田宗季、杉本真一、長縄吉幸
第 33 回口腔腫瘍学会総会・学術大会
　平成 27 年 1 月　奈良

【緒言】唾液腺腫瘍は病理学的に組織像が多彩で、 分
類も複雑であり診断が難解な腫瘍として知られてい
る。中でも舌下腺腫瘍は稀ではあるが悪性腫瘍の可能
性が高く、 その稀少性のため多く症例を集計した報告
が少ない。我々は舌下腺原発の低悪性度の T1 症例 3
例（腺様嚢胞癌 1 例、 粘表皮癌 2 例）を経験し、 診断、 
治療をすすめていく上で苦慮した点につき考察を行っ
た。【症例】症例 1：68 歳、 男性。左舌下腺内の 19×
12×15mmの腫瘤に対し生検を施行し舌下腺炎の診断
を得たが、 消炎傾向無く経過したため、 確定診断目的
に舌下腺摘出を行った結果、 腺様嚢胞癌と判明した。
症例 2：70 歳、 女性。右舌下腺内の 17 × 14×14mm
の腫瘤に対し生検を行い、 低悪性度の唾液腺腫瘍疑い
となるも確定診断に至らず、 舌下腺摘出を行うことで
粘表皮癌と確定した。後日、 口底部分切除および右顎
下部郭清、 同部DP皮弁再建を施行した。症例3：78歳、 
女性。左口底部の 14 × 10 × 14mm の嚢胞様の隆起性
病変に対し穿刺吸引細胞診および生検を施行した。細
胞診結果は Class2 であったにもかからず、 生検結果
は粘表皮癌であった。口底部分切除、 左顎下部郭清お
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よび DP 皮弁再建を施行した。【まとめ】舌下腺腫瘍
に対峙する場合、 悪性腫瘍を念頭に置くこととなり、 
治療方針を決定し、 適確なインフォームドコンセント
を行い、 治療を実践するために組織学的悪性度も含め
術前の病理診断が重要である。今回の 3 症例を通じて
生検や細胞診による唾液腺腫瘍の術前病理診断の困難
さを改めて痛感し、 病理診断医との十分な議論やコン
サルテーションシステムの積極的な活用が必要である
ことを認識した。また口底という部位の特異性から手
術療法においては原発巣の切除範囲、 郭清の要否、 郭
清範囲、 再建の要否など手術の計画概念を明確にして
おく必要があると考えられた。

頬 粘 膜 の 小 唾 液 腺 に 生 じ た Low-
grade cribriform cystadenocarcinoma
の 1 例

歯科口腔外科
杉本真一、木村将士、梅村昌宏
大音博之、山田宗季、齋田昂佑
長縄吉幸
第 33 回口腔腫瘍学会総会・学術大会
　平成 27 年 1 月　奈良

【緒言】Low － grade cribriform cystadenocarcinoma
（以下 LGCCC）は 2005 年の WHO 分類で cystadenocarcinoma
の亜型に分類された非常にまれな低悪性度腺癌であ
る。本腫瘍は耳下腺に好発するが、頬粘膜の小唾液腺
に生じたものの報告はない。今回われわれは、頬粘膜
の小唾液腺に生じた LGCCC の 1 例を経験したので、
その概要を報告する。【症例】72 歳、男性。主訴 : 左
側頬粘膜腫瘤。初診日 :2013 年 3 月某日。既往歴 : 前
頭洞乳頭腫、洞不全症候群、逆流性食道炎。現病歴：
2013 年 1 月頃より左側頬粘膜の腫瘤を自覚、かかり
つけの内科を受診したところ、当科での精査を勧めら
れ、同年 3 月某日、紹介来科した。初診時現症 : 左側
頬粘膜に直径 10mm × 5mm 大の楕円形、弾性硬、可
動性良好な腫瘤を認めた。腫瘤の被覆粘膜は平滑で、
自発痛、圧痛は認めなかった。MRI 画像所見では、
左側頬粘膜に T2 強調像で高信号を呈する、境界明瞭
な腫瘤を認めた。【処置および経過】2013 年 3 月某日、
左側頬粘膜小唾液腺腫瘍の診断のもと、穿刺吸引細胞
診（FNA）を施行した。 結果は Class3a で、基底細
胞腺腫の疑いであった。FNA 施行後、腫瘤の縮小を
認め、経過観察としたが、再度膨隆を認めたため、同
年 9 月某日、局所麻酔下に切除術を施行した。腫瘤は
周囲組織との境界は明瞭であり、近傍の小唾液腺とと

もに切除を行った。病理組織学的所見は単房性嚢胞性
病変であり、導管上皮細胞が内腔に向かって乳頭状増
殖を呈し、ところどころに篩状構造を認めた。細胞異
型は乏しく、非浸潤性の増殖を呈し、病理組織学的診
断は LGCCC であった。現在術後 1 年が経過し、局所
再発、転移ともに認めず、経過良好である。【結語】
今回われわれは、頬粘膜の小唾液腺に生じた LGCCC
の 1 例を経験したので、その概要を報告した。

術前に高度の低ナトリウム血症
（Na=110-114mEq/L）を指摘された
僧帽弁手術 2 症例

麻 酔 科
菅原昭憲、後藤紘葉、伊東遼平
長柄祐希、 加藤規子
日本心臓血管麻酔学会　第 19 回学術集会
　平成 26 年 9 月　大阪

【症例 1】70 歳女性、155cm45kg。僧帽弁閉鎖不全
症 MR にて 20 年来、近医にて経過観察されていた
が、全身倦怠感・心不全にて入院。入院後、心不全増
悪から心室細動となり蘇生措置を行ったこともあっ
た。MR に対して僧帽弁形成術 MVP・三尖弁形成術
TAP・Maze 手術が予定されるも、術前低 Na 血症（Na 
110mEq/L）のため、いったん延期。水制限とループ
利尿薬で術前補正を行い、3 週間後に MVP・TAP を
行った。術後、低心拍出症候群 LOS、EF20％前後で
管理に難渋、術後 28 日目に退院となった。その後も
心不全増悪から入退院を繰り返している。【症例 2】
74 歳男性、167cm63kg、僧帽弁閉鎖不全症 MR、慢
性心不全、心房細動にて当院循環器科に入院中であっ
た。内科的治療のカテコラミンからの離脱が困難で、
外科的治療が検討された。僧帽弁置換術 MVR, 三尖
弁置換術 TVR が予定されたが、術前低 Na 血症（Na 
114mEq/L）のため、いったん延期。その後、LOS
によると思われる意識消失発作を繰り返し、PEA
から蘇生となり、ICU 入室。挿管。人工呼吸管理・
IABP・CHDF を用いて数日かけ術前管理を行ったう
え、MVR・TVR を予定通り行った。術後経過は、血
行動態は良いものの呼吸状態が安定せず術後 15 日目 
IUC 退室、術後 62 日目に独歩退院となった。 低ナ
トリウム血症は、人工心肺を用いた心臓手術の際、特
に人工心肺開始時の急激なナトリウム濃度上昇に伴う
central pontine myelinolysys(CPM) のリスクが懸念さ
れる。そのため、高度な低ナトリウム血症については
術前補正をしてから心臓手術を行うのが望ましい。し
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かし、低ナトリウム血症の背景に慢性うっ血性心不全
が存在し術前コントロール・補正に難渋する場合、あ
るいは緊急手術の場合には、対応に苦慮することが考
えられる。以上について、その後の経過や文献的考察
も含めて発表を行いたい。

Cornelia de Lange 症候群に伴う
ファロー四徴症根治術の麻酔経験

麻 酔 科
加藤規子、後藤紘葉、伊東遼平
菅原昭憲
日本心臓血管麻酔学会　第 19 回学術集会  
　平成 26 年 9 月　大阪

　Cornelia de Lange 症候群は 1 ～ 5 万出生に 1 人で、
特異的顔貌、精神発達遅延、てんかん、聴力障害、短
肢症・合指症などの四肢の形態異常、胃食道逆流症
などの消化器疾患、膀胱尿管逆流症などの泌尿器科
疾患、心疾患などを合併する先天性疾患である。今回
Cornelia de Lange 症候群に伴うファロー四徴症根治
術の麻酔を経験した。
　症例は 1 歳 5 ヶ月女児。身長 66.0cm、体重 7kg。在
胎 34W で重度の子宮内胎児発育遅延を認め、37w5d、
予定帝王切開術で出生した。体重 1862g、Ap5/6。陥
没呼吸、中枢性チアノーゼがあり挿管管理を要し
NICU 入室した。また心臓超音波検査でファロー四徴
症を指摘された。顔貌、上肢低形成、多毛、大理石様
皮膚等から Cornelia de Lange 症候群と診断された。
膀胱尿管逆流症による尿路感染症や、胃食道逆流症に
よる誤嚥性肺炎で頻回の入院を要した。胸部 CT 検査
で肺動脈の発達が確認され、根治術 ( 心室中隔欠損パ
ッチ閉鎖術、肺動脈狭窄症手術 ) を予定された。麻酔
管理上、挿管困難が予測されたため Airway Scope と
気管支ファイバーを準備した。末梢ルート確保後フェ
ンタニル、ケタミン、ロクロニウムにて導入。喉頭展
開にて Cormack Grade2 であり挿管に問題はなかっ
た。フェンタニル、ミダゾラム、ロクロニウムで維持
した。術中血行動態は安定していた。術後 2 日目に抜
管、その後痰詰まりで酸素飽和度の低下を認めること
があったが吸痰して対処した。術後9日目にICU退室。
28 日目に退院した。
　Cornelia de Lange 症候群は換気・挿管困難や術後
の呼吸不全など気道管理に十分な配慮を要する。また
合併奇形などにも配慮した周術期管理を要した。

上大静脈症候群を呈した前縦隔腫瘍
に対して、血行再建を伴う腫瘍切除
術を行った 1 例

麻 酔 科
伊東遼平、後藤紘葉、長柄祐輝
加藤規子、菅原昭憲
日本心臓血管麻酔学会　第 19 回学術集会  
　平成 26 年 9 月　大阪

　34 歳、男性。身長 165cm、体重 56kg。既往歴は椎
間板ヘルニア（25 歳、手術）。20 本× 14 年間の喫煙
歴あり。それ以外は特記すべきことなし。顔面・頸部・
上肢の浮腫を自覚し、近医から紹介受診した。CT で
前縦隔に腫瘤性病変を指摘され、上大静脈（SVC）・
左腕頭静脈・奇静脈への浸潤と肺内・縦隔リンパ節
への転移を認めた。顔面・頸部・上肢の浮腫は腫瘍
塞栓に伴う SVC 症候群であると考えられた。CT ガ
イド下針生検の結果から性腺外胚細胞腫瘍が疑われ、
AFP 高値のため non seminoma として直ちに化学療
法を開始した。腫瘍は著明に縮小したものの、前縦隔
の腫瘍残存と左腕頭静脈から SVC 内の腫瘍塞栓残存
を認めた。右肺下葉病変は消失したものの根治的治療
のため、右肺下葉切除＋胸腺摘出＋ SVC・左腕頭静
脈切除＋ SVC 再建術が予定された。手術室入室後、
末梢静脈（左下肢）、動脈圧ライン（左上肢）を確保
した。remifentanil、propofol、rocuronium を用いて
導入し、35Fr double lumen tube で挿管した。中心静
脈カテーテルを右内頚静脈と右大腿静脈に留置し、中
心静脈圧（CVP）をそれぞれ観察した。モニターは
flotrac センサー、INVOS、BIS モニターを使用した。
側臥位で右下葉切除後、仰臥位で胸骨正中切開を行
い、SVC と腫瘍を一塊にして周囲組織から剥離した。
SVC クランプ前にヘッドアップ・hyperventilation・
マンニトール投与を行い、頭蓋内圧亢進の軽減を図っ
た。ヘパリン化した後、SVC をクランプしたところ
上大静脈圧（S.CVP）は 9mmHg から 28mmHg まで
上昇した。クランプ後、右内頚静脈と右大腿静脈に留
置している中心静脈カテーテルを連結し外シャント
によるバイパスを増設したところ、目測で 20ml/min
程度の流量を確認できた。外シャント開通後、S.CVP
は 23mmHg 前後で推移し、異常な上昇も認めないた
め外シャントと側副血行路を介した還流がある程度確
立されていると判断し手術を続行した。SVC 再建中
は venous return が制限された結果、hypovolemic な
血行動態であったが、容量負荷とカテコラミン使用で
何とかバイタルを保つことができた。SVC 再建終了
後、クランプを解除したところ S.CVP は 22mmHg か
ら 9mmHg と低下し、バイタルも安定した。SVC ク
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ランプ時間は 38 分であった。止血確認後、閉胸し手
術終了となった。術後意識障害などの SVC 症候群に
関連した合併所は認めなかった。術後 11 日目に血胸
に対して開胸血腫除去術を行ったが、その後の経過は
安定している。

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）
が疑われ、アルガトロバンを用いて
人工心肺管理を行った 1 例

麻 酔 科
後藤紘葉、伊東遼平、長柄祐輝
加藤規子、菅原昭憲
日本心臓血管麻酔学会　第 19 回学術集会 
　平成 26 年 9 月　大阪

　症例：72 歳女性、158cm・43kg。重症 MR による
心不全で入院。心房細動を合併しており同日ヘパリン
投与が開始された。入院 9 日目に心筋梗塞を発症し、
カテーテル治療施行。入院 11 日目の血液検査で血小
板：3.1 万（入院日には 14.1 万）と低下を認め、ヘパ
リン起因性血小板減少症（HIT）が疑われたためヘパ
リンを中止しアルガトロバンに変更したところ血小
板は正常値へと回復した。ヘパリン抗体陽性であっ
た。2 ヶ月以上にわたる内科的治療で心不全の改善が
みられないため、MR に対して僧帽弁形成術が予定さ
れた。手術当日、圧ラインの加圧バッグは生理食塩
水 500ml+ アルガトロバン 5mg で作成、すべてのヘ
パリンコーティングされたカニューレ類は生理食塩水
で洗い流して準備しておいた。ACT コントロ ール値
は 195 であった。ヘパ リンに代わってアルガトロバ
ン 10mg を iv、10 分 /15 分 /20 分後の ACT はそれぞ
れ 358/268/291 と安定せずアルガトロバン 10mg をさ
らに追加。30 分後に送血・脱血カニュレーションと
なった。人工心肺回路のプライミング液にはメシル酸
ナファモスタットが含まれ、その後持続的に投与され
た。体外循環開始後 17 分で急激な pump flow 低下か
ら人工肺内の凝血が判明。脳保護を考慮して送血温
15℃の低体温とし、チオペンタール 2000mg を iv、グ
リセオール点滴を開始した。約 3 分間の完全循環停止
後に新しい回路と交換された。INVOS は約 8 分間に
わたり 40 以下となったが循環再開後には速やかに回
復、手術時間短縮のため僧帽弁置換術のみ行われた。
体外循環を離脱する段階で酸素飽和度が悪化、再度人
工肺内で血栓が形成されていることが判明したため再
度回路交換を要した。止血はかなり困難であった。血
小板は 1.0 万に低下しており、2 度の回路交換による

大量失血と人工心肺使用で DIC を発症していると考
えられた。補充療法として赤血球濃厚液・新鮮凍結血
漿に加え、HIT 患者には本来禁忌ではあるが濃厚血
小板も投与することとなり、人工心肺離脱後 250 分
でようやく閉胸となった（ACT：279）。術後 ICU で
もドレーン排液は多く引き続き輸血が必要となったが
翌朝には概ね止血され、POD4 に抜管。左半身不全麻
痺があり POD9 に CT で右前頭葉の出血性脳梗塞と
診断された。全身状態が安定したところで、リハビリ
のため転院となった。

Stanford A 型大動脈解離を発症し
手術で救命しえた小児の 1 例

麻 酔 科
長柄祐輝、後藤紘葉、伊東遼平
加藤規子、菅原昭憲
日本心臓血管麻酔学会　第 19 回学術集会
　平成 26 年 9 月　大阪

　症例は 12 歳男児。全身倦怠感、咽頭痛が 5 日間続き、
顔色不良、両肩の痛みがあり救急外来受診。143cm、
30kg と標準的な体格であり、先天性緑内障で 0 歳時
に手術を受けた以外は特に既往はなかった。初診時、
135 回 / 分の頻脈であったが血圧は 120/58、SpO2 は
室内気で 99％と問題なかった。心電図では洞性頻脈、
胸部単純 X 線で心胸郭比は 58％と拡大していたが、
縦隔陰影の拡大は認めなかった。心臓超音波検査では
左室駆出率は 81.9％と保たれていたが、全周性に心嚢
水が貯留しており、最大 25mm であった。症状は心
タンポナーデによるものと判断し、原因検索として胸
部造影 CT を撮影したところ、大動脈基部から弓部小
弯側にかけて偽腔開存型の解離を認めた。心室周囲に
著明な心嚢水貯留がみられ、心タンポナーデを伴った
Stan ford A 型急性大動脈解離と診断された。救命の
ため、緊急で上行・部分弓部大動脈人工血管置換術を
施行した。ICU から手術室に入室し、右橈骨動脈に
動脈圧ライン挿入済みであったが、偽腔の圧排のため
か波形は出ていなかった。左足背動脈より動脈圧ライ
ン、右内頚静脈より中心静脈カテーテル留置しカテコ
ラミン開始後にケタミンで麻酔導入した。麻酔導入時
の大きな血圧変動はなかった。手術開始し、心タンポ
ナーデ解除後、中心静脈圧（CVP）の低下、血圧上
昇みられ吸入麻酔、ニトログリセリンで対応した。経
食道心エコー上、心収縮が不良で特に右心系が拡大し
ていた。人工心肺開始後、逆行性持続脳潅流開始後と
もに rSO2 の低下はなく、その他大きな問題はなかっ
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た。人工心肺離脱も容易ではあったが収縮力は 悪く、
CVP も高めであった。直視下にも右心系の動きが悪
く、NO、少量のミルリノンを開始した。術後第 2 病
日に抜管し、その後一時的に胸水の貯留が認められた
が順調に経過し、第 21 病日に独歩退院となった。術
後 4 年が経過し、腹部大動脈の拡大傾向が見られるが、
他特に大きな問題は見られていない。

当院における気管内ステント挿入術
の麻酔管理に関する検討
Review of the anesthetic 
management for intratracheal stent 
insertion in our hospital

麻 酔 科
伊東遼平、後藤紘葉、長柄祐輝
加藤規子、菅原昭憲
日本麻酔科学会東海北陸支部
第 12 回学術集会
　平成 26 年 9 月　金沢

　気道確保を目的とした気管内ステント挿入術は多く
の施設で行われている。昨今、当院でも気管内ステン
ト挿入術を含めた気管内処置が全身麻酔下で行われる
ようになった。今回われわれは、全身麻酔下で気管内
ステント挿入術を行った 2 症例を経験したので、それ
ぞれの麻酔管理に関する検討も含め報告する。症例
①：56 歳、男性。身長 173 ㎝、体重 69 ㎏。既往歴は
高血圧、慢性閉塞性肺疾患があり。喫煙歴あり。肺扁
平上皮癌に対して化学療法と放射線療法を施行してい
たが、縦隔リンパ節・鎖骨下リンパ節に転移あり。転
移巣の浸潤に伴い両側反回神経麻痺によるさ声と、気
管狭窄による呼吸困難感や喘鳴が出現した。気道確
保を目的に気管内ステント挿入術 + 気管切開術が予
定された。腫瘍による気道閉塞に伴う 術中の換気不
能に備えて麻酔導入前に右大腿動静脈にシースを留
置し、経皮的心肺補助装置（PCPS）をスタンバイし
た。両側反回神経麻痺があるため麻酔は fentanyl で
軽度鎮静を行い、経口 awake fiber intubation により
導入した。維持は全静脈麻酔（TIVA）。術中換気状
態は安定していた。ステント挿入後に気管切開を行
い、気管カニューレを挿入し帰室した。症例②：45
歳、女性。身長 154 ㎝、体重 38 ㎏。既往歴は右下葉
肺腺癌（右下葉切除後）あり。喫煙歴なし。肺腺癌の
縦隔リンパ節転移により再発。化学療法施行していた
が、咳・喘鳴・呼吸困難・嚥下困難が出現。転移巣の
浸潤による食道狭窄と左主気管支狭窄を認めた。左反

回神経麻痺もあり。気道確保を目的に気管内ステン
ト挿入術が予定された。術前の CT で食道狭窄部口側
に残渣貯留を認めていたため、麻酔は remifentanil、
propofol、rocuronium を用いて crush で導入した。維
持は TIVA。術中換気状態は安定していた。Y ステン
トを挿入。覚醒は良好で抜管後の呼吸は安定し て帰
室した。

脳動静脈奇形（AVM）破裂による
頭蓋内出血をきたした妊婦の開頭
AVM 摘出術，帝王切開術の麻酔経験
Anesthetic Managements for 
Cesarean Section and Craniotomy in 
a Patient with a Ruptured Cerebral 
Arteriovenous Malformation

麻 酔 科
後藤紘葉、伊東遼平、長柄祐輝
加藤規子、菅原昭憲
日本麻酔科学会東海北陸支部
第 12 回学術集会
　平成 26 年 9 月　金沢

　 症 例：37 歳 女 性，154cm・63kg。 近 医 か か り つ
けの妊婦であり妊娠経過は順調，特に既往なし。妊
娠 21 週 1 日，意識障害と右半身麻痺のため当院に
搬送された。精査の結果，左前頭葉 AVM からの脳
出血を認めたため母体の治療を優先し，入院 2 日後
に開頭 AVM 摘出術・血腫除去術が施行された。麻
酔 方 法 は Propofol，Fentanyl，Rocuronium に よ る
迅速導入で気管内挿管し，維持は TIVA（Propofol，
Remifentanil，Rocuronium）で行った。術中，血圧は
ヘッドピン挿入時の一過性上昇を除いて良好に維持さ
れ麻酔時間 7 時間 8 分，手術時間 5 時間 54 分で終了
した。術後，意識レベルは清明。右半身完全麻痺とな
ったがリハビリにて基本的 ADL 動作は監視下または
軽介助で可能となった。頭部 CT 検査では AVM は全
摘，血腫の残存もなし。妊娠経過も順調で POD48（妊 
娠 28 週 2 日），リハビリ加療のため転院となった。妊
娠 36 週 5 日に再び当院入院管理となり，妊娠 37 週 2
日，全身麻酔下に帝王切開術が予定された。 麻酔は
Thiamylal，Fentanyl，Rocuronium で迅速導入した。
Cormack grade Ⅲで声門周囲組織は充血し浮腫状で
あったため挿管は困難であった。維持は空気 - 酸素
-Sevoflurane，Remifentanil で開始し胎児娩出後より
TIVA（Propofol，Remifentanil，Rocuronium） に 切
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り替えた。術中問題なく経過し手術は終了した。麻酔
時間1時間23分，手術時間41分。児の体重は2684gで，
Apgar score は 5 点 /8 点であった。 POD3，一過性
の意識障害あり。脳出血後の症候性てんかんと診断さ
れ抗てんかん薬（Phenytoin）を使用。その後発作は
みられていない。POD8，母児ともに退院となった。 

Cornelia de Lange 症候群の同一患児
における複数回の周術期管理の経験

麻 酔 科
加藤規子、後藤紘葉、伊東遼平
長柄祐輝、菅原昭憲

胸部外科
横山幸房、横手　淳
第 42 回日本集中治療医学会学術集会
　平成 27 年 2 月　東京

　Cornelia de Lange 症候群の同一患児における複数
回の全身麻酔を経験した。症例は女児。重度の子宮内
胎児発育遅延を認め 37w5d 帝王切開術で出生。ファ
ロー四徴症を指摘され、顔貌・上肢低形成・多毛・大
理石様皮膚等から Cornelia de Lange syndrome と診
断された。尿路感染症や誤嚥性肺炎で頻回の入院の既
往があった。1 歳 5 ヶ月時にファロー四徴症根治術、
3 歳時に胃瘻造設術、3 歳 5 か月時にイレウス手術を
施行した。Cornelia de Lange 症候群は 1 ～ 5 万出生
に 1 人で、特異的顔貌、精神発達遅延、てんかん、聴
力障害、短肢症・合指症などの四肢の形態異常、胃食
道逆流症などの消化器疾患、膀胱尿管逆流症などの泌
尿器科疾患、心疾患などを多彩な合併症を有する症候
群であり、小顎・短頚による換気挿管困難や術後の呼
吸不全など気道管理と循環動態に十分な配慮した周術
期管理を行った。

大動脈弁輪拡張症に対し David 手術
を 行 っ た 16 歳 Sprintzen-Goldberg
症候群の 1 症例

麻 酔 科
菅原昭憲、後藤紘葉、伊東遼平
加藤規子

胸部外科
横山幸房、横手　淳

第 42 回日本集中治療医学会学術集会　
　平成 27 年 2 月　東京

　16 歳 男 性、180cm、40kg。 遺 伝 子 検 査 に よ り、
Marfan 類 似 疾 患 で 結 合 織 異 常 を 伴 う Sprintzen-
Goldberg 症候群（SGS）と診断されていた。SGS に
合併する大動脈弁輪拡張症（AAE）でフォロー中、
Valsalva の最大径が 45mm を超え自己弁温存大動脈
基部再建術（David 手術）が予定された。動脈管開存、
眼瞼下垂、斜視、外反扁平足、側弯症に対し手術歴が
あり、高身長、クモ状肢、眼球突出、小顎などの身体
的特徴があった。麻酔導入時、換気挿管困難が懸念さ
れたが、通常の挿管が可能であった。皮膚が非常に薄
く、各種点滴ラインで容易に皮下出血をきたした。術
中、皮下組織・骨膜・筋肉の切開で易出血性であり、
肺動脈基部も拡張、上行大動脈は血管壁の伸縮性が高
く送血管の挿入が困難であった。体外循環からの離 
脱に大きな問題はなかったが、出血が多く、閉胸まで
に時間を要した。ICU 入室後、翌日抜管、POD5 一般
病棟転棟、一時、心室頻拍が出現するも、POD28 独
歩退院した。

筋委縮性側索硬化症患者の麻酔経験

麻 酔 科
長柄祐輝、後藤紘葉、伊東遼平
加藤規子、菅原昭憲

胸部外科
横山幸房、横手　淳
第 42 回日本集中治療医学会学術集会　
　平成 27 年 2 月　東京

　症例は 80 歳男性。71 歳時に筋委縮性側索硬化症を
発症し、翌年気管切開、人工呼吸管理となった。77
歳時に喉頭食道分離術を施行。糖尿病を合併しており
経口血糖降下薬、インスリンを使用していたが血糖コ
ントロールが不良であった。また高血圧、閉塞性動脈
硬化症も合併しており仙骨部など褥瘡がみられ、全身
状態も不良であった。1 年半前より徐々に左足の壊疽
が進行し、保存的治療は期待できず全身麻酔下に左下
肢切断となった。麻酔はプロポフォール（TCI）、レ
ミフェンタニルの持続静脈内投与と適宜フェンタニル
を投与し維持した。ロクロニウムは使用しなかった。
手術終了後に麻酔薬を中止し、開眼がみられた。術後
はＩＣＵに入室したが異常な体温上昇もなく、術前の
様子とかわりなく回復し、自宅退院となった。
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当院ドック検診への
CT コロノグラフィー導入について

放射線科
曽根康博

健康管理センター
武田　功、熊田　卓

消化器内科
久永康宏、金森　明

診療検査科（画像）
恒川明和、竹島賢治
第 55 回日本人間ドック学会学術大会
　平成 26 年 9 月　福岡

【目的】 当院ドック検診への CT コロノグラフィー
（CTC） の導入過程につき報告する。【方法 1】CTC
の理解のため先進施設の見学とセミナーへの参加を重
ね、2012 年 12 月から同意を得た健常者 16 名（健常群）
に CTC を行った。 【2】2013 年 3 月から大腸内視鏡
直後の患者 38 名（患者群）に CTC を行った。 CTC
には SOMATOM Definition AS+ とプロト CO2L を
使用し、低線量条件で腹臥位、背臥位の順に撮像し、
適宜側臥位を追加した。 検査後、受容性（5: 楽～
1: 非常につらい） のアンケートを行った。 読影には
ziostation2 を用い、仮想大腸展開像（VGP 像）と仮
想内視鏡像（VE 像）による 3D 法を基本とした。 【3】
前処置法を確立するため、2014 年 3 月に同意を得た
健常者 4 名に前処置後 CT を行った。 【成績 1】 健常
群は男 14 名、女 2 名、平均年齢 :39 歳。前処置は専
用食を使用し、13 名にマグコロール P（マグ P）高張法、
3 名にガストログラフィン入りニフレック等張法を用
いた。検査は午前中に行い、 全例でブスコパン 1A を
筋注した。受容性は 4 ～ 1（平均 3.1）であった。8 名
に 11 個のポリープ（5mm 以下 :8 個 6mm 以上 :3 個）
を疑った。1 名に内視鏡を行い、指摘部位に 6mm の
IIa 病変（軽度異型腺腫）を認めた。【2】 患者群は男
26 名、女 12 名、平均年齢 :71 歳。前処置はニフレッ
クで、目的は大腸腫瘍治療前評価:32名、挿入困難:4名、
その他 :2 名。 受容性は 5 ～ 2（平均 4.1）で、 健常群
より有意に良好であった。VGP 像で 32 主病変中 30
病変が描出された。VE 像と内視鏡像は 29 病変でよ
く一致した。【3】ガストログラフィン入りマグ P 等
張法を用いた。CT にて残便塊は見られず、残液量は
さまざまで、3 点計測した残液の CT 値は 249 ～ 495（平
均 330 ｱ 83）と良好であった。【結論】CTC は前処置
法と検査法の受容性、病変の描出能について任意型検
診として妥当と考えられた。判定基準や説明文書を整
備し、2014 年 4 月よりドック検診 CTC を開始した。

その初期結果も含め報告する。

CT コロノグラフィーの
当院ドック検診への導入について

放射線科
曽根康博

健康管理センター
武田　功

消化器内科
金森　明、久永康宏、熊田　卓

診療検査科（画像）
恒川明和、竹島賢治
第 52 回日本消化器がん検診学会大会
　平成 26 年 10 月　神戸

地方救命救急センターの運営
－地産地消を目指して－

救命救急部
山口　均
水谷文俊、坪井重樹、川崎成章
久保寺敏、山下美紀
第 17 回臨床救急医学会総会・学術総会
　平成 26 年 5 月　栃木

　当院救命救急センターは岐阜県西部の西濃地域に位
置しており、人口約 40 万人の医療圏をカバーしてい
る。救急外来では約 4 万 5 千人 / 年の一次から三次ま
での患者に対応し、約 8500 台 / 年の救急車の受け入
れを行っている。また、災害拠点病院、小児救急医療
拠点病院や地域周産期母子医療センターでもあり地域
医療の最後の砦として機能している。スタッフは一昨
年までは 1 人だったが現在は 4 名となりその他前期・
後期研修医がローテーションしている。運営は ER 方
式をとっているが症例により他診療科と協力して入院
患者の治療にもあたっている。当院の各診療科は救急
診療のみならず各診療科間も協力的で病院全体で地域
の救急医療を支えている。また当院では切断肢の再接
着、熱傷、中毒の治療を行うことが可能で、さらに昨
年他院へ急性期高次治療のために転院した症例は殆ど
なく当院で治療を完結している。また、スタッフの増
加に伴い研修医や研修にやってくる学生教育にも力を
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入れた結果救急志望の研修医を確保することもでき
た。このように、地方救命救急センターでは救急診療
やスタッフ確保の両面でオーダーメイドによる地産地
消の医療の展開が必要である。

地方救命救急センターにおける
施設からの高齢者救急搬送の特徴

救命救急部
山口　均、水谷文俊、坪井重樹
川崎成章、久保寺敏、山下美紀
第 17 回臨床救急医学会総会・学術総会
　平成 26 年 6 月　栃木

【背景】近年救命救急センターへの高齢者救急車搬送
患者は年々増加している。【目的】当院救命救急セン
ターに施設から救急車搬送された高齢者の特徴を明ら
かにすること。【方法】2010 年から 2012 年までの間
に当院に救急搬送された 65 歳以上の高齢者 15482 人
のうち施設からの患者 956 人 (61%) を入院先、転帰、
CPA（来院時心肺停止）等について分類して救急搬
送記録等をもとに調査した。【結果】男性 353 人、女
性 603 人で平均年齢は 85 ± 7.5 歳であった。外来のみ
で帰宅した患者（CPA、来院後死亡を含む）は 440
人で一般病棟に 404 人、救命救急センター・集中治療
室に 110 人入院した。CPA は 67 人で心拍再開して入
院となった患者は 10 人いたが全員死亡した。入院後
の転帰では施設に戻った症例は 40% であった。また、
施設に戻るまでの在院日数は自宅退院までの日数より
有意に長かった。【考察】施設より救急搬送された重
症高齢者の中には家族が積極的治療を望まない場合も
あり対応に注意が必要である。また外来のみで対応で
きる患者も多かった。当院は「断らない救急」を行っ
ているが救急隊をはじめ施設や二次医療機関との連携
等も考える必要がある。

外傷性深腸骨回旋動脈上行枝損傷の
1 例

救命救急部
水谷文俊、山口　均、坪井重樹
久保寺敏

循環器内科
上杉道伯、吉田路加

第 28 回 日本外傷学会総会・学術集会
　平成 26 年 6 月　東京

　症例は 88 歳女性。転倒して右側腹部を打撲したが
症状なく経過観察していた。2 週間後に右下腹部腫瘤
を自覚して当院外科を受診し腹壁瘢痕ヘルニアの診断
で経過観察となった。その後腫瘤は増大し疼痛も増強
してきたために更に 1 週間後に当センターを受診し
た。右側腹部に 5 ㎝大の硬い腫瘤を触知した。造影
CT 検査で右腹壁内にカプセル化された血腫が指摘さ
れ、内部に extravasation を認めたため緊急でカテー
テル検査を施行した。深腸骨回旋動脈上行枝からの出
血を認めたためコイル塞栓術を施行して止血を得た。
塞栓後経過は良好で第 5 病日に退院となった。今回わ
れわれは稀な外傷性深腸骨回旋動脈損傷損傷の 1 例を
経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

認知症によるメンターム EX プラス®
誤食の 1 例

救命救急部
山口　均、坪井重樹、久保寺敏
山下美紀

薬 剤 部
松村知洋、高田裕子、森　博美
第 36 回日本中毒学会総会・学術集会
　平成 26 年 7 月　東京

　認知症による誤食、誤飲の症例は後を絶たず様々
な問題を呈している。【症例】既往歴に脳梗塞があり
認知症のある 95 歳男性。ADL は自立している。朝
自宅で意識が悪いところを息子が発見して救急搬送
された。来院時；GCS4-1-4。四肢麻痺なし。脈拍 124
回 / 分（不整）、血圧 144/97mmHg、呼吸 21 回 / 分、
SpO2 100%（O2 6L マスク）。来院後経過；頭蓋内疾
患を考慮し頭部 CT を撮影するが陳旧性脳梗塞の所見
のみであった。その後撮影した MRI でも新しい所見
はなかった。誤嚥も考慮して胸部 CT を撮影すると食
道・気管支に異物貯留の所見がみられた。CT から帰
室後に全身性強直性痙攣が出現したためジアゼパムを
投与した。鼻啌より吸引するとメンソールの匂いがす
る白い固体成分が引けた。そのため家族に聴取すると
救急隊要請時にメンソレータムが手についており容器
内の量も減っているような気がするということであっ
た。商品名を聞き取るとメンターム EX プラス ®（尿
素、d- カンフル、ジフェンヒドラミン塩酸塩、リド
カイン、トコフェロール酢酸エステル、他）であった。
血液データでは、白血球の経度上昇のみで他の特記す
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べき所見は無かった。誤食からの経過時間は不明であ
ったが胃管を挿入したところ乳白色の液体が回収でき
た。そのため胃洗浄を行い、活性炭、マグコロールを
注入した。以上よりメンターム EX プラス ®を最大
50g（持参した現物より推定）誤食・誤嚥したことに
よる中毒、誤嚥性肺炎と判断して入院加療を開始した。
入院後経過；入院翌日には意識障害は改善し、誤嚥性
肺炎は胸部 X 線と血液データで異常所見がみられた
ものの悪化はみられなかった。痙攣は救急外来で 1 回
起こったのみで経過中の再発はなかった。入院後 8 日
目に家族の強い希望もあり退院となった。【考察】近
年老人の異物誤食や誤飲による救急搬送症例は後を絶
たない。日本中毒センターの年次報告によると 65 歳
以上では誤食、誤飲は 87％を占めている。また、外
皮用薬については 47% と高い比率となっている。現
在では一見すると食べ物と見間違える石けんや入浴剤
等が市販されており老人ではなくても誤食、誤飲の可
能性がある。d- カンフルによる中毒報告は樟脳のみ
でメンターム、メンソレータムの報告はない。また、
認知症の異物誤食は本邦でも症例報告が幾つか散見さ
れるが、目撃者がいなければ異物の特定に苦慮するこ
とが特徴としてあげられる。本症例は息子の話と吸引
物より同定が容易であった。このように認知症のある
老人では誤食、誤飲の可能性が高くなるので小児と同
様に日本中毒センターのホームページにあるように家
族（介護者）の十分な注意が必要である。

〔シンポジウム〕

救急救命士の処置拡大等から考える
今後のメディカルコントロール

救命救急部
山口　均

岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学
小倉真治
第 17 回臨床救急医学会総会・学術総会
　平成 26 年 6 月　栃木

　岐阜県メディカルコントロール（MC）協議会は平
成 24 年度に大きく二つの改正を行った。一つめは救
急救命士の現在と今後の処置拡大を鑑み、救急搬送に
伴う事故や事故に発生する恐れのある事例について
原因究明と再発防止のためにリスク管理要綱を定め、
MC 協議会の下部組織としてリスク管理委員会を設置
した。要綱では事故のみならずヒヤリハット事例につ
いても積極的に報告をするように促した。消防にはヒ

ヤリハット事例の報告は慣れないようであったが幾つ
かの報告があり一定の成果を上げている。二つめは平
成 24 年 12 月の「救急業務に携わる職員の教育に関す
る作業部会報告書」をもとに「指導的立場の救急救命
士（指導者救命士）」養成と、救急隊員の生涯教育に
関するカリキュラムを作成した。そして MC 協議会
の下部組織である救急隊員教育部会の中に指導者救命
士を認定しワーキンググループを設置して、彼らを中
心に救急救命士・救急隊員の教育計画を作成した。こ
のように、今後の MC 協議会は拡大する救急活動に
対応すべく密接に救急隊活動に関わることにより病院
前救護における質保障と向上に努めていく必要があ
る。

〔シンポジウム〕

岐阜県メディカルコントロール協議
会の救急救命士教育への取り組み

救命救急部
山 口 　 均
平成 26 年度全国メディカルコントロール
協議会連絡会（第 2 回）
　平成 27 年 1 月　相模原

〔セミナー〕

救急医療体制の理想と現実
～こんな時には救急車を呼ぼう～

救命救急部
山 口 　 均
岐阜県医師会救急医療フォーラム
　平成 27 年 3 月　大垣
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レゴラフェニブ服用患者に対する
薬剤師・看護師による支援体制の構築

薬 剤 部
郷真貴子、浅野裕紀、岩井美奈
岡田和智、安達志乃、木村美智男
吉村知哲、森　博美

看 護 部
土井幸恵

外　　科
亀井桂太郎
医療薬学フォーラム 2014 
第 22 回クリニカルファーマシーシンポジウム
　平成 26 年 6 月　東京

【目的】経口マルチキナーゼ阻害薬は従来の抗がん薬
には見られなかった副作用を高頻度に認め、そのマネ
ジメントが治療継続のポイントとなる。今回我々は、
レゴラフェニブ服用患者を対象とした「薬剤師・看護
師外来」を立ち上げ、安全性と治療継続性に向けた支
援体制を構築したので報告する。【方法・結果】薬剤師・
看護師外来は、採血後の医師による診察までの待ち時
間を有効利用した患者モニタリングである。外来診療
において多職種スタッフ（医師・薬剤師・看護師）が
円滑に協働できるようマニュアルを作成した。薬剤師
のツールとしては各副作用に対するチェック表と対処
法（フローチャート）を作成した。手足症候群（HFS）
には、初回セット処方（保湿剤・ステロイド外用剤）
を定期処方とし、HFS のリスク評価結果に応じて処
方変更した。副作用モニタリングで得た情報は、抗が
ん薬投与量や支持療法の処方提案、治療継続可否を含
め薬剤管理指導記録を作成し、電子カルテに添付する
ことにより情報の共有化を図った。【考察】マニュア
ルを作成することで各職種の役割分担が明確となり、
効率化が図れた。また、薬剤管理指導記録の形式を統
一することで情報の共有が速やかとなった。一方、短
時間で副作用評価、処方提案を行う必要があり、より
きめ細かいフローチャート作成が必要と思われた。今
後は、体制の強化を図り、他の薬剤も対象にした薬剤
師・看護師外来を行っていきたいと考える。

大腸がん化学療法における
オキサリプラチンの休薬・中止状況

薬 剤 部
浅野裕紀、伊藤大輔、岩井美奈
岡田和智、安達志乃、吉村知哲
森　博美
医療薬学フォーラム 2014
第 22 回クリニカルファーマシーシンポジウム
　平成 26 年 6 月　東京

【目的】オキサリプラチン（以下、L-OHP）は大腸が
ん化学療法における key drug の 1 つであるが、アレ
ルギーや末梢神経障害などの副作用によって継続が困
難になることも少なくない。がん化学療法を有効に、
かつ安全に施行するためには、実臨床における副作用
の情報収集と現状把握が必要である。そこで今回、当
院における L-OHP の休薬・中止状況を調査した。【方
法】2008 年 7 月～ 2013 年 6 月までに当院通院治療セ
ンターにて L-OHP が投与された大腸がん患者 285 例
を対象に、L-OHP 休薬・中止の原因となった副作用、
またその発現状況について、電子カルテより後方視
的に調査した。【結果】79 例（27.7%）が副作用によ
って L-OHP を休薬・中止しており、その内訳はアレ
ルギー症状が 53 例（67.1%）、末梢神経障害が 24 例

（30.4%）、その他 2 例（2.5%）であった。アレルギー
症状発現までの投与時間と L-OHP 累積投与量の中央
値はそれぞれ 37 分と 780mg/m2、また休薬・中止を
要した末梢神経障害発現までの L-OHP 累積投与量の
中央値は 1054mg/m2 であった。末梢神経障害で休薬・
中止した 24 例のうち、投与再開できたのは 2 例（8.3%）
であった。【考察】L-OHP 休薬・中止理由のほとんど
はアレルギー症状と末梢神経障害によるものであり、
患者の主訴が重要な情報源となる場合が多い。副作用
の早期発見・早期対応のためにも、患者への十分な情
報提供と適切な副作用対策が重要であると思われる。
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誤嚥性肺炎患者における喀痰培養
MRSA 菌量とその評価に関する検討

薬 剤 部
篠田康孝、松岡知子、森　卓之
吉田真也、大橋健吾、森　博美
MRSA フォーラム
　平成 26 年 7 月　東京

【目的】誤嚥性肺炎の起因菌は口腔内嫌気性菌を含め、
しばしば複数菌の関与が指摘される。なかでも問題
となるのは MRSA など薬剤耐性菌であり、治療を難
渋させる因子と考えられる。また、「MRSA 感染症の
ガイドライン」の中でも肺炎における喀痰培養の菌
量の評価は BAL などと違い一定の指標がない。そこ
で、喀痰培養の MRSA 菌量と抗菌薬治療期間につい
て比較を行い、定量培養結果をどう評価し、臨床応用
するかについて検討した。【方法】2013 年 1 月 1 日か
ら 2014 年 1 月 31 日までの 13 ヶ月間に救急外来にお
いて喀痰培養から MRSA が検出された症例のうち、
誤嚥性肺炎として入院した患者を対象とした。喀痰の
定量培養結果から 107CFU/m Ｌをカットオフ値とし、
それ以上の菌量のある群を多菌量群、未満の群を少菌
量群として治療期間などの比較を行なった。【結果】
対象となる誤嚥性肺炎患者 27 症例中、多菌量群は 10
例、少菌量群は 17 例であった。抗菌薬治療期間の平
均値は多菌量群 17 日、少菌量群 10 日であり多菌量群
のほうが長い傾向にあった（P=0.08）。入院日数の平
均値は多菌量群 36 日、少菌量群 27 日と多菌量群のほ
うが有意に長かった（P=0.03）。また、多菌量群の入
院中死亡率は有意に高く、50%（5 例）であり、少菌
量群では認めなかった（P<0.01）。両群とも初期治療
に抗 MRSA 薬を用いた例はなかったが、多菌量群で
TEICの使用により改善を認めた1例があった。【結論】
喀痰培養の MRSA 菌量として 107CFU/m Ｌ以上の菌
量を認めた場合、MRSA を起因菌の一つとして考え
る必要性が示唆された。抗 MRSA 薬の適正使用の観
点から、喀痰の定量培養結果を投与基準として用いる
ことができる可能性があり、今後の検討が必要である。

臓器障害のない患者における
徐放性 K 製剤大量服用症例

薬 剤 部
篠田康孝、種田靖久、松村知洋
竹田亜子、森　博美

救命救急部
山口　均
第 36 回日本中毒学会総会・学術集会
　平成 26 年 7 月　東京

【症例】うつ病の既往のある臓器障害のない 40 代女
性。トイレで倒れているところを家族に発見された。
救急隊到着時、pulseless VT であり、DC を 2 回行う
も復帰しなかった。病院到着後、PEA となり、CPR
を行い気管挿管、PCPS 導入となった。来院時血液ガ
ス所見は pH 6.883, pCO2 34.1mmHg, pO2 348mmHg, 
K 10.5mmol/L, Lactate 134mg/dL, HCO3- 6.4mmol/L, 
Anion gap 20.9mmol/L と代謝性アシドーシスの所見
であった。当初、原因不明の高 K 血症として治療を
開始したが、救急隊からの情報では、徐放性 K 製剤
であるスローケー錠 600mg の空ヒートが 10 錠分落ち
ていたとのことであった。後に胸腹部 X 線像が参考
となり 20 錠から 30 錠程度の服用であることが分かっ
た。血液透析などの治療により、発見から 3 時間後に
は K 4.1 mmol/L と正常範囲となり、心電図も sinus
となった。翌日も尿量 300mL/h と流出良好であり、
PCPS、血液透析を離脱したが、K 5.2mmol/L と軽度
再上昇を認めたため、20% ポリスチレンスルホン酸
カルシウム経口液を投与した。その後も尿量は維持さ
れ、K 値は正常範囲を保ったまま推移したが、第 18
病日低酸素脳症により死亡した。【考察】徐放性 K 製
剤の大量服用による中毒例は入手の困難さからも稀
である。本症例では X 線像が服用錠数などの評価に
参考となった。当院救急外来において来院時 K 値が
10mmol/L 以上の症例のほとんどはなんらかの臓器障
害を持っており全例心停止、本症例以外は 48 時間以
内に死亡していた。本症例も心停止を起こしているが、
血液透析を施行し、K 値を急速に下げることにより自
然と sinus に復帰した。臓器障害のない患者における
急性高 K 血症では透析などにより速やかに K 値を下
げることで容易に sinus に復帰させることができる可
能性が考えられた。また、服用 24 時間以降に K 値の
再上昇が見られていることより、徐放性 K 製剤の大
量服用では長時間経過後も K 値の再上昇がみられる
ことが推察される。【結論】徐放性 K 製剤の大量服用
による急性高 K 血症では血液透析などにより早期に
K 値を低下させることが循環動態の安定、臓器保護に
重要であり、たとえ腎機能が正常であってもしばらく
は K 値のモニタが必要である。また、急性中毒症例
において X 線像は服用薬剤、錠数などの参考になり、
吸引などの早期治療も可能なる。当日は K 製剤を含
めた薬剤の X 線透過性の基礎実験データを加え発表
する予定である。



－419－

Ⅳ　学会発表の部

岐阜県内３定点における
スギ花粉飛散動態の解析

薬 剤 部
田中孝治、岡田和智、長屋貴昭
竹中翔也、日野光記枝、吉田真也
伊藤加代、伊藤実沙子、森　博美

中津川市民病院薬剤部
小木曽正輝

大井耳鼻咽喉科医院
大井益一

（一社）岐阜県薬剤師会
山崎　太
日本花粉学会第 55 回大会
　平成 26 年 9 月　札幌

【はじめに】花粉症の治療において、花粉飛散シーズ
ン中の花粉最大飛散日や１日あたりの最大飛散数を予
測することは重要である。当院ではこれらの予測を基
に飛散動態を推測し、日々の飛散量予測に活用してい
る。今回、我々は過去 23 年間の岐阜県内 3 定点にお
けるスギ花粉の飛散動態を年毎に近似式によりモデル
化し、その特徴と精度を検証したので報告する。【方法】
スギ花粉飛散数は岐阜県内 3 定点〔大垣市民病院（以
下、大垣とする）、中津川市民病院（以下、中津川と
する）、大井耳鼻咽喉科医院（以下、海津とする）〕の
Durham 型花粉捕集器による 1992 ～ 2014 年（23 年間）
2 ～ 4 月の観測結果を用いた。年毎の累積飛散数変化
はロジスティック曲線 Ｙ＝Ａ /（１＋Ｂ e －ＣＴ ）

（Ｂ、Ｃ；定数）で近似した（以下、近似曲線とする）。
Ｔは 1 月 1 日からの累積日数、Ａは上限値（＝総飛散
数）である。近似曲線はＴ＝ 1/ Ｃ・loge Ｂの時にＹ
= Ａ /2 で変曲点となり、変化率が最大（＝最大飛散）
になる。この変化率最大日と花粉最大飛散日との比較
やモデル曲線近似の精度を検証した。【結果】スギ花
粉の飛散動態をロジスティック曲線モデルで近似した
場合、相関係数は大垣 0.927 ～ 0.993、中津川 0.925 ～
0.993、海津 0.969 ～ 0.994 と高い適合性があった。大
垣、中津川は日最大飛散数が少ない程、近似曲線の相
関係数が小さかった。近似曲線の変化率最大日と花粉
最大飛散日で差が大きい年は、少量および中等量飛散
年であった。3 定点の近似曲線の変化率最大日と花粉
最大飛散日までの累積飛散数には強い正の相関がみら
れた。【考察】近似曲線は、スギ花粉累積飛散数のモ
デル化に適すると考えられる。日最大飛散数と近似曲
線の相関係数において、海津で相関がなかったのは他
の 2 定点に比べ有意に相関係数が大きかったためと考
えられる。他の 2 定点では、少量飛散の年には飛散動

態のピークが小さく、そのズレが大きく影響するため
日最大飛散数が少なくなると近似曲線の相関係数が小
さくなると考えられる。近似曲線の変化率最大日と花
粉最大飛散日までの累積飛散数に 3 定点ともに強い正
の相関がみられるのは、スギ花粉総飛散数と日最大飛
散数とに強い正の相関があり、日最大飛散数がそのシ
ーズンの総飛散数に占める割合が大きいためと考えら
れる。

糖尿病患者における服薬自己中断の
実態調査

薬 剤 部
中島啓二、宇佐美英績、安部絵里
森　博美

糖尿病・腎臓内科
傍島裕司
第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【目的】当院は地域の基幹病院であり、近医通院中の
患者の病状が改善しない場合に紹介されたり、重篤化
した時に搬送されることがしばしばある。なかでも、
通院・服薬を自己中断したために病状が進行・悪化し
入院する患者がいるため、中断した理由が明確にされ
なければ繰り返す可能性が高い。そこで今回、糖尿病
治療目的で入院した患者の中で糖尿病治療薬を自己中
断したことのある患者から、その理由・特徴を調査し
た。【方法】2012 年 5 月から 2014 年 4 月の間に、糖
尿病治療のために入院した患者を対象とした。服薬中
断歴のある患者の背景、中断理由、服薬に対する抵抗
感の有無を調査した。【結果】服薬中断患者は 26 例で
あった。患者背景は、平均年齢52.7±13.6歳、男性17名、
女性 9 名、糖尿病歴 9.5 ± 5.7 年、BMI 25.4±5.4kg/
m2、HbA1c 12.2 ± 3.1% であった。中断期間は、最小
3 日間、最大約 15 年間。9 例で 2 回以上の中断歴があ
った。中断理由は、1．自己判断（自覚症状がなかった、
治ったと思ったなど）16 例、2．通院困難（多忙、転居、
遠いなど）11 例、3．経済的理由 5 例、4．その他に
も、診察の待ち時間が長い、認知機能の低下、副作用
が心配だったなど様々な理由が挙げられた（複数回答
有り）。また、服薬に抵抗を感じていたのは 1 例だけ
であったが、服薬自己中断をしていた患者のほとんど
が通院自体を中断していた。【考察】自己判断により
通院・服薬中断した患者は、発症早期に糖尿病教育を
行い、その後も教育を繰り返すことで中断を防ぐこと
ができる可能性がある。また、服薬に抵抗のない患者
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がほとんどであったことから、通院困難により中断し
た患者は、通院しやすい環境を作ることがポイントで
あると考えられる。服薬に抵抗がなくても、経済的理
由で中断した患者には、可能な限り医療費の患者負担
を減らす薬物療法を組み立てる必要がある。

感染管理支援システム（BACT Web）
を利用した抗菌薬適正使用に向けた
取り組み

薬 剤 部
大橋健吾、松岡知子、森　卓之
吉田真也、大塚崇史、篠田康孝
高田裕子、森　博美

第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【目的】当院薬剤部では抗菌薬適正使用に向けた取り
組みとして、届出抗菌薬使用症例（抗 MRSA 薬、カ
ルバペネム系薬）への介入とフィードバック、感染症
治療ラウンド対象患者のリストアップを File Maker 
Pro を活用して行ってきた。しかし、介入患者の熱型
や検査結果、抗菌薬使用歴、デバイス使用状況などを
電子カルテから抽出し、管理する作業は煩雑であった。
そこで、平成 25 年 11 月、電子カルテと連携した感染
管理支援システム（BACT Web）を導入した。今回、
当院独自にカスタマイズした BACT Web を用いた業
務について報告する。【方法】BACT Web は指定期
間における抗菌薬投与患者や介入中の患者の抽出、介
入患者のデータ抽出や経時的なデータ管理を行える
ようにカスタマイズした。File Maker Pro もしくは
BACT Web を利用して介入業務を行い、1 症例当た
りに要する業務時間を比較した。また、移行期間を除
く BACT Web 導入前（平成 25 年 8 月から 10 月）と
導入後（平成 26 年 2 月から 4 月）の介入人数を調査
した。【結果】1 症例当たりに要する業務時間は File 
Maker Pro に比べ、BACT Web を利用した場合は約
半分に減少した。同じ業務時間で介入人数は導入前
157 人、導入後 285 人であり、約 1.8 倍に増加した。【考
察】BACT Web 導入は介入患者のデータ抽出作業の
簡略化を可能とし、データファイル作成時間を短縮さ
せたと考えられる。業務が効率化されたことで、導入
後は抗 MRSA 薬、カルバペネム系薬に加え広域ペニ
シリン系薬まで介入を拡大することが可能となり、介
入人数が増加したと考えられる。薬剤師による介入の
拡大は抗菌薬適正使用推進の向上につながると考えら
れるため、今後はさらに介入対象薬剤を増やし、抗菌

薬適正使用に寄与していきたいと考える。【結論】抗
菌薬適正使用への介入業務に BACT Web は有用であ
る。

溶解後不安定な抗がん薬調製後の
投与時間に関する実態調査

薬 剤 部
宇佐美英績、木村美智男、守屋昭宏
竹中翔也、岡田和智、吉村知哲
森　博美

岐阜薬科大学　実践薬学大講座
寺町ひとみ
第 23 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【目的】抗がん薬調製は、医療従事者への被曝問題や
環境汚染防止のため、休日を含め薬剤部において調製
管理を行っている。投与される病棟とは場所が異なる
ため、調製後の安定性が低く投与時間が定められて
いる薬剤は、看護師スタッフとの連携も必要となる。
2011 年に登場した Azacitidine は溶解後の安定性も低
く、｢ 調製から 1 時間以内に投与を終了すること ｣ と
定められている。そこで今回、調製時間に注意が必要
となる新規薬剤の Azacitidine および Bendamustine
について、調製後の投与時間に関して実態調査を行っ
た。【方法】2011 年 4 月～ 2014 年 3 月までに大垣市
民病院薬剤部において調製を行った Azacitidine 294
件および Bendamustine 209 件を対象とした。調査項
目は、各薬剤の調製終了後から患者への投与終了後ま
での時間とし、電子カルテより規定時刻までに投与が
完了され、適正投与されているか調査を行った。【結
果】Azacitidine が調製から 1 時間以内に終了し適正
投与されていたのは全体で、17.0%（50/294 件）で、
平日と休日別では 15.6% と 20.2% であった。1 時間 10
分以内としても全体で 58.8%（173/294 件）であった。
Bendamustine が調製から 3 時間以内に終了し適正投
与されていたのは全体で 88.0%（184/209 件）で、平
日と休日別では 87.6% と 100% であった。3 時間 30
分以内では、全体で 98.1%（205/209 件）であった。【考
察】抗がん薬調製において被曝や環境汚染などの安全
面も重要であるが、適正な投与方法に関与することも
忘れてはいけない。調製後から投与終了時間が短い薬
剤に関しては、適正な投了を遵守出来るよう、病棟ス
タッフに対して薬剤の特性も含めた周知徹底が必要で
ある。
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血糖値日内変動に及ぼす
リキシセナチドの影響

薬 剤 部
蜜田哲也、中島啓二、宇佐美英績
森　博美
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】GLP-1 受容体作動薬は、グルカゴン抑制作用、
胃内容排出遅延作用、食欲抑制作用を有し、血糖依
存的にインスリン分泌を促進させる 2 型糖尿病治療
薬である。リキシセナチドは、半減期が約 2 時間で
あり短時間作用型 GLP-1 受容体作動薬に分類される
が、1 日 1 回朝食前に皮下注射する製剤である。その
ため、朝・昼より夕の血糖値の上昇を十分に抑制でき
ない可能性がある。そこで今回、血糖値の日内変動か
らリキシセナチドの血糖抑制効果を調査することにし
た。【方法】2013 年 6 月から 2014 年 4 月までの間に
糖尿病治療目的で入院し、リキシセナチドが投与さ
れた 2 型糖尿病患者 12 例を対象とした。入院期間中
の血糖値と体重変化、併用された糖尿病治療薬、な
らびに有害事象について電子カルテを用いて後方視
的に調査した。【結果】患者背景は、男性：5 例、女
性：7 例、年齢：56.8 ± 13.5 歳、入院時の体重：81.0
± 34.2kg、HbA1c：10.5 ± 1.4% であった。毎食前後の
血糖値は、169.5/165.7‐167.9/201.8‐187.7/247.3 であ
った。夕食後血糖値は、朝・昼食後に比し有意に高か
った（p<0.01）。体重は入院期間中に 5.0kg 減少した。
7 例で新たに持効型インスリン製剤の追加または増量
がみられた。また、消化器症状等の有害事象が 3 例で
認められた。【結論】リキシセナチドの朝食前 1 回投
与では、夕食後の血糖値上昇を十分に抑制できないこ
とが確認された。リキシセナチド朝食前 1 回の投与で
1 日の血糖コントロールを良好に保つためには、併用
する薬剤の種類や用法を工夫する必要があると考えら
れる。特に夕食後の血糖が上昇傾向にある患者に使用
するにあたっては、併用の認められているインスリン
製剤を上手く組み合わせることが重要と考える。

PEACE に基づいた薬学実務実習生
に対する緩和ケア教育の実施効果

薬 剤 部
鈴木宣雄、木村美智男、西川智子
吉村知哲、森　博美
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】薬学 6 年制となり、多くの自治体病院が地域
医療の充実のため、薬学実務実習生に対して知識およ
び態度に対する実践的な教育を行っている。大垣市民
病院においても、病棟の薬剤管理指導業務以外に緩和
ケア、がん化学療法、感染症および栄養管理などの
様々な勉強会を実施している。今回我々は、日本緩和
医療学会による症状の評価とマネジメントを中心とし
た緩和ケアのための医師の継続教育プログラム（以下、
PEACE）に基づいた緩和ケア勉強会の薬学生に対す
る実施効果を検討したので報告する。【方法】2013 年
1 月から 2014 年 6 月の間に実務実習を実施した薬学
生 24 名を対象とした。緩和ケア勉強会は、PEACE
の中から、「がん性疼痛の評価と治療」についての講
義と、「オピオイドを開始するとき（ロールプレイ）」
のグループワークを行った。実施効果は、緩和ケア勉
強会の前後にがん性疼痛に関する知識量の調査を行う
ことにより評価した。知識量の調査には、設問として
40 問（5 項目 : 理念 3 問、がん性疼痛の評価 6 問、が
ん性疼痛の治療 13 問、患者教育 8 問、コミュニケー
ションスキル 10 問）にて行った。知識量の調査の回
答は " 正・誤・不明 " の 3 択式とし、正回答 1 点、そ
れ以外を誤回答 0 点に点数化し、勉強会前後における
全薬学生の平均点数を比較した。さらに、全薬学生の
勉強会前後における 5 項目ごとの正回答選択率を比較
した。【結果】全薬学生における知識量の調査の平均
値（mean ± SD）は、勉強会前後において 23±4.3 点
と 31 ± 2.8 点であった（p ＜ 0.005）。また勉強会前後
における 5 項目の正回答選択率の内訳は、理念（45.8
％と 79.2％）、がん性疼痛の評価（46.5％と 68.8％）、
がん性疼痛の治療（47.8％と 67.3％）、患者教育（63.5
％と 89.1％）、コミュニケーションスキル（70.0％と
73.8％）であった。【総括】知識やコミュニケーショ
ンスキルを網羅した PEACE に基づいた緩和ケア勉強
会は、薬学生の教育を行ううえで有用な方法の 1 つで
あると考えられた。勉強会後に緩和ケアチームのラウ
ンドに参加する薬学生にとっては、緩和ケアに関する
知識が向上することで、患者の症状や薬物療法に関す
る理解を深めるものと考えられた。
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進行・再発大腸がんのセツキシマブ
療法に対する薬剤師による副作用マ
ネジメントとその評価

薬 剤 部
伊藤大輔、浅野裕紀、岩井美奈
安達志乃、岡田和智、木村美智男
吉村知哲、森　博美
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】セツキシマブ（Cmab）は、EGFR 陽性の治
癒切除不能な進行・再発結腸・直腸がんに対して使用
されている。当院の通院治療センターでは薬剤師が支
持療法薬の処方提案をして副作用マネジメントを行っ
ている。そこで、より適正な副作用マネジメントをす
るために Cmab 治療における副作用発現状況を調査
した。【方法】当院で、Cmab の投与を行った結腸・
直腸がん患者 46 例を対象とし、皮膚障害、爪囲炎、
低 Mg 血症の発現頻度、Cmab の減量・休薬および中
止理由について後ろ向きに調査した。【結果】副作用
の発現率は皮膚障害 97.8％、爪囲炎 45.6%、低 Mg 血
症 54.3% であった。各副作用の発現時期は皮膚障害が
1 ～ 2 コース目に 91.1％、低 Mg 血症が 5 コース目以
内に 60％、爪囲炎が 4 ～ 6 コース目に 61.9％であった。
投与中止の理由は PD 82.6％、副作用 15.2%（皮膚障
害 8.7％、低 Mg 血症 6.5％）、その他 2.2％であった。
治療において減量・休薬を要したのは 19.8％であった。
Mg の補充は、grade2 以上に行われ（8 例）、そのう
ち 3 例は低 Mg 血症により中止となった。【考察】通
院治療センターでは副作用ごとに支持療法マニュアル
を作成し、それに基づいて薬剤師が処方提案を行って
いる。Cmab による皮膚障害は投与初期にほぼ全例で
認められるが、適切な支持療法や患者指導を行うこと
により、皮膚障害で中止となることは少なく、治療を
継続することが可能であった。一方、低 Mg 血症発現
の 60% は 5 コース目以内に認められるが、Mg の補
充にも関わらず低 Mg 血症の進行により、治療継続に
影響を及ぼす症例がある。そのため、今後は薬剤師の
介入として Mg の補充時期・量について検討が必要で
あると考える。

大垣市民病院における病棟薬剤師に
よるプレアボイド報告の調査

薬 剤 部
橋本茉緒、高田裕子、中島啓二
森　卓之、鈴木宣雄、大橋健吾
西川智子、栗林未帆、森　光輝
篠田康孝、廣瀬達也、大月千祐
森　博美
第 24 回日本病院薬剤師会東海ブロック
日本薬学会東海支部合同学術大会 2014
　平成 26 年 11 月　静岡

【目的】大垣市民病院薬剤部では、2013 年 4 月から病
棟薬剤師のプレアボイド報告を積極的に収集し集計す
る体制を構築した。今回我々は、2013 年度における
病棟薬剤師によるプレアボイド報告から、病棟業務の
環境がプレアボイド件数とその内容にどのような影響
を与えるかについて解析を行った。【方法】当院にお
ける 2013 年 4 月から 2014 年 3 月までの病棟薬剤師
によるプレアボイド報告を解析した。病棟業務時間
が 6 時間の薬剤師を A グループ、4 時間の薬剤師を B
グループ、3 時間の薬剤師を C グループ、2 時間の薬
剤師を D グループとし、各病棟薬剤師の病棟業務時
間数ごとのプレアボイド件数やその内容を検討した。

【結果】10 時間当たりの平均プレアボイド報告数は
A グループで 0.42、B グループで 0.19、C グループで
0.14、D グループで 0.12 となり、病棟業務時間数が多
いほど増加した。また、薬剤管理指導件数 100 件あた
りの平均プレアボイド報告数は A グループで 4.2、 B
グループで 3.3、C グループで 1.4、D グループで 1.0
となり、病棟業務時間数が多いほど増加した。内容と
しては、病棟業務時間数が多いほど、重複投与の回避
や疾患に対する投与禁忌薬の使用回避などの重大なミ
スに対するプレアボイドが多かった。【考察】薬剤師
によるプレアボイドの中には重大な副作用の回避につ
ながると考えられるものも多く存在し、薬剤師が病棟
業務に多くの時間を割くことで、より多くの患者を医
薬品の不適切な使用から守ることが出来ると考えられ
る。今後はプレアボイド報告をさらに収集し、広く周
知することで質と量の向上に努めたい。
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抗結核薬による高尿酸血症出現患者
へのベンズブロマロンの使用状況

薬 剤 部
田中孝治、元山　茂、森　博美

呼吸器内科
安部　崇
第 24 回日本病院薬剤師会東海ブロック
日本薬学会東海支部合同学術大会 2014
　平成 26 年 11 月　静岡

【目的】抗結核薬のなかで、高尿酸血症の原因薬剤と
してピラジナミド（以下、ＰＺＡとする）がある。そ
の発現率は特に高く、50 ～ 90％だと言われている。
ＰＺＡ投与により、尿酸値が上昇し関節痛が発現する
かどうか、ベンズブロマロン（以下、ＢＢＭとする）
の投与有無により副作用予防ができたかどうかを明ら
かにするため、ＰＺＡが投与された患者で観察研究を
行ったので報告する。【方法】2008 年 8 月～ 2014 年
6 月において当院で入院していたＰＺＡ服用結核患者

（102 名）を対象とし、retrospective に検討した。当
院では尿酸値が 12mg/dL を超えた症例でＢＢＭを投
与するかどうかを主治医判断で決めている。102 例を
ＢＢＭ投与群（27 名）とＢＢＭ非投与群（75 名）の
2群に分けて検討した。【結果】ＢＢＭ投与群27例では、
いずれも最高尿酸値が 12mg/dL を超えており、ＢＢ
Ｍ投与により尿酸値が低下し、正常値になった。27
例いずれもＰＺＡ投与中に関節痛はみられなかった。
また、ＢＢＭ非投与群では 44 例で尿酸値異常がみら
れたが、関節痛はみられなかった。その内、7 例で最
高尿酸値 12mg/dL を超え、最高尿酸値 10 ～ 12mg/
dL が 19 例、8 ～ 10mg/dL 未 満 が 11 例、7 ～ 8mg/
dL 未満が 7 例であった。残るＢＢＭ非投与群 31 例で
最高尿酸値の標準値を超えての上昇、関節痛はいずれ
もみられなかった。【考察】ＢＢＭ非投与群で尿酸値
の異常症例ではＰＺＡ投与終了に伴い、尿酸値は低下
する。ＢＢＭ投与群では尿酸値が下がるため、尿酸値
を下げる目的ではＢＢＭ投与は有用であると考える。
ただ、今回の調査では痛風による関節痛は１例も起こ
っておらず、初期強化短期化学療法などにおけるＰＺ
Ａによる関節痛防止目的でのＢＢＭ投与については医
療経済の面で不要であると思われる。また、ＰＺＡに
よる高尿酸血症の副作用出現率については、7mg/dL
以上が 69.6％、8mg/dL 以上が 62.7%、10mg/dL 以上
が 52.0％であり、カットオフ値にもよるが、一般的な
出現頻度と同程度であると思われる。

大垣市民病院周辺における 2015 年
のスギ・ヒノキ科花粉飛散予測

薬 剤 部
岡田和智、田中孝治、長屋貴昭
竹中翔也、伊藤実沙子、伊藤加代
吉田真也、日野光記枝、森　博美
第 47 回東海薬剤師学術大会
　平成 26 年 11 月　静岡

【目的】スギ・ヒノキ科花粉症軽減のためには花粉の
回避は重要であり、飛散状況の分析と検討が必要と
なる。スギやヒノキ科植物の花芽分化は、夏の気象
に強く影響されるため、我々は過去 23 年間（1992 ～
2014 年）の大垣市民病院周辺における花粉飛散デー
タと夏季気象のデータから、スギおよびヒノキ科花
粉総飛散数の予測を試みたので報告する。【方法】ス
ギ・ヒノキ科花粉が多く飛散する 2 月から 4 月にかけ
て、Durham 型花粉捕集器を大垣市民病院（地上 12.6
ｍ）に設置し、捕集された花粉数を計測した。スギ花
粉飛散数の予測には、1991 ～ 2012 年の夏季気象デー
タと 1992 ～ 2013 年のスギ花粉飛散数のデータから導
き出した重回帰予測式Ｙ＝ 0.3802 Ｘ 10 － 0.1617 Ｚ＋
9.864 Ｎ＋ 44.843（Ｙ；翌年春のスギ花粉総飛散予測
数、Ｘ 10；9 年前のスギ花粉総飛散数、Ｚ；今春のス
ギ花粉総飛散数、Ｎ；7 月 1 日～ 8 月 10 日の総日照
時間）を用いた。また、ヒノキ科花粉飛散数の予測に
は、2003 年～ 2014 年のデータから得られた近似式Ｙ
1 ＝ 1.023 Ｘ 1 ＋ 261.3（Ｙ 1；ヒノキ科花粉総飛散予
測数、Ｘ 1；スギ花粉総飛散予測数）を用いた。【結果】
2014 年 7 月 1 日～ 8 月 10 日の総日照時間は 205.9 時
間（Ｎ）、2005 年と 2014 年のスギ花粉総飛散数はそ
れぞれ 4,784 個（Ｘ 10）、2,153 個（Ｚ）であったため、
2015 年のスギ花粉総飛散数は 3,547 個と予測された。
さらに、この予測結果から、2015 年のヒノキ科花粉
総飛散数は 3,890 個と予測された。【考察】スギ花粉
総飛散数は 2014 年が 2,153 個、23 年間（1992 ～ 2014
年）の平均総飛散数は 2,278 個であるから、2015 年の
予測数 3,547 個は、昨年より多く、平均総飛散数の約
1.56 倍となる。また、ヒノキ科花粉総飛散数は 2014
年が 2,987 個、23 年間（1992 ～ 2014 年）の平均総飛
散数は 1,720 個であるから、2015 年の予測数 3,890 個
は、昨年より多く、平均総飛散数の約 2.26 倍となる。
以上の予測結果より、2015 年はスギ・ヒノキ科花粉
共に飛散の多い年となり、花粉症患者の増加が予想さ
れ、花粉の回避の重要性も増すことから、これらの情
報を患者や医療従事者に提供できるようにしたい。
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十全大補湯の飲みやすさと
証に関する検討

薬 剤 部
廣瀬達也、栗本麻千子、森　光輝
川地雄基、田中孝治、竹田亜子
吉村知哲、森　博美
第 22 回日本東洋医学会東海支部岐阜県部会
　平成 26 年 12 月　岐阜

大垣市民病院における 2014 年スギ
花粉飛散結果と 2015 年のスギ・ヒ
ノキ科花粉飛散予測

薬 剤 部
田中孝治、岡田和智、長屋貴昭
竹中翔也、伊藤実沙子、伊藤加代
吉田真也、日野光記枝、森　博美
第 41 回東海花粉症研究会
　平成 26 年 12 月　名古屋

【はじめに】過去 23 年間の大垣市での夏季気象データ
から、2015 年春のスギ花粉総飛散数、スギ花粉飛散
注意日および警戒日数、スギ花粉日最大飛散数の予
測を行った。ヒノキ科花粉についても同様に検討し
たので報告する。【方法】測定方法は Durham 型花粉
捕集器の標準法で行った。スギ花粉総飛散数の解析
は、第 43 回東海薬剤師学術大会発表と同様の方法に
加え、自己相関係数における 10 年周期を適用して行
った。ヒノキ科花粉総飛散数は、スギ花粉総飛散数と
ヒノキ科総飛散数との関係から解析した。【結果】予
測式；Ｙ＝ 0.3802 Ｘ 10 － 0.1617Z ＋ 9.864N ＋ 44.843 

（Ｙ；翌年春のスギ花粉総飛散数）（Ｘ 10；9 年前の
スギ花粉総飛散数）（Ｚ；今春のスギ花粉総飛散数）

（Ｎ；7/1 ～ 8/10 の総日照時間）を導き出した。スギ
花粉総飛散数（Xn）とスギ花粉飛散注意・警戒日数

（Yn） は Ｙ s= 9.112ln（ Ｘ s） － 41.64（ ｒ ＝ 0.903，
ｐ＜ 0.01）の関係にあった。Ｙ 1= 1.0231 ＋ 261.3（r 
=0.784）（Ｙ 1；ヒノキ科花粉総飛散数、Ｘ 1; スギ
花粉総飛散数）で近似された。ヒノキ科花粉総飛散
数（Xh）とヒノキ科花粉飛散の注意日数および警戒
日数（Yh）とは、Ｙ h = 5.94ln（Ｘ h）－ 23.22（ｒ
=0.944、ｐ＜ 0.01））で近似された。【考察】重回帰
予測式と 2014 年 7/1 ～ 8/10 の総日照時間は 205.9 時
間、2005 年と 2014 年のスギ花粉総飛散数とがそれぞ
れ 4,784 個、2,153 個であるため、2015 年のスギ花粉

総飛散数は 3,547 個、ヒノキ科花粉総飛散数は 3,890
個と予測される。飛散期の降水日数が平年並みならば
スギ花粉飛散注意・警戒日数は約 33 日、ヒノキ科花
粉飛散注意・警戒日数は約 26 日と予測される。

認知症合併 2 型糖尿病患者における
インスリンデグルデク週 3 回投与の
有用性

薬 剤 部
安部絵里、中島啓二、宇佐美英績
森　博美

糖尿病・腎臓内科
柴田大河、傍島裕司
日本薬学会第 135 年会
　平成 27 年 3 月　神戸

【はじめに】インスリン注射を必要とする認知症を合
併した糖尿病患者に対し、連日継続的に注射可能な
施行者の確保に難渋することがある。2013 年 3 月に
42 時間を超える作用持続時間を有した持効型インス
リン製剤であるインスリンデグルデク（Deg）が登場
した。今回、血糖コントロール不良の認知症合併 2 型
糖尿病患者に対し Deg 週 3 回投与（3TW）を施行し
た症例を経験したので報告する。【症例 1】79 歳男性、
HbA1c12.5％、長谷川式簡易知能評価スケール（HDR
－ S）14 点。経口血糖降下薬を一部変更し Deg3TW
導入。Deg3TW 朝食後 14 単位で注射翌朝空腹時血糖
値（FBG）が 86 ± 8mg/dL、注射日 FBG190±26mg/
dL。退院前に拡大カンファレンスを施行。退院後は、
週 3 回の訪問看護で注射、内服薬は介護士が毎朝管理
することで、半年後も HbA1c7％台でコントロールさ
れている。【症例 2】83 歳男性、HbA1c12.5％、HDR
－ S9 点。イノレット 30R2 回（18 単位 / 日）打ち、
メトホルミン 500mg/ 日から Deg3TW、シタグリプ
チ ン 50mg/ 日 に 変 更。Deg3TW 朝 食 後 12 単 位 で
注射翌朝 FBG が 139 ± 28mg/dL、注射日 FBG159±
19mg/dL。退院前に拡大カンファレンスを施行。退
院後は、週 3 回の訪問看護で注射、内服薬は家族が管
理することで、半年経過後も HbA1c7％台でコントロ
ールされている。【考察】Deg 投与量は、投与翌日の
FBG が低値となるよう調節すれば効果を最大限に発
揮できると考えられた。認知症合併 2 型糖尿病患者に
対する Deg3TW は、急性合併症予防に十分な血糖コ
ントロールができ、また、社会的資源を活用すること
で退院後も継続可能であり、新たな治療選択として有
用性が確認できた。
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ベンダムスチンの単独療法と
リツキシマブ併用療法との比較検討

薬 剤 部
守屋昭宏、宇佐美英績、竹中翔也
吉村知哲、森　博美
日本薬学会第 135 年会
　平成 27 年 3 月　神戸

【目的】再発・難治性の悪性リンパ腫治療薬にベンダ
ムスチン（以下、Bend）が使用されている。Bend の
用法・用量は、120mg/m2 を 2 日間 21 日ごとで行う
ことと添付文書で定められている。しかし、リツキ
シマブ（RIT）との併用療法においては 90mg/m2 を
2 日間 28 日ごとで行われ、単独療法時とは大きく異
なる。そこで、Bend 単独療法（B 群）と RIT 併用
Bend 療法（R-B 群）の比較検討を行った。【方法】大
垣市民病院にて 2011 年 1 月から 2014 年 10 月までに
Bend を投与し、治療を終了した 26 人（B 群：16 人、
R-B 群：10 人）を対象に検討を行った。調査項目は、
各治療群における副作用の発現および治療継続率とし
た。また、4 コース以上を行った症例において、投与
量減量の推移、1 週間あたりの投与量、治療延期総日
数、1 コースあたりの治療日数の比較検討を行った。

【結果】副作用は B 群において有意に血色素量の減少
がみられた（P=0.002）。また、4 コース以上治療が継
続できた割合は、B 群 62.5％（10/16）：R-B 群 70％

（7/10） であった（P=0.696）。投与量の減量が必要と
なった割合は、B 群 60％（6/10）：R-B 群 14.2％（1/7）

（P=0.039）、1 週間あたりの投与量（mg/week）は、
B 群 65（14-77）：R-B 群 42（34-43）（P=0.040）、治療
延期総日数（日）は、16（4-335）：14（5-49）（P=0.294）、
1 コースあたりの治療日数（総治療日数 / 総治療回数）
は、24（22-77）：30（29-38）であった（P=0.044）。【考
察】Bend は RIT 併用により 1 回の投与量やインター
バルが大きく異なる。Bend 単独療法は、治療強度を
高めた治療であるため、治療継続にあたり投与量の減
量が必要となる割合が高いが、1 週間あたりの投与量
は多く、治療日数の短縮が可能である。また、前治療
歴などによる骨髄抑制の可能性を考慮に入れ RIT 併
用療法との治療選択が必要性であると考える。

〔シンポジウム〕

大垣市民病院における中催吐性リス
ク抗がん薬に対する制吐療法の現状
報告と課題

薬 剤 部
岡 田 和 智
第 6 回日本がん薬剤学会学術大会
　平成 26 年 5 月　東京

〔シンポジウム〕

外来化学療法における薬剤師の役割
～一歩進んだ業務～

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

〔シンポジウム〕

領域・疾患別専門薬剤師の立場から
見た薬剤師の専門性

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋
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〔シンポジウム〕

がん薬物療法におけるがん専門薬剤
師による多角的な取り組み
～公立総合病院における事例～

薬 剤 部
木 村 美 智 男
第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

　岐阜県の西濃医療圏における地域がん診療連携拠点
病院としての役割を担う大垣市民病院は、公立の総合
病院として地域の医療に広く貢献している。病床数
903 床、1 日平均外来患者数 2,350 名、院外処方せん
発行率 3.6%、外来処方せん枚数 1,191 枚 / 日、薬剤管
理指導件数 1,377 件 / 月、抗がん薬無菌調製件数 799
件 / 月である。薬剤師は 51 名（パート 2 名を含む）で、
そのうち日本医療薬学会認定がん専門薬剤師 11 名が
在籍する。がん専門薬剤師は、通院治療センターをは
じめ各病棟に配属され、レジメン審査・登録や抗がん
薬調製などにも関わりながら、がん医療に広範にかつ
積極的に取り組んでいる。さらに、研究にも意欲的に
取り組み、得られた結果を臨床・患者に還元すべく活
動している。近年、がん薬物療法において分子標的薬
などの経口薬が選択される機会が増えつつある。その
中でもマルチキナーゼ阻害薬は、従来の抗がん薬には
見られなかった副作用（皮膚障害など）を高頻度に認
め、そのマネジメントが治療継続のポイントとなる。
当院では、レゴラフェニブ服用患者を対象とした「薬
剤師・看護師外来」を立ち上げ、安全性と治療継続性
に向けた支援体制を構築し、実施している。採血後の
医師による診察までの待ち時間を有効利用した患者モ
ニタリングである。薬剤師外来で得られた情報は、抗
がん薬投与量や支持療法の処方提案、治療継続可否を
含め薬剤管理指導記録を作成し、電子カルテを通じて
医師等と情報の共有化を図っている。経口薬によるが
ん薬物療法では服薬アドヒアランスが問題となる。服
薬アドヒアランスには、患者にとってセルフケアのス
キルを学ぶことも含む。当院で、経口抗がん薬の服薬
アドヒアランスについて調査した結果、多くの患者は
薬を指示通り服用し服薬コンプライアンスは良好であ
るが、服薬アドヒアランスは不十分であった。シンポ
ジウムでは、当院でのがん専門薬剤師による経口抗が
ん薬服用患者に対する介入事例を紹介し、服薬アドヒ
アランスを向上させるにはどうすべきかを考察させて
いただく予定である。

〔セミナー〕

薬剤師主導で行う
副作用マネージメント

薬 剤 部
安 達 志 乃
第 11 回日本乳癌学会中部地方会
　平成 26 年 9 月　岐阜

　大垣市民病院薬剤部は、薬剤師 51 名、医療補助員
7 名が在籍し、多くの薬剤師が各分野の専門・認定薬
剤師の資格を取得し、感染制御チーム、栄養サポート
チーム、緩和ケアチーム等に入り、他の医療スタッフ
とともにチーム医療の一員として活動している。がん
領域においては、外来化学療法を行う通院治療センタ
ー、病棟での薬剤管理指導、経口抗がん剤服用患者に
対する薬剤師外来、臨床試験等でチーム医療に関わっ
ている。通院治療センターでは、抗がん剤により発現
する副作用に対し、医師・看護師と連携しながら支持
療法を中心として薬剤師が主導的にマネージメントを
行っており、今年 5 月からは「がん患者指導管理料 3」
を算定している。また、一部の経口抗がん剤服用患者
に対しては薬剤師外来を開設し、副作用マネージメン
ト、減量などの投与量、支持療法薬の提案等を行って
いる。CRC として臨床試験に関わる機会もあり、臨
床試験を通じても患者から多くの情報を得ている。各
分野のチームの中で薬剤師の専門性を活かし、より質
の高い医療を提供することが求められ、薬学的な立場
からの情報提供や処方提案についてはエビデンスに基
づいて行う必要がある。このエビデンスの基となるの
が臨床試験等で得られた結果であり、臨床現場で患者
と関わることで経験する様々な事象の積み重ねであ
る。患者から得られる情報を大切にして、その成果を
患者に還元していくことが、臨床現場で働く私たちの
役割であると考える。
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〔セミナー〕

薬学的介入の実際と症例サマリ
（非小細胞肺がん）

薬 剤 部
浅 野 裕 紀
第 24 回日本医療薬学会年会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【患者背景】非小細胞肺がん（腺癌）の 77 歳女性。
PS=1。EGFR 遺伝子変異陽性。1 次治療にゲフィチ
ニブ療法。2 次治療に CBDCA+PEM+Bmab 療法を
導入し、続いて PEM+Bmab 維持療法に移行。その後、
多発脳転移が発覚したため全脳照射目的で入院。その
まま 3 次治療として DTX 療法を導入。癌性疼痛に対
してオキシコドン内服、多発骨転移に対してゾレドロ
ン酸注を投与中。これまでの化学療法中の倦怠感に対
しデキサメタゾンの内服もあり。【介入 1】Ccr=30.4
と腎機能低下あり。ゾレドロン酸注は腎排泄型薬剤
であり、投与時 3mg に減量されていることを確認。
NSAIDs の定期内服があり、更なる腎機能低下を招く
可能性を医師に助言。疼痛状態が安定していることを
確認し、頓用として処方されていたアセトアミノフェ
ンを定期内服とし、NSAIDs は中止することを医師に
提案した。患者からも了解が得られたため変更。疼
痛状態、腎機能ともに悪化なく経過できた。【介入 2】
腎機能低下に対し、医師は DTX の減量を考えていた
が、DTX の添付文書やインタビューフォーム（IF）
より、DTX は CYP3A4 が関与する肝代謝型薬剤であ
り、尿中排泄率も低いことを情報提供。腎機能による
用量調節は不要と考えられることを医師に提言した。
協議の結果、減量せず DTX 療法を導入。その後の
Grade3 の好中球減少は認めたが重篤な血液毒性には
至らず経過できた。【介入 3】2 コース day2 の訪問時に、
最近右下肢の浮腫がひどくなったと患者から訴えあ
り。DTX の添付文書や IF には、浮腫は累積投与量
増加に伴い発現率が高まる傾向があると記載あるが、
まだ 2 コースが終了したばかりであり、デキサメタゾ
ンも内服している状態。加えて前治療で Bmab が使
用されていたことを考慮すると、浮腫増悪は DTX に
よるものではなく、Bmab による血栓塞栓症が疑わし
いと判断。主治医に連絡し凝固系検査を依頼した。採
血の結果 D-Dimer 28.5 と高値であり、エコーで右下
肢深部静脈血栓症が判明。循環器科紹介となり下大静
脈フィルター留置となった。その後、全身状態は安定
し、退院。

人工呼吸器の抜管前評価の有効性の
検討

リハビリテーションセンター
平 山 晃 介
第 49 回日本理学療法学術大会　
　平成 26 年 5 月　横浜

【はじめに】ICU における挿管人工呼吸器管理患者に
おける抜管の失敗は、 ICU 滞在日数の延長や、高い
死亡率につながることが報告されている。今回、抜
管前の系統的評価のために新たに抜管評価表を作成
し、それが抜管失敗防止に寄与するのかを前向きに検
証する。【方法】平成 24 年 1 月より平成 25 年 6 月に
当院 ICU にて挿管人工呼吸器管理を実施し、計画抜
管に至った症例 41 例と対象とした。平成 24 年 1 月か
ら 12 月に入室した 23 例（T1 群：年齢 67.8±15.8 歳、
男性 12/ 女性 11 例）は RASS で評価した覚醒度とカ
フリークテストによる上気道評価によって抜管の可否
を判断し、平成 25 年 1 月から 6 月までの 18 例（T2 群：
年齢 65.3 ± 11.7 歳、男性 13 例、女性 5 例）について
は覚醒度とカフリークテストの基準を厳格化するとと
もに自発呼吸テストによる呼吸状態、循環動態の評価、
咳嗽能力評価を加えた新たな系統的評価表を用いて抜
管前評価を実施した。T1 群、T2 群間で再挿管率、再
挿管に至った理由について比較検討を行った。また抜
管成功例、失敗例の間で評価指標にどのような差があ
ったかについても合わせ検討を行った。統計学的解析
には Fisher 検定および t 検定を用い、有意水準は 5%
未満とした。【結果】再挿管率は、T1 群で 26.1%、T2
群で 11.1% と低下の傾向はみられたが、有意な差でな
かった。再挿管の理由は、T1 群では、去痰不全 4 例、
胸部の創部離解 1 例、循環不全が 1 例だった。T2 群
では、気道内出血 1 例、反回神経麻痺による誤嚥が 1
例であった。抜管失敗例と成功例での比較は、酸素化、
換気パターン、意識レベル、心拍変動などの指標には
有意差を認めなかった。【考察】新たな系統的評価表
を抜管前評価に用いた T2 群では、再挿管率に低下の
傾向がみられ、系統的評価表が有用であったことが示
唆された。T2 群では去痰不全による抜管失敗はみら
れず、咳嗽能力評価が有効であったことが示唆された。
また覚醒度評価の厳格化は指示的理解を良好にし、排
痰などの術後呼吸管理に好影響を与えたものと思われ
た。
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新型インフルエンザに伴う重症肺炎
により膜型人工肺導入となった患者
に早期呼吸理学療法が有効であった
一症例

リハビリテーションセンター
戸部一隆、片岡竹弘、中川慎也

呼吸器内科
狩野裕久、白木　晶、安藤守秀
第 24 回日本呼吸ケアリハビリテーション学会
　平成 26 年 10 月　奈良

【はじめに】平成 25 年度我が国で流行したインフル
エンザ A/H1N1 は、弱毒型とされながら中には重症
化する例も報告されている。今回、重症インフルエ
ンザ肺炎により膜型人工肺（以下、ECMO）を導入
し、その翌日より呼吸理学療法を開始し自宅退院と
なった 1 症例を報告する。【症例】41 歳男性。身長
169cm 体重 112kg（BMI39）。既往に高血圧症あり。
喫煙者。発熱にて近医受診するも症状改善せず、7 日
後呼吸困難と高熱を認め、当院へ救急搬送された。【経
過】入院時リザーバーマスク下でも SpO2：60％台で
あり、挿管人工呼吸管理としたが FiO2：1.0、PEEP：
8cmH2O で PaO2：30Torr 台 の 為 ECMO 導 入 と な
った。X 線上、両側に広汎な浸潤影を認め、翌日か
ら manual hyperinflation と右上完全側臥位を開始し
た。第 9 病日より左上側臥位を開始し、第 16 病日に
ECMO の離脱に成功した。第 17 病日気管切開を実施
し、第 19 病日 ICU を退室した。その後徐々に離床を
進め人工呼吸器の離脱、気切閉鎖も実施し、歩行自立
にて第 49 病日退院となった。【考察】本症例はインフ
ルエンザ感染に伴う重症 ARDS により ECMO による
管理を要したが、導入翌日からの積極的な呼吸理学療
法によって ECMO 離脱に成功し、後遺症を残すこと
なく退院に繋げる事ができたと思われる。

肝癌の診断および治療における
Volume Navigation を用いた Fusion 
imaging の有用性
Usefulness of fusion imaging using 
Volume Navigation in diagnosis 
and treatment of hepatocellular 
carcinoma.

診療検査科（画像）

乙部克彦、高橋健一、辻　　望
安田　慈、今吉由美、川地俊明

消化器内科
熊田　卓、豊田秀徳、多田俊史
金森　明
日本超音波医学会総会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【はじめに】超音波装置を用いた肝癌の局所療法であ
るラジオ波凝固療法（Radiofrequency ablation:RFA）
や経皮的エタノール注入療法（Percutaneous ethanol 
injection theraphy:PEIT）は広く普及している。当
院では、肝癌治療前に全症例に対して造影超音波検
査を施行し、B-mode 下または造影下にて局所療法
が可能かどうかを評価しているが、CT（Computed 
Tomography） 検 査 や MRI（Magnetic Resonance 
Imaging）検査で指摘されている病変が超音波検査で
同定できないことをしばしば経験する。その原因とし
て、存在位置（横隔膜下や消化管ガスによる影響）、
深部減衰、肝実質が不均一で同定困難、過去の治療部
の混在などが挙げられる。そのような症例に対し最近
では、CT や MRI 画像と fusion させることで認識が
可能となっている。今回我々は、GE ヘルスケア・ジ
ャパン社製の LOGIQ E9 with Xdclear に搭載された
Volume Navigation を用い、肝癌診断および治療支
援としての有用性を報告する。【対象】対象は、2013
年 10 月から 11 月までの 2 ヶ月間に肝腫瘤の診断お
よび治療効果判定に造影エコー検査がなされた 72 症
例中、評価対象結節が 3 ｹ以下で Volume Navigation
を用いた 8 症例 14 結節、また RFA および PEIT が
施行された 34 症例中 10 例 11 結節の計 18 症例 25 結
節（造影エコー検査と局所療法との重複例 6 例）で
ある。男性 13 例、女性 5 例、平均年齢 70 歳（59 ～
80 歳）、平均腫瘍径 17 ㎜（9 ～ 32 ㎜）である。【方
法】造影エコー検査時に、CT、MRI 検査で指摘され
ている結節が通常の B-mode 観察では描出できない場
合、また描出は可能であるが確信が得られない場合に
Volume Navigation を用い CT、MRI 画像と fusion さ
せ腫瘤の同定を行いソナゾイドによる造影検査を行っ
た。RFA および PEIT による局所療法の際も同様に
行った。【結果】Volume Navigation を用いた 18 症例
25 結節中、16 症例 23 結節は B-mode で腫瘤の同定が
可能であった。また 2 症例 2 結節は、B-mode では不
明瞭であったが、ソナゾイドを用いることで同定可能
となった。【まとめ】Volume Navigation を用いるこ
とで全症例が、腫瘤の質的診断および治療効果判定が
可能であった。また RFA、PEIT の局所療法も全症
例可能であった。



－429－

Ⅳ　学会発表の部

腹部超音波スクリーニング検査にお
ける進行大腸癌の検出率について：
CT と比較して

診療検査科（画像）
橋ノ口信一、乙部克彦、高橋健一
辻　　望、今吉由美、川地俊明

消化器内科
熊田　卓、豊田秀徳、多田俊史
金森　明
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【はじめに】我々は、腹部超音波検査（以下 US）時
に消化管のスクリーニングを行っており、以前より進
行大腸癌の検出率の向上に取り組み、その結果につい
て報告してきた。最近の CT 検査は、マルチスライス
CT の登場により、時間および空間分解能の高い画像
が撮像可能となっている。また検者依存性が小さく、
US より優先的に施行される現状にある。今回は、US
における進行大腸癌の検出率を CT と比較検討した
ので報告する。【対象】2012 年 4 月から 2014 年 3 月
までの 2 年間に、当院で進行大腸癌と診断され手術
を施行した 423 病変のうち、US が各種検査より先行
して施行され、同時期に単純 CT（以下 PCT）・造影
CT（以下 CECT）が施行された 155 病変である。【検
討項目】1. モダリティによる検出率、2. 腫瘍の存在部
位による検出率、3. 腫瘍の大きさによる検出率、4. 腫
瘍の環周率による検出率、5. 腫瘍の肉眼型による検
出率、6. 腫瘍の壁深達度による検出率を US、PCT、
CECT と比較した。【方法】US は全例無処置にて実
質臓器を観察後、消化管を系統的な走査にて観察し、
大腸壁の層構造が消失した限局性の壁肥厚像（5mm
以上）、壁硬化像、漿膜の不整、内腔の狭窄の有無の
所見により総合的に判断した。CT は単純と平衡相の
撮像を行い、再構成間隔 5.0mm の Axial 像で評価し、
大腸壁の肥厚や腫瘤の有無、造影効果の増強の程度等
の所見により総合的に判断した。【結果】進行大腸癌
全体の検出率は、US65.8%、PCT80.0%、CECT96.1%
であった。腫瘍の存在位置による検出率は、盲腸・上
行結腸が US77%、PCT77%、CECT100.0%、横行結
腸 が US73.7%、PCT84.2%、CECT94.7%、 下 行 結 腸
が US75.0%、PCT87.5%、CECT87.5%、S 状 結 腸 が
US83.8%、PCT86.5%、CECT100%、直腸が US32.6%、
PCT74.4%、CECT90.1% であった。US の癌部性状に
よる検出率の比較では、環周率が大きいほど高く、肉
眼型は 1 型で低く、深達度が進むほど高くなったが、
いずれも CT より劣っていた。また、検出された腫瘍
の大きさに有意差は認めなかった。【結語】US は進

行大腸癌を検出する上で、簡便性と非侵襲的な面から
有用な検査法である。

RFA による肝硬度の変化：
shear wave elastography を用いた
経時的検討

診療検査科（画像）
辻　　望、高木　優、乙部克彦
高橋健一、川地俊明

診療検査科（検査）
今吉由美、橋本智子、安田　慈

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部
安田鋭介

消化器内科
熊田　卓、豊田秀徳、多田俊史
日本超音波医学会総会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法（RFA）
では、焼灼にともない肝硬度の変化することが予測さ
れる。これを RFA の焼灼効果の判定に利用する可能
性を想定して、RFA による肝硬度の経時的変化の基
礎的検討を行った。【方法】牛の肝臓に RFA を施行
し、肝硬度を経時的に測定した。測定には組織弾性を
定量的に測定することができ、検査者依存性が少ない
Shear Wave Elastography（SWE）を用いた。RFA
前に牛の肝臓の SWE を測定した後、Cool-tip20mm
電極針を 60 度の角度で、先端が 1.5 ㎝の深さに穿刺
し、30 秒・1 分・1 分 30 秒・2 分・3 分・4 分・6 分
の 6 回 RFA を行った。それぞれの焼灼後肝組織にお
いて、電極針の短軸画像にて針中心から肝表面と平行
な 0.5 ㎝・1.0 ㎝・1.5 ㎝の 3 点の硬度と最高硬度を 3
回ずつ計測した。なお肝硬度の測定は、焼灼した肝組
織を 8 時間冷所に保存し、RFA による気泡の消失を
待って行った。【結果】測定結果を図 1 に示す。針中
心から 0.5 ㎝点では、肝硬度は 2 分までは経時的に上
昇し、それ以降は検出しにくくなった。1.0 ㎝点では
3 分までは経時的に硬度が上昇し、それ以降に大きな
変化は認められなかった。1.5 ㎝点では焼灼時間にと
もなう大きな変化は認められなかった。最高硬度は、
2 分までは経時的に上昇したが、それ以降は大きな変
化は認められなかった。【考案】肝硬度は電極針の中
心より順に経時的に上昇しており、RFA により肝は
電極針を中心として同心円状に焼灼されていることが
示された。また焼灼範囲外（1.5cm）では肝硬度の大



－430－

Ⅳ　学会発表の部

きな変化はなく、焼灼範囲を越えて焼灼されていない
ことが確認された。一方、肝硬度は RFA 開始後 2 ～
3 分で定常状態となっていた。従来の RFA の焼灼時
間を考えれば、今回の実験結果からは肝硬度の測定に
よって RFA の焼灼効果を判定するのは困難である可
能性が示唆された。今後病理所見とも対比して SWE
による肝硬度と焼灼効果の関連を検討する。

乳腺腫瘤に対する
Shear Wave Elastography（SSI）の検討

診療検査科（画像）
辻　　望、高木　優、乙部克彦
高橋健一、川地俊明

診療検査科（検査）
今吉由美、橋本智子、安田　慈

外　　科
亀井桂太郎

消化器内科
熊田　卓

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部
安田鋭介
日本超音波医学会総会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】近年、エラストグラフィが多くの超音波
診断装置に搭載されている。なかでも ShearWave 
Elastography（以下 SWE）は、異なる深度にフォー
カスされた超音波ビームを体内に送信し、組織を上下
に振動させその時に発生する shear wave（せん断弾
性波）の伝播速度から組織弾性を算出する方法で、簡
便で再現性が高く定量化が可能という特徴を有してい
る。乳腺領域においても SWE が認知されつつあり、
定量値だけでなくカラーマップを用いた視覚的評価を
パターン分類することが可能であることが報告されて
いる（亀田総合病院の戸崎ら）。今回われわれは、視
覚的評価に加え、腫瘤辺縁と脂肪組織の弾性値の比
から鑑別の有用性を検討したので報告する。【方法】
　対象は、2013 年 6 月から 2013 年 11 月までに SWE
を施行した乳腺腫瘤 59 例。平均年齢 53 歳、良性 29
例、悪性 30 例。1. 視覚的評価（パターン分類）およ
び2.腫瘤辺縁と脂肪組織の弾性値の比を計測した。【結
果】1. 良性 29 例中 24 例はパターン 1 もしくは 2 であ
った。悪性は 30 例中 30 例がパターン 3 もしくは 4 で
あった。感度 100％、特異度 83％、陽性反応的中度は
86％であった。2.腫瘤辺縁と脂肪組織の弾性値の比は、

良性のものは 1.9 であったのに対し、悪性は 17.8 と高
値を示した。【考察】今回の検討では、パターン分類、
腫瘤辺縁と脂肪組織の弾性値の比ともに有用性が示唆
された。今後は症例数を増やし、病理組織と対比しつ
つ、組織型による弾性値の差など検討が必要と考える。

Shear Wave Elastography（SSI）の
パターン分類の検討

診療検査科（画像）
高木　優、辻　　望、乙部克彦
川地俊明

消化器内科
熊田　卓

外　　科
亀井桂太郎

診療検査科（検査）
今吉由美、橋本智子、高田彩永

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部
安田鋭介
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】近年、硬さを評価できるエラストグラフィが
多くの超音波診断装置に搭載されその方法も多種にわ
たりかつ急速に普及している。なかでも ShearWave 
Elastography（以下 SWE）は用手的に圧迫する従来
法とは違い、shear wave（せん断弾性波）の伝播速
度から組織弾性を算出する方法で、簡便で再現性が高
く定量化が可能という特徴を有している。乳腺領域に
おいても SWE が認知されつつあり定量値だけでなく
カラーマップを用いた視覚的評価が可能であることが
報告されている。亀田総合病院の戸崎らが、表示され
るカラーマップを 4 つに分類し、均一に青く表示され
る（パターン１）と複数の縦走するアーチファクト（パ
ターン２）を良性病変、腫瘍の境界部に色が表示され
る（パターン３）と腫瘍内部に不均一に色が表示され
る（パターン４）を悪性病変としたパターン分類の有
用性を報告している。今回われわれは、SWE を用い
たパターン分類に個人差がでないか評価したので報告
する。【対象・方法】対象症例は 2013 年 6 月～ 2013
年 12 月に SWE を施行した乳腺腫瘤 91 例。読影対象
者は診療放射線技師 9 名、臨床検査技師 6 名、乳腺超
音波の未経験者を含め、12 年までの経験年数である。
パターン分類についての説明スライドを示し、各々が
対象症例各 1 枚の分類を行い、パターン一致率を評価
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した。【結果】良性（パターン１、２）で一致した症
例は 39 例、悪性（パターン３、４）では 40 例となり、
全体の 87％であった。評価が分かれたものは 12 例（13
％）であった。一致率の低い画像はアーチファクトが
多数入っているものや腫瘤径が大きいため評価しにく
いものであった。また、乳腺超音波の経験が少ないほ
ど評価に差が生じた。【まとめ】今回の検討では良悪
性のパターン分類としては 8 割以上の症例でほぼ一致
した評価であった。超音波の経験や SWE 画像の教育
により統一した見解が望めると思われる。多断面の評
価やアーチファクトを減らす工夫により一致率向上が
期待できると考えられた。

組織ドプラ心エコー法と心電図同期
心筋 SPECT を用いた左室拡張能の
関係

診療検査科（画像）
中村　学、奥村恭己、川地俊明
橋本智子、安田英明、橋ノ口由美子
井上真喜、北洞久美子

循環器内科
曽根孝仁、坪井英之
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】組織ドプラ心エコー法（TDI）を用いた左
室拡張能の指標と心電図同期心筋 SPECT（gated 
SPECT）による左室時間容積曲線より算出される拡
張能指標についてその関係を検討した。【対象および
方法】発作性心房細動患者 11 例、心房粗動患者 1 例

（男性 9 例、女性 3 例、年齢 55 ～ 78 歳、平均 68±
7 歳）を対象とした。全例、同時期に TDI と gated 
SPECT を施行した。gated SPECT による LVEF は
47 ～ 83%、平均 66 ± 12% であった。TDI は、アロ
カ社製 SSD-6500、プロサウンドα 5、α 7 および東
芝社製 Xario を用いて、四腔断層像にて左室流入血
流拡張早期波高（E）と僧帽弁輪の心室中隔側および
側壁側で拡張早期僧帽弁輪運動速度（e´）を計測し
た。左室充満圧の指標として、中隔側（S）および側
壁側（L）のそれぞれの E/e´ および平均（M）E/
e´ を 算 出 し た。gated SPECT は QGS（Ver.2009）
ソフトウェアを用い、時間容積曲線から最大充満速
度（PFR）、最大拡張到達時間（TPFR）、早期平均充
満速度（1/3MFR）を算出し、両者の各指標との関
係をみた。【結果】1．e’（S）、e’（L） それぞれの指
標と PFR、TPFR および 1/3MFR すべての指標にお

いて有意な相関関係を示さなかった。2．E/e´（S）、
E/e´（L）、E/e´（M）それぞれの指標において、
PFR および TPFR とはいずれも有意な相関関係を示
さなかった。しかしながら、1/3MFR とは E/e´（S）：
R=0.6, P ＜ 0.05、E/e´（L）：R=0.79, P ＜ 0.005、E/
e´（M）：R=0.71, P ＜ 0.01 と有意な負の相関を示し
た。【考察】gated SPECT による時間容積曲線から
算出される 1/3MFR は拡張早期の拡張能指標であり、
PFR と TPFR は拡張早期と拡張後期の両方の拡張能
を反映すると考えられている。今回の検討で、TDI
を用いた E/e´ が gated SPECT による 1/3MFR の
みと有意な相関を示したことは、E/e´ が拡張早期の
拡張能指標であることに起因するものと推察された。

【結論】TDI を用いた左室充満圧の指標は、gated 
SPECT による早期平均充満速度と関係があることが
示唆された。

超音波を用いた
末梢血管の仮想内視鏡表示

診療検査科（画像）
安田英明、奥村恭己

循環器内科
上杉道伯、寺田和始、吉田路加
坪井英之、曽根孝仁
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】Fly thru を用いた抹消血管の仮想内視鏡像
が、臨床的に有用な画像か検討する。【方法】通常検
査に加え 4D プローブにて関心領域を設定し、自動で
Volume data を single sweep で取得した。その後再
構成し、Fly Thru モードを用いて内腔像を取得した。

【結果】（1）頸動脈においては、拍動の影響を抑える
ことはできないが、プラークの描出は可能であった。
高度石灰化病変は、音響陰影の影響で、内腔像は描出
できなかった。STENT 症例では、拍動の影響は小さ
く感じた。（2）下肢動脈においても拍動の影響は受け
たがプラークの描出は可能であった。（3）表在静脈で
は拍動の影響が小さかった。静脈瘤は、通常の断層像
では瘤状でしか描出できないが、本法では連続した管
腔を描出できた。また、静脈弁の描出も可能であった。
深部静脈血栓の描出は可能であったが、後壁側の情報
が不十分で内腔が描出できないこともあった。（4）内
頸静脈血栓の描出が可能であった。（5）上腕部の動静
脈シャントの描出が可能であった。【考察】Fly thru
による仮想内視鏡像は視覚的に衝撃的であり、腹部領
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域では評価されつつある。抹消血管においても情報量
が拡がるのは確かである。しかしながら、「拍動の影
響を受ける」、「無エコー域が無いと表示できない」、「リ
アルタイムで表示することはできない」等幾つかの課
題が挙げられる。したがって、臨床に活用していくた
めには、これらの課題を解決していく必要がある。メ
ーカーには今後これらの課題を解決すべく更なる技術
開発を期待したい。特にリアルタイム表示が可能にな
れば、血管内治療の際にガイドワイヤーの誘導に有用
な手法になると思われる。【結語】Fly thru を用いた
抹消血管の仮想内視鏡表示は、近い将来有用な画像に
なると思われた。

拡張早期左室流入血流速度（E）と
拡張早期僧帽弁輪速度（e'）の比（E/e'）
の超音波診断装置間差について

診療検査科（画像）
井上真喜、中村　学、安田英明
橋ノ口由美子、澤　幸子、堀　貴好
北洞久美子

循環器内科
坪井英之
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】近年、 左室収縮能だけではなく拡張能の重要
性も注目されている。当院では最近 E/e' を計測する
ことも増えてきた。E/e’は左室拡張末期充満圧を推
定するのに有用であるが、超音波診断装置間により差
が生じるといわれており、経過観察の場合など同一装
置での測定が望まれている。しかしながら、当院では
業務の都合上、同一装置での経過観察が困難な場合は
多い。今回、e' および E/e' が超音波診断装置間でど
れ程の差があるかについて検討した。【方法】正常ボ
ランティア 9 名（45 ～ 63 歳：平均年齢 53.7 歳）にて、
同一検者で各被検者を 3 機種の超音波診断装置で連続
に計測した。超音波診断装置は、プロサウンド α7（日
立アロカ）とプロサウンドα 5（日立アロカ）および
Xario（東芝メディカルシステムズ）を使用し、同一
条件にて計測した。セクタプローブを用い、送信周波
数 3MHz で、パルスドプラ法を用いて E と組織ドプ
ラ法で心室中隔および左室側壁の e’を 3 回測定し、
E/e’を算出した。組織ドプラ法ではサンプルボリュ
ームを 8mm に設定した。e’、E/e’について 3 機種
間の分散分析を行った。【結果】測定の結果、すべて
の被験者で EF は 60％以上であり、著明な収縮能異

常や弁膜症は認めなかった。また、各パラメーターに
関しては拡張能異常を認める症例も認めなかった。こ
れらの測定値を用いて検定を行なった結果、E および
心室中隔と左室側壁のe’、心室中隔と左室側壁のE/e’
のすべてにおいて 3 機種間で有意な差を認めなかっ
た。【結語】左室拡張末期充満圧の推定において、今
回の検討では e’および E/e’の超音波診断装置間に
よる有意な差を認めなかった。経過観察にはできる限
り同一装置で測定することが望ましいことには変わり
はないが、設定条件を統一することで異なる装置での
追跡も可能であると思われた。

岐阜県西濃地域の診療放射線技師の
外傷診療における意識調査
～ JPTEC を受講して～

診療検査科（画像）
市川宏紀、野田孝浩、田中敬介

救命救急部
山口　均
第 17 回日本臨床救急医学会総会・学術大会
　平成 26 年 5 月　栃木

【目的】救急業務に携わる放射線技師に対して、外傷
診療に関するアンケートを行い、今後の啓発材料にす
る。【方法】2 次・3 次救急業務に携わる西濃地域の放
射線技師に対し、外傷診療に関するアンケートを行っ
た。アンケートには JPTEC で学べる内容、放射線技
師業務に応用させた内容も含めた。【結果】回収率は
97.2％。ショックバイタルとはどのような状態のこと
か知っているか。知っている：46％、なんとなく、知
らない：54％。意識レベルについて説明できるか。で
きる：6％、正確には説明できない、わからない：94％。
外傷で救急搬送された傷病者に対し、初めに胸部、骨
盤の単純 X 線撮影を行う理由は知っているか。知っ
ている：67％、なんとなく、知らない：33％。傷病者
移送時やポジショニング時に放射線技師が 2 次的損傷
を与えていると思ったことはあるか。ある：73％、な
んとなく：18％、ない：9％。などの回答が得られた。
3 次救急施設と 2 次救急施設の回答に大きな差は見ら
れなかった。【考察】重篤な傷病者に接する機会の多
い放射線技師ではあるが、切迫状況の認識能力や損傷
認識能力に関して不十分と思われる結果であった。放
射線技師の教育機関や新人育成する過程で外傷教育は
不十分であり、学習は個人の意欲によるものが多いと
思われる。【結語】放射線技師の外傷診療に対する認
識は不十分であり、放射線技師にも JPTEC 受講の必
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要性が感じられた。アンケートは今後の啓発材料とし
て生かすことができると思われた。

位置決め画像取得を省略した
頭部 CT 撮影についての検討

診療検査科（画像）
田中敬介、野田孝浩、市川宏紀
第 17 回日本臨床救急医学会総会・学術大会
　平成 26 年 5 月　栃木

【背景】救急患者においては「切迫する D」や、頻回嘔吐、
不隠など CT 撮影に要する時間を短縮することが望
ましい症例が多い。【目的】位置決め画像取得を省略
した CT 撮影の利点と欠点について検討する。【方法】
頭部 CT 撮影を想定し、撮影に要する時間と、画質の
検討を行った。時間は位置決め画像を取得する場合
と、取得しない場合で撮影時間、画像提供までの時間
を測定した。画質はファントムを用いてチルトの有無、
MPR（multi planer reconstruction）像についてノイ
ズ、分解能の物理評価を行った。また臨床画像での診
断への影響を医師にアンケート調査した。【結果・考察】
撮影時間は位置決め画像なしの撮影で半分程度に短縮
した。一方で画像提供までの時間は大きくなった。画
質はチルトなしの画像に対してチルトあり、MPR 像
で低下を認めたが医師へのアンケートでは、アーチフ
ァクトの影響が大きい場合を除き、ほぼ診断に影響し
なかった。臨床画像においては頭蓋底、歯列のアーチ
ファクトが診断に影響する可能性が示唆された。【結
語】位置決め画像取得を省略した頭部 CT 撮影は撮影
時間の短縮が可能である。一方で再構成時間やアーチ
ファクトの影響に注意が必要である。

肝内胆管癌との鑑別が困難であった
大腸癌肝転移の一例

診療検査科（画像）
乙部克彦、辻　　望、橋ノ口信一
今吉由美、安田　慈、堀　　優
高田彩永

消化器内科
熊田　卓、豊田秀徳、多田俊史
金森　明
第 15 回東海腹部造影エコー研究会

　平成 26 年 6 月　名古屋
　症例は 70 歳代男性、便潜血陽性と腹痛精査のため
に施行された腹部 CT にて左肝内胆管の拡張と肝門部
リンパ節の腫大および盲腸の壁肥厚が指摘された。精
査により盲腸は 2 型の進行癌であった。左肝内胆管の
狭窄部に対し造影超音波検査が施行され乏血性の腫
瘤を指摘、ERCP 時に施行された細胞診では胆管由来
の腺癌の診断であった。その後、肝左葉切除 + 膵頭
十二指腸切除および回盲部切除がなされ、肝腫瘤は盲
腸癌肝転移の最終診断であった。

ハーフ再構成画像における
面内画質特性の評価

診療検査科（画像）
高田　賢、竹中和幸、市川宏紀
後藤竜也

金沢大学医薬保健研究域保健学系
市川勝弘
第 2 回日本 CT 技術研究会
　平成 26 年 6 月　名古屋

【背景及び目的】Computed tomography（CT）の面
内の解像度、ノイズ特性、signal-to-noise ratio（SNR）
は中心部と辺縁部で異なると報告されている [1]。心
臓 CT 検査のように、人体の中央に位置しない特定
の臓器を対象とした検査においては、対象臓器と面
内画質特性を考慮する必要があると考えられ、また、
通常のフル再構成画像に比し、心臓 CT において用
いられるハーフ再構成の画質特性が異なることが考
えられるため、その影響を考慮すべきである。本研
究の目的は、SNR 測定によりハーフ再構成画像に
おける面内画質特定を評価することである。【方法】

（1-1）使用機器・撮影条件：CT 装置は 320 列 CT 装
置（Aquilion ONE；東芝メディカルシステムズ株式
会社）を使用した。撮影条件は管電圧：120 kVp、管
電流： 580mA、管球回転速度： 0.35 s/rotation、検出
器配列： 320 × 0.5mm、scan field of view： 240 mm、
ボリュームスキャンとし、スライス厚： 0.5 mm、
kernel： FC13、ハーフ再構成にて画像再構成を行っ
た。（1-2）空間分解能測定：径 0.2 mm のタングステ
ンワイヤを用いて、ワイヤ法［2］にて modulation 
transfer function（MTF）の測定を行った。評価位置
は、iso-center（幾何学的特異性を考慮して Y 方向に
+10mm）、Y 方向に +30、 +60、+90mm off-center と
した。なお、ハーフ再構成においては、180°＋ファ
ン角度のデータより画像再構成が行われ、管球 - 検出
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器対位置により画質の変動が予想されたため、管球側
および検出器側についてそれぞれ測定を行った。（1-3）
ノ イ ズ <1-3-1>1Standard deviation（SD） 測 定： 直
径 240 mm の水ファントムをガントリ中央に配置し、
撮影した。得られた画像中に 64 × 64 pixel の region 
of interest（ROI）を 32pixel ずつ移動させて配置し、
各 ROI 中 の SD を 計 測 し た。<1-3-2>Noise power 
spectrum（NPS）測定：SD 測定の際に取得した画像
を使用し、64×64 pixelのROIを各評価位置に配置し、
radial frequency 法 [3] にて NPS を測定した。 （1-4）
SNR：MTF、NPS よりそれぞれの評価位置におけ
る SNR を算出した。【2. 結果】MTF は管球側では
90mm off-center のみ高空間周波数領域で低下を認め、
検出器側では iso-center から離れるほど低～中空間周
波数領域で低下した。SD は管球側 +60mm off-center
付近で最大値（31.7HU）を示し、検出器側に向かい
同心円状に低下した。NPS は管球側では 90mm off-
center のみ低値となり、検出器側では iso-center から
離れるほど低値となった。SNR は 0.5 cycles/mm ま
では全評価位置で等値となり、0.5 cycles/mm 以上の
周波数領域では管球側 90mm off-center のみ低値とな
った。 【3. 結論】320 列 CT 装置におけるハーフ再構
成画像において、辺縁部ほど検出器側の解像度の低下、
ノイズ特性の向上を認めた。90 mm off-center までの
範囲では、SNR は 0.5 cycles/mm まで位置依存性を
認めなかった。

肩関節腱板断裂における MRI 画像所
見と関節鏡視下腱板修復術結果の比較

診療検査科（画像）
若畑　茜、川地俊明、古川雅一
丹羽文彦、小川定信、石川照芳
傍島篤洋、高橋健一、西脇弘純
加藤　勲
第 51 回岐阜県 MR 技術研究会
　平成 26 年 6 月　高山

【目的】当院では技師が一次読影を行っている。そ
こで関節鏡視下腱板修復術（以下 ARCR）を行っ
た症例を retrospective に評価することにより、腱
板断裂の診断における MRI の有用性と技師によ
る読影の問題点を検討した。【検討項目】 ①棘上筋
腱、棘下筋健、肩甲下筋腱、上腕二頭長頭腱（以下
SSP,ISP,SSC,LHB）ごとの病変数に対する第一次読影
の一致率②再読影を行った際の一致率【結論】肩関
節腱板断裂における有病率の MRI 一致率においては

SSP では良好な結果が得られたが、特定の腱板に関し
ては意識不足があり、今回の検討による再確認で読影
技術は向上すると考えられる。

当直業務における技師の 1 次読影

診療検査科（画像）
高 田  賢
第 1 回全国 SOMATOM 研究会
　平成 26 年 7 月　東京

　当院では数十年前より画像検査後、診療放射線技師
が一次所見レポートを作成し、診療科へ提供している。
これは日勤帯のみならず、夜勤帯においても同様であ
る。当院における診療放射線技師の業務体系ならびに
一次所見レポート作成の運用形態について紹介する。

当院におけるシステムダウン時の対応

診療検査科（画像）
伊 藤 益 弘
第 23 回医療情報研究会
　平成 26 年 7 月　関

【はじめに】阪神淡路大震災から 20 年、東日本大震災
から約４年が経過し、各施設で震災を含めたシステム
ダウンの対応を改めて見直す機会と考えます。そこで
当研究会の基本でもある「医療情報の共有」を目的
に、当院におけるシステムダウン時のマニュアルと年
に一度行っている大災害模擬訓練について概説しまし
た。【システムダウン時のマニュアル】マニュアルの
作成及びダウン時の対応は院内の電算化に関する委員
会が中心的な働きをし、その組織下に 25 部門システ
ムがあります。放射線部門システムは各モダリティか
らなるワーキンググループで構成されています。マニ
ュアルの内容は、軽いダウン時「レベル 1」から震災
時相当の「レベル 6」に分類し、それぞれに対応した
マニュアルを作成しています。オーダリングシステム
及び RIS システムがダウンした場合（レベル 4,2 に相
当）オーダーは紙運用となります。放射線部門システ
ムでは過去にレベル 2 のシステムダウンを３回経験し
ており、重要なことは迅速で正確な判断であると考え
ます。年に一度、大規模災害を想定した模擬訓練を行
っています。内容は防災対策委員会がシナリオを作成
し、DMAT を含む百人を超える参加スタッフで行い
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ます。訓練では時間的状況の把握とトリアージ、また
その対応が重要視されます。放射線技師は３名が参加
し仮想疾患のプリント画像を運搬します。訓練時でも
電話は鳴り続けパニックとなっており、実際に大震災
が起こった時は訓練以上の混乱が予測され、日ごろか
らの心構えも重要と考えます。【まとめ】当院におけ
るシステムダウン時のマニュアルと大災害模擬訓練に
ついて概説しました。各施設で参考にして頂ければ幸
いと考えます。

放射線技師による PET-CT 読影補助
－ PET 読影補助を 1 年間経験して－

診療検査科（画像）
加 藤  勲
岐阜核医学談話会
　平成 26 年 8 月　高山

【1. 当院での PET 読影の流れ】（当院の PET 検査）
症例数：約 8 件 /1 日
〇読影の流れは以下の通り。①検査前に、患者の臨床
背景（既往歴、経過など）を予習する。②読影：放射
線科医師 2 名　放射線技師 3 名（PET 初級技師 1 名、
PET 上級技師 2 名）で分担制③初級技師（PET-CT
読影補助経験 1 年）読影時初期レポート作成→上級技
師（PET-CT 読影補助経験 3 年以上）により一次確定
→放射線科専門医により二次確定。【2. PET-CT 検査
初級技師が経験した読影補助の 1 症例】○臨床背景：
右乳癌にて Bt+SLNB。術後は TAM 投与。術後 2 年
半経過時点で CEA の軽度上昇あり、PET-CT へ。〇
所見：両鎖上、縦隔、両肺門、噴門部、肝門部～膵頭
部周囲リンパ節の腫大と集積亢進あり。Delay 収集で
集積度上昇。胸壁、腋窩に再発像なし。その他転移な
し。〇レポート：初級技師読影時：サルコイドーシス
＞悪性リンパ腫。乳癌リンパ節転移は否定的　上級技
師読影時：同上　放射線科専門医読影時：サルコイド
ーシスを第一に疑う（系統的リンパ節の腫脹ではない
ため）〇以後経過：PET-CT でサルコイドーシス疑い
のため、呼吸器内科へ。EBUS-TBNA でサルコイド
ーシスとして矛盾しない所見。サルコイドーシスと確
診。【まとめ】PET-CT 読影補助を 1 年間経験し、初
級技師では所見レポート作成は容易には出来ないと理
解出来た。放射線科専門医が求める PET-CT 所見レ
ポートを作成するためには、診断を裏付けする膨大な
医学的知識が必要であると認識した。

当院における
乳がん診断支援システムの使用経験

診療検査科（画像）
飯 沼 裕 美
第 22 回岐阜県放射線技師医療情報研究会
　平成 26 年 9 月　関

　当院は基幹病院として西濃地域の医療を担い、乳腺
外科・健康管理センター・大垣市保健センター依頼
のマンモグラフィを撮影している。国のがん検診推
進事業のクーポン配布の効果もあり、数年で検査件
数は 1.5 倍となり、現在年間 6000 件の検査を行って
いる。医師の読影負担を軽減するため、2012 年 7 月
に FUJI FILM 社製の FPD マンモグラフィ撮影装置
AMULET、乳がん診断支援システム CAD を導入し、
フィルム診断からモニタ診断に移行した。CAD はコ
ンピュータ解析で検出した正常とは異なるパターンを
マーカーで示し、医師に注意喚起を行い、見落としを
無くすための診断補助ツールとして使用されている。
今回私たちは当院での運用方法や、外科 200 症例での
CAD の検出率、乳がん 194 症例での CAD の検出率
を使用経験として報告する。外科 200 症例のうち 136
症例にマーカーがついた。マンモで要精査であるカテ
ゴリ 3 以上なのは 33 症例であり、残りの 103 症例の
マーカーはカテゴリ 1・2 の所見についていた。また
乳がんと確定診断された 194 症例においては、腫瘤で
89％、石灰化で 93％、FAD・構築の乱れで約 60％に
マーカーがついた。マンモ認定試験のボーダーが 80
％であることを考慮すると、石灰化・腫瘤は十分指摘
できていると考えられる。しかし 194 症例のうち 31
症例の乳がんを CAD で指摘できなかった。その症例
の病変位置を検討したところ、乳腺と脂肪の境界であ
る乳腺後縁は指摘にくいことが示唆された。石灰化、
腫瘤はしっかり指摘できており、見落とし防止に役立
つと考えられる。しかし偽陽性が多いので、使用者に
読影力がないとマーカーで示した所見を病変として読
影し、必要のない精査が増えてしまう恐れがある。現
段階では、CAD は診断補助としての使用が望ましい
と考えられた。
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腹部超音波スクリーニング検査にお
ける進行大腸癌の偽陽性について

診療検査科（画像）
橋ノ口信一、乙部克彦、今吉由美
安田　慈、辻　　望、高木　優
高田彩永、日比敏男
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【はじめに】我々は、腹部超音波検査（以下 US）時に
消化管のスクリーニングを行っており、以前より進行
大腸癌の描出率の向上に取り組み、 その結果について
報告してきた。今回は、検出精度の向上を目的に偽陽
性を含めて検討したので報告する。【対象】2012 年 4
月から 2014 年 3 月までの 2 年間に、当院で US が各
種検査より先行して施行された 4,435 例である。なお、
US と各種検査の期間は 1 ヵ月以内であり、今回 US
で進行大腸癌を疑ったのは 133 例である。【検討項目】
1. 進行大腸癌の検出能 2. 部位別における描出率 3. 部
位別における偽陽性率 4. 検者間の比較 【使用機器およ
び方法】全例無処置にて実質臓器を観察後、消化管を
系統的な走査にて観察し、癌所見は大腸壁の層限局性
の壁肥厚像（5mm 以上）、壁硬化像、漿膜の不整、内
腔の狭窄の有無の所見により総合的に判断した。確定
診断は、下部消化管内視鏡検査、注腸 X 線検査また
は手術にて行った。【結果】検出能は感度 65.8%、特
異度 99.3%、陽性的中率 76.7%、陰性的中率 98.8% で
あった。部位別の描出率は、上行結腸・盲腸 77.1%、
横行結腸 73.7%、下行結腸 75.0%、S 状結腸 83.8%、
直腸 32.6% であった。偽陽性率は全体で 23.3% であ
り、直腸が 56.3% と最も高く、部位別の割合は直腸が
58.1% と最も高く、下行結腸が 3.2% と最も低かった。 
偽陽性は、いずれも層構造の不明瞭化した壁肥厚を指
摘したが、87.1% は病変を認めず、12.9% は他の大腸
疾患であった。検者間で、陽性が高い検者ほど、偽陽
性が少ない傾向であり、直腸において描出率はいずれ
も低く、偽陰性および偽陽性の割合が高かった。【考察】
我々の施設では、消化管の系統的走査法の徹底により、
描出率の向上が図れているが、直腸の描出率の改善と
偽陽性の軽減が、精度向上に繋がる可能性が示唆され
たが、検者の技量に限らず解剖学的要因も考えられた。

【考察】進行大腸癌に対する US の検出は概ね良好で
あるが、直腸の評価が今後の課題である。

縦隔内脂肪と左室拡張能指標（E/e’）
の関係

診療検査科（画像）
堀　貴好、中村　学、安田英明
井上真喜、北洞久美子

循環器内科
森田康弘、坪井英之、曽根孝仁

診療検査科（検査）
橋ノ口由美子
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【目的】腹部内臓脂肪や心外膜下脂肪量が左室拡張能
と関係すると言われている。今回、縦隔内脂肪量と心
エコーによる左室拡張能指標である拡張早期僧帽弁輪
速度（e'）および拡張早期左室流入血流速度（E）と
の比：E/e’との関係を検討した。【方法】対象は心
臓 CT と心エコーを同時期に施行した心疾患患者 158
例で、CT により石灰化スコア取得用 Volume data を
ワークステーションに取り込み、気管分岐部レベルの
縦隔にて脂肪の CT 値（-140 ～ -40HU）を抽出したも
のを縦隔内脂肪量とした。心エコーによる拡張能指標
は E 波および中隔と側壁それぞれの e' 波を測定した。
中隔、側壁と両側平均それぞれの e' および E/e’と
縦隔内脂肪量との関係をみた。【結果】縦隔内脂肪量
といずれの e’、E/e’との間においても、有意な関係
を認めなかった。【結語】縦隔内脂肪量と心エコーに
よる左室拡張能指標との間には明らかな関係が得られ
なかった。

急速に増大した肝細胞癌の一例

診療検査科（画像）
高木　優、乙部克彦、辻　　望
橋ノ口信一

外　　科
金岡祐次、深見保之

診療検査科（検査）
安田　慈、今吉由美、高田彩永
日比敏男
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

　症例は 80 歳代男性、2007 年に肺癌の手術を施行し、
経過観察の胸部 CT にて肝腫瘤を指摘された。1 年前
に行った胸部単純 CT では肝に明らかな腫瘤影は認め
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なかった。発見時の血液検査では肝機能は正常、HBs
抗原、HCV 抗体は陰性であり、AFP11.4ng/ml で、
AFP-L3 分画陽性、PIVKA- Ⅱ 14170mAU/ml と高値
であった。腹部エコーでは肝右葉に 8 ㎝大の腫瘤を認
め、境界明瞭で被膜と思われる辺縁低エコー帯を有し、
内部は高・低エコーが混在し不均一であった。造影エ
コーでは動脈優位相で内部に流入する血管影がみられ
不均一に濃染され、中心部では壊死や出血と思われる
不染域を認めた。後血管相では不均一な欠損像を呈し
た。造影 CT、EOB-MRI からは内部の高エコーは脂
肪であることが推測された。肝細胞癌、脂肪肉腫、肝
血管筋脂肪腫などが鑑別に挙げられたが、切除標本の
病理診断は高～中分化型肝細胞癌であった。今回我々
は急速に増大した肝細胞癌の一例を経験したので報告
する。

Shear Wave Elastography（SSI）が
有用であった乳腺腫瘤の 1 例

診療検査科（画像）
辻　　望、堀　　優、乙部克彦
中村　学

診療検査科（検査）
今吉由美、高田彩永、安田　慈
日比敏男

外　　科
亀井桂太郎

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部
安田鋭介
第 35 回日本超音波医学会中部部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【目的】Shear Wave Elastography（以下 SWE）は用
手的にプローブで圧迫する従来法とは違い、異なる深
度にフォーカスされた超音波ビームを体内に送信し、
組織を上下に振動させその時に発生する shear wave

（せん断弾性波）の伝播速度から組織弾性を算出する
方法で、簡便で再現性が高く定量化が可能という特徴
を有している。当院では、亀田総合病院の戸崎らが提
唱したパターン分類を用いて乳腺腫瘤の評価を行って
いる。今回、われわれは SWE を用いることにより、
有用であった症例を報告する。【症例】40 代女性。右
乳房下部にしこり自覚し、当院外科に紹介となった。
MMG にて円形の境界明瞭・等濃度な腫瘤を認めた（カ
テゴリー 3）。超音波検査では、18mm の円形の境界
明瞭な縦横比の低い低エコー腫瘤（カテゴリー 2）で

あったが、SWE では腫瘍の境界部に色が表示（パタ
ーン 3）される悪性パターンを示したため、カテゴリ
ー 3 とした。針生検の結果、粘液癌と診断された。

肩関節腱板断裂における MRI 画像所
見と関節鏡視下腱板修復術結果の比較

診療検査科（画像）
若畑　茜、川地俊明、古川雅一
丹羽文彦、小川定信、石川照芳
高橋健一、傍島篤洋、西脇弘純
加藤　勲
第 42 回日本磁気共鳴医学会大会
　平成 26 年 9 月　京都

【目的】当院では技師が一次読影を行っている。そ
こで関節鏡視下腱板修復術（以下 ARCR）を行っ
た症例を retrospective に評価することにより、腱
板断裂の診断における MRI の有用性と技師によ
る読影の問題点を検討した。【検討項目】 ①棘上筋
腱、棘下筋健、肩甲下筋腱、上腕二頭長頭腱（以下
SSP,ISP,SSC,LHB）ごとの病変数に対する第一次読影
の一致率②再読影を行った際の一致率【結論】肩関
節腱板断裂における有病率の MRI 一致率においては
SSP では良好な結果が得られたが、特定の腱板に関し
ては意識不足があり、今回の検討による再確認で読影
技術は向上すると考えられる。

急性冠症候群患者に対する
他の動脈硬化スクリーニング

診療検査科（画像）
安田英明、奥村恭己
第 30 回日本診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

【背景】動脈硬化は全身性変化であり、冠動脈疾患に
頸動脈狭窄や、末梢動脈疾患が合併することにより心
血管死亡のリスクは高くなることが知られている。【目
的】急性冠症候群（ACS）患者に対して、他の動脈
硬化スクリーニング検査を行う。【対象及び方法】平
成 25 年 1 月から 26 年 3 月までに ACS と診断された
患者 163 例に対して、頸動脈、大動脈、腎動脈、下
肢動脈のスクリーニングを行った。頸動脈、大動脈、
腎動脈は超音波でスクリーニングした。下肢動脈は
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ABI または超音波でスクリーニングした。【結果】頸
動脈には 131 例（82%）に IMT 肥厚を認め、その内
122 例（91%）にプラークを認めた。さらにその内の
23 例（18%）に 50% 以上の狭窄を認めた。腹部大動
脈瘤は 9 例（5%）に認めた。腎動脈狭窄は 5 例（3%）
に認めた。閉塞性動脈硬化症は 10 例（6%）に認めた。

【結論】ACS 患者において、他の動脈スクリーニング
は、特に頸動脈において有用であると思われた。

腹部超音波検査における
スクリーニングの必要性について

診療検査科（画像）
高橋健一、乙部克彦、安田　慈
橋ノ口信一、辻　　望、堀　　優
安田英明、堀　貴好、中村　学
奥村恭己
第 30 回日本診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

【目的】当院泌尿器科では腎・膀胱のみを観察する超
音波検査依頼がある。しかし腎・膀胱以外は観察しな
いため、他に重要所見があっても見落とされる症例を
経験した。これを期に、腎・膀胱のみの検査依頼でも
過去 1 年間に腹部超音波スクリーニング検査（以下
US スクリーニング）が施行されていない場合は、US
スクリーニングを行う方針となった。今回我々はこの
方針により指摘された超音波所見について報告する。

【対象】2013 年 4 月～ 2014 年 3 月に腎・膀胱の検査
依頼のあった 1884 例である。【方法】日本消化器がん
検診学会が作成した腹部超音波検診判定マニュアルを
用いて、カテゴリー分類 3 以上を有所見として拾い上
げた。【結果】悪性症例は、肝細胞癌 2 例、転移性肝
癌 1 例、肝内胆管癌 1 例、膵臓癌 1 例、前立腺癌の傍
大動脈リンパ節転移が 1 例みられた。【結語】US ス
クリーニングにより偶発的に悪性疾患が発見され、腹
部全体を観察することの重要性を再認識させられた。

Ai 読影補助の取り組み

診療検査科（画像）
竹中和幸、加藤　勲、市川宏紀
高田　賢、後藤竜也、近藤賢洋
田中敬介、中村祐介、北川博文

野田孝浩、坂野信也、奥村恭己
第 30 回日本診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

【背景】以前より当院では体幹部領域の CT に対
して読影補助業務を行なっているが Ai（Autopsy 
imaging）に対する読影補助はなされていなかった。
2012 年の新法施行、当院の救命救急センターの改築
を機に Ai 検査は増加しつつあり、読影補助の必要性
は高まりつつある。【目的・方法】Ai 読影業務を実施
するために Ai 読影業務に対する意識調査および Ai
検査の現状を把握する。【結果】死後変化による所見
に対して Ai 読影補助の難しさがあった。当院では
2012 年以降 Ai 件数は増加傾向にあるが年々読影補助
率も上がりつつあった。【考察】Ai の読影補助業務に
取り組む際、先駆的に学習し、周囲に教育を行なうこ
と、また継続して読影補助を続けていくことで担当者
の技術向上につながった。【まとめ】Ai 読影補助に対
する一連の取り組みにおいて特定の技師だけでなく、
多くの技師が Ai 検査～読影補助に対する知識、技術
が増した。

CT 装置 2 機種間における
冠動脈 CT の画質検討

診療検査科（画像）
後藤竜也、乙部克彦、竹中和幸
市川宏紀、近藤賢洋、田中敬介
第 30 回日本診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

【目的】当院では従来、冠動脈 CT は SIEMENS 社製
SOMATOM Definition AS+（以下 AS+）で撮影し
てきた。救命救急センターに東芝社製 Aquilion ONE

（以下 ONE）を導入した以降は、不整脈 ･ 救急患者
は ONE で撮影している。メーカー毎に画質特性は
異なる為、AS+ で使用している冠動脈 CT 再構成関
数：B36f と特性が類似する ONE の再構成関数を選
択する事を目的とした。【方法】Modulation transfer 
function（MTF）をワイヤ法、noise power spectrum

（NPS） を radial frequency 法 で 測 定 し、signal-to-
noise ratio（SNR）を算出した。今回は類似した特
性を有する再構成関数を導く事を目的としており、
フル再構成で検討を行った。【結果】B36f の 50%、
10%MTF と、ほぼ同値となる ONE の再構成関数は
FC5 であった。SNR は AS+ が高空間周波数領域で高
値となった。【結語】B36f に類似する特性を有する再
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構成関数は FC5 であった。しかし、機種間の SNR は
異なるため、他条件も考慮した検討が必要であると考
えられた。

心エコー法と心電図同期造影 CT に
よる左房容積測定の比較

診療検査科（画像）
堀　貴好、中村　学、安田英明
奥村恭己

循環器内科
森田康弘
第 30 回日本診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

【背景】左房容量は心房細動患者の Ablation 施行後の
経過観察の指標の一つである。心電図同期造影 CT（以
下、CT）は術者に依らず、比較的良好に測定できる
が、被ばく、造影剤等、やや侵襲的な検査である。一
方、心エコー法は簡便に施行でき、繰り返しの経過観
察が可能である。今回、両者の左房容積測定値を比較
検討した。【対象】心房細動患者で Ablation 施行術前
に CT と心エコー法を施行した連続 20 例【方法】心
エコー：Simpson 法で 4 腔像、2 腔像の 2 方向から算
出した。CT：workstation 上で、左房を ROI で囲み、
算出した。【結果】CT の測定値に比べ、心エコー法
の測定値は相関を認めたが、過少評価となった。【考
察】誤差の原因として、CT と心臓エコーの時相の違
い、術者間誤差等が考えられる。【結語】心エコー法
の左房容積測定は CT と比べ、過少評価となったが、
簡便な経過観察法としての有用性が示唆された。

Gd-EOB-DTPA を用いた MRI（EOB-
MRI）の肝細胞造影相で、高信号を呈
す乏血性結節（乏血性高信号結節）
の多血化に関する検討
Consideration about malignant 
transformation of hypovascular 
tumor which expresses a high sigal 
in liver parenchymal phase of MRI

（EOB-MRI） using Gd-EOB-DTPA

診療検査科（画像）

小川定信、川地俊明、石川照芳
高橋健一、若畑　茜、古川雅一
丹羽文彦、傍島篤洋、西脇弘純
加藤　勲

消化器内科
熊田　卓、豊田秀徳、多田俊史

放射線科
曽根康博
第 42 回日本放射線技術学会秋季学術大会
　平成 26 年 10 月　札幌

【目的】肝細胞造影相で低信号を呈す乏血性結節は、
経過観察中に多血化し治療対象となるケースを認め、
比較的リスクが高い結節とされている。今回我々は、
乏血性高信号結節が多血化する例を経験したので、
様々な観点より検討した。【方法】2012 年 1 月から、
2014 年 3 月までに施行された EOB-MRI にて確認さ
れた乏血性高信号結節のうち、複数回の良質な検査が
行え、経過観察が可能であった 59 症例を対象とした。
多発例は最大径の 1 結節で検討を行った。検討項目は
結節の濃染パターン、形状、結節径の変化、結節 - 非
結節部信号比、存在パターンである。【結果】今回の
対象では、4 症例（6.8％）に多血化、53 症例（89.8％）
に非多血化、2 症例（3.4％）に消失を認め、累積多血
化率は 1 年で 2.3%、2 年で 7.7% であった。検討項目
のうち結節の形状が類円を呈すもの、結節径が経時的
に増大するものは有意に多血化を認めた。結節の存在
パターンでは、多発例は有意に非多血化を呈す結果で
あった。【結語】乏血性高信号結節でも、その存在パ
ターンと経時的なサイズの変化から、結節の多血化に
関するリスクをある程度判断できる可能性がある。

半月板損傷における MRI 画像所見と
関節鏡視下手術結果の比較

診療検査科（画像）
若畑　茜、川地俊明、古川雅一
丹羽文彦、小川定信、石川照芳
高橋健一、傍島篤洋、西脇弘純
加藤　勲
第 42 回日本放射線技術学会秋季学術大会
　平成 26 年 10 月　札幌

【目的】当院では技師が読影の一次コメントを記入し
ている為、撮像技術に加え、読影技術の向上も求めら
れている。近年医師からの要望により膝関節の撮像条
件の変更を行った。今回は MRI 画像での半月板損傷
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の診断における技師のコメントと関節鏡視下手術（以
下：AS）の結果を変更前と変更後で比較を行ったの
で報告する。【検討項目】 1.AS 結果を gold standard
とした損傷の有無　2. 断裂形態の一致率　3. 断裂部の
一致率　【結果】1. 撮像条件変更前の損傷の有無にお
ける感度は 95％、特異度は 86％、変更後ではどちら
も 100％であった。2. 断裂形態の一致率は、殆どの形
態が変更後での一致率の上昇を認めた。3. 断裂部の一
致率は変更前で 54％、変更後で 100％と良好な結果を
得られた。

2D スペックルトラッキング心エコー
法を用いた左室同期不全評価

診療検査科（画像）
中村　学、安田英明、伊藤益弘
丹羽文彦、堀　貴好、奥村恭己
日本放射線技術学会第 42 回秋季学術大会
　平成 26 年 10 月　札幌

【目的】2D スペックルトラッキング心エコー法（2DST）
を用いた左室同期不全の指標と心電図同期心筋血流
SPECT（GMPS）による指標について比較検討した。

【対象と方法】同時期に 2DST と GMPS を施行した心
不全患者 20 例を対象に、2DST は左室短軸断層像を
スペックルトラッキング法で解析し、前壁中隔・前
壁・側壁・後壁・下壁・中隔の 6 領域それぞれの時間
-radial strain 曲線を作成した。左室同期不全指標と
して、前壁中隔と後壁の 2 領域のそれぞれ最大 strain
値となる時間差（RSDI）および 6 領域間の最大時
間差（MRSD）、6 領域それぞれの最大 strain 値とな
る時間の標準偏差（RSDSD）を算出した。GMPS は
<SUP>99m</SUP>Tc 製 剤 を 用 い R-R16 分 割 で 収
集後、局所容積曲線微分解析ソフト cardioGRAF で
解析し、左室 17 領域それぞれの収縮末期までの時間

（TES）を算出した。左室同期不全指標は 17 領域の
TES の標準偏差（SPECT-DI）とし、2DST の各指標
との相関をみた。【結果】2DST の各指標と SPECT-
DI との関係は、RSDI が R=0.65、MRSD は R=0.62、
RSDSD は R=0.66 といずれも P ＜ 0.005 の良好な正相
関を認めた。【結論】2D スペックルトラッキング心エ
コー法を用いた左室同期不全の評価は、有用な指標と
なり得ることが示唆された。

下肢動脈 CTA 末梢領域における中濃
度高容量造影剤と高濃度中容量造影
剤の描出能の比較

診療検査科（画像）
市川宏紀、竹中　和、高田　賢
後藤竜也、近藤賢洋、田中敬介
坂野信也、奥村恭己
日本放射線技術学会第 42 回秋季大会
　平成 26 年 10 月　札幌

【背景・目的】当院では 3DCTA（CT-angiography）
用造影剤として中濃度高容量（以下中濃度群：2014
年 1 月より採用）と高濃度中容量（以下高濃度群）の
造影剤を採用している。今回下肢動脈 CTA における
末梢領域の描出能において 2 種類の造影剤での描出
能の比較を行ったので報告する。【方法】使用装置は
SOMATOM Definition AS+（SIEMENS）　膝窩動脈
レベルでの test injection 法を使用。造影剤注入量は
555mgI/kg。撮影範囲、test injection の TDC（time 
density curve）により注入持続時間、撮影時間は可
変。対象は、2013 年 5 月～ 2014 年 5 月に撮影された
下肢動脈 CTA の中濃度群（300mgI）12 例、高濃度
群（370mgI）34 例。高度石灰化症例や 555mgI/kg を
担保できない体重群は除外した。中濃度群と高濃度群
において Ao（aorta）、CIA（common iliac artery）、
SFA（superficial femoral artery）、ATA（anterior 
tibial artery）、DPA（dorsalis pedis artery） の CT
値を計測し、比較した。【結果】各群で CT 値を比較
した結果、中濃度群は DPA において有意に CT 値が
高く（p=0.002）、良好に描出された。【考察】中濃度
造影剤は高濃度造影剤より粘度、浸透圧比も低い。そ
のため末梢血管まで良好に造影されたものと考える。
また、注入速度が上がることによって全体の血管内
CT 値も上昇したと考える。【結論】下肢動脈 CTA に
おいて中濃度造影剤を使用することで、末梢領域の描
出能が向上した。

Shear Wave Elastography（SSI）が
有用であった乳腺腫瘤の 2 例

診療検査科（画像）
辻　　望、堀　　優、片岡　咲
乙部克彦、中村　学

診療検査科（検査）
今吉由美、高田彩永、安田　慈
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日比敏男
外　　科

亀井桂太郎
鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部

安田鋭介
第 33 回日本乳腺甲状腺超音波医学会
学術集会
　平成 26 年 10 月　別府

【目的】Shear Wave Elastography（以下 SWE）は用
手的にプローブで圧迫する従来法とは違い、異なる深
度にフォーカスされた超音波ビームを体内に送信し、
組織を上下に振動させその時に発生する shear wave

（せん断弾性波）の伝播速度から組織弾性を算出する
方法で、簡便で再現性が高く定量化が可能という特徴
を有している。乳腺領域においても SWE が認知され
つつあり、定量値だけでなくカラーマップを用いた視
覚的評価が可能であることが報告されている。亀田総
合病院の戸崎らが、表示されるカラーマップを 4 つに
分類し、均一に青く表示される（パターン１）と複数
の縦走するアーチファクト（パターン２）を良性病変、
腫瘍の境界部に色が表示される（パターン３）と腫瘍
内部に不均一に色が表示される（パターン４）を悪性
病変としたパターン分類の有用性を報告している。今
回、われわれは SWE を用いることにより、有用であ
った症例を報告する。【症例①】40 代女性。右乳房下
部にしこり自覚し、当院外科に紹介となった。MMG
にて円形の境界明瞭・等濃度な腫瘤を認めた（カテゴ
リー 3）。超音波検査では、5 時方向に 18mm の円形
の境界明瞭な縦横比の小さい低エコー腫瘤（カテゴリ
ー 2）であったが、SWE では腫瘍の境界部に色が表
示（パターン 3）される悪性パターンを示したため、
カテゴリー 3 とした。針生検の結果、粘液癌と診断さ
れた。【症例②】40 代女性。左乳房 B 領域にしこり自
覚し、超音波検査施行した。8 時方向に 11 ㎜の楕円形・
辺縁粗造な縦横比の小さい低エコー腫瘤（カテゴリー
3）を認め、SWE では腫瘍外から腫瘤辺縁にかけて色
が表示され、パターン 3~4 を示す悪性パターンを示し
た。針生検の結果、充実腺管癌と診断された。【まと
め】SWE のカラーマップの視覚的評価を用いること
で、診断への有用性が示唆された。

320 列 MDCT における DAS 数が
面内空間分解能に与える影響について

診療検査科（画像）
北川博文、竹中和幸、市川宏紀
高田　賢、後藤竜也、近藤賢洋
田中敬介、中村祐介、野田孝浩
坂野信也
岐阜県 CT 研究会
　平成 26 年 10 月　下呂

【背景および目的】Computed tomography （CT）検
査において、面内空間分解能は辺縁部ほど低下するこ
とが知られており、撮影対象はガントリー中央に配
置すべきである。近年、CT 装置の多劣化により、選
択できる撮影パラメーターが増加し、data acquisition 
system（DAS）も複数通り選択可能となった。本検
討では、 DAS 数が面内空間分解能に与える影響につ
いて評価することを目的とした。【使用機器】 CT
装置 Aquilion ONE（TOSHIBA メディカルシステ
ムズ株式会社）ファントム　TOS ファントム（装
置付属）　［測定対象：デルリン（+300 HU、直径 40 
mm）］ CT measure（日本 CT 技術研究会 HP よ
りダウンロード） 【方法】TOS ファントムのデルリ
ン部分を iso-center に配置し、64, 80, 100, 160 DAS
と変化させて 120kV, 550 mA,0.5 s/rotation で撮影
した。Field of view： 320 mm, 再構成関数： FC30
にて再構成し、エッジ法にて modulation transfer 
function（MTF）の測定を行った。さらに、測定位
置を iso-center から 50 mm、100 mm と +Y 方向に移
動させて同様に測定を行った。追加検討として、再
構成アルゴリズムを変えて（*TCOT+、V-TCOT）、
同 様 に 評 価 を 行 っ た。（*TCOT： True Cone-beam 
Tomography Reconstruction Algorithm）【結果】Iso-
center、100 mm off-center では、DAS 数の変化によ
って MTF に明らかな差は認めなかった。50 mm off-
center では 64 DAS のみ若干高値となったが、80, 
100, 160 DAS では MTF に明らかな差は認めなかっ
た。また、いずれの DAS 数においても off-center 位
置になるほど MTF の低下を認めた。再構成アルゴリ
ズムの違いでは、TCOT+ が V-TCOT に比し、低空
間周波数領域での MTF 値の持ち上がりが大きくなっ
たが、80, 100 DAS において MTF10％に差は認めな
かった。【考察】本検討では直径 400 mm、コントラ
スト +300 HU の円柱を測定対象としており、実際の
臨床画像（骨構造）とは乖離があるが、臨床画像でも
明らかな差は見られず、評価結果と一致した。エッジ
法による評価では DAS 数の違いにより MTF の差は
見られなかったが、ワイヤ法で測定を行ったところ、



－442－

Ⅳ　学会発表の部

DAS 数の増加、off-center 位置になるほどワイヤ像に
歪みを生じ、またアーチファクトが強く見られ、正確
な測定が困難であった。ワイヤ像の歪みやアーチファ
クトはデルリン部分では見られず、より微細で高コン
トラストな対象では被写体の歪みやアーチファクトの
影響により空間分解能の低下が生じる可能性が示唆さ
れた。【結語】エッジ法による評価において、DAS 数
の変化による面内空間分解能の変化は認めなかった。

Gd-EOB-DTPA を用いた MRI の肝細
胞相で、高信号を呈す乏血性結節（乏
血性高信号結節）のリスクについて

診療検査科（画像）
小 川 定 信
第 30 回岐阜県病院協会
　平成 26 年 10 月　郡上

【目的】　肝細胞造影相で低信号を呈す乏血性結節は、
経過観察中に多血化し治療対象となるケースを認め、
比較的リスクが高い結節とされている。今回我々は、
乏血性高信号結節が多血化する例を経験したので、
様々な観点より検討した。【方法】　2012 年 1 月から、
2014 年 3 月までに施行された EOB-MRI にて確認さ
れた乏血性高信号結節のうち、複数回の良質な検査が
行え、経過観察が可能であった 59 症例を対象とした。
多発例は最大径の 1 結節で検討を行った。検討項目は
結節内部の信号パターン、結節径の変化、存在パター
ン、結節 - 非結節部信号比である。【EOB-MRI の撮影
方法】MRI の使用装置は PHILIPS 社製 Achiva 1.5T 
Nova で、撮影 Sequence は肝腫瘍の診断に使用する
ものと同様とした。造影前は T1W1（Double echo）、
T1W1（脂肪抑制）を撮影した。造影剤は速度 1ml/
sec で、総量を体重× 0.1ml 注入し Bolus truck で下
行大動脈が濃染されるのを確認後、Dynamic-study
で動脈・門脈を各 2 相撮影した。肝細胞造影相の撮
影タイミングは、15 分以前後とした。【結果】　今回
の対象では、4 症例（6.8％）に多血化、2 症例（3.4
％）に消失、53 症例（89.8％）は非多血化を認めた。
検討項目のうち結節が経時的に増大するものは有意

（P=0.00071）に多血化を認め、結節の存在パターン
が主結節 + 小結節多発型の場合は 2 例中 1 例（50％）
もしくは単発型 7 例中 2 例（28.6％）と多血化の傾向
を認めた。【結果】　乏血性高信号結節でも、その存在
パターンと経時的なサイズの変化から、結節の多血化
に関するリスクをある程度判断できる可能性がある。

岐阜西濃地域の心エコー検査を用い
た児童心臓 3 次検診の現状

診療検査科（画像）
井上真喜、中村　学、橋本智子
日比敏男、今吉由美、橋ノ口由美子
安田　慈、堀　貴好、北洞久美子

診療検査科（検査）
遠藤友啓
第 30 回岐阜県病院協会
　平成 26 年 10 月　郡上

　先天性心疾患の早期発見の目的で、岐阜西濃地域で
は小学１年生を対象とした心臓集団検診を行ってい
る。今回心エコー検査を用いた児童心臓 3 次検診の現
状について、平成 19 年度～ 25 年度５年間の小学１年
生 20,566 名のうち対象症例 611 名について、その動
向を検討した。年次ごとの症例数は 73 ～ 97 例（平均
87.3 例）で、ほぼ変化がなかった。心エコー検査に
よる有所見率は、平成 19 年度から順に 7.2%、7.9%、
4.1%、9.3%、6.7% であった。5 年間に 31 例の心疾患
が発見された。疾患の内訳は、心房中隔欠損症 10 例

（32.3%）が最も多く、次いで左室心筋緻密化障害 8
例（25.8%）、弁膜疾患が 5 例（16.1%）、心室中隔欠損
症 3 例（9.7%）、動脈管開存症と大動脈二尖弁が各々
2 例（6.5%）、冠動脈肺動脈瘻 1 例（3.2%）であった。
心雑音や心電図などで検出しにくい、心房中隔欠損症、
左室心筋緻密化障害、弁膜症などの疾患で心エコー図
検査を用いた児童心臓検診は有用である。また就学前
に聴診で見逃されてしまった可能性のある心室中隔欠
損症や動脈管開存症などの先天性疾患の発見にも重要
な役割を果たしていると考えられる。

当院の超音波検査室の感染予防への
取り組みと現状

診療検査科（画像）
片岡　咲、乙部克彦、辻　　望
堀　　優、橋ノ口信一、堀　貴好
野田孝浩、中村　学、奥村恭己
第 30 回岐阜県病院協会
　平成 26 年 10 月　郡上

【はじめに】超音波検査は簡便に検査ができるため外
来検査室や病棟などで日常的に検査施行されている
が、この超音波検査が院内感染の原因になるというこ
とはあまり知られていない。過去に当院の超音波検査
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室では、ノロウィルス感染により 3 名の超音波検査技
師に感染者を出し、十分な感染対策が行われていなか
った時期があった。今回は当院の感染に対する過去の
取り組みと現状について報告する。【方法】過去に行
った調査は、1. 超音波検査技師に対しウィルス性腸炎
の画像所見についての調査、2. 患者ごとに手指消毒を
行っているか、また感染患者への対応（マスク・手袋・
ガウンの着用・リネン類）について、3. 抜き打ちで超
音波プローブの表面を直接血液寒天培地皿につけ、炭
酸ガス培養にて 72 時間培養し、細菌汚染の検出を行
った。【結果】 1. 拡張型腸炎の画像所見に対する知識
が不十分であった。 2. 感染への知識やその予防策が
不十分であった。 3. 培養検査結果は、常在菌が検出
されたが、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌が検出さ
れたプローブもあった。以上の結果より下記の対応策
を行った。 1. ノロウィルスを含めた感染性腸炎の画
像所見を再確認し周知させた。 2. 標準予防策である
手指消毒の徹底、感染症が疑われる患者にたいしては、
マスクや手袋、ガウンの着用、検査枕やベッドカバー
などリネン類の交換など行った。 3. ペーパータオル
によるプローブに付着したゼリーの拭き取りを徹底さ
せ、感染症が疑われる場合は、エタノール消毒液やア
ミスティ衛生水を併用した。また個々が感染対策を実
践できるようにマニュアルを作成し、実演をふまえ周
知徹底させた。以後、超音波検査室の検査技師からノ
ロウィルス感染者は 1 名も出していない。【まとめ】
病院や医療機関はさまざまな病原体に感染しやすい場
であり、医師や看護師だけではなく、超音波検査技師
にとっても感染に対する知識や対応が非常に重要であ
る。

ステントグラフト内挿術後の type2 
endoleak 予見因子としての下腸間膜
動脈および腰動脈の形態の検討

診療検査科（画像）
近藤賢洋、坂野信也、竹中和幸
市川宏紀、高田　賢、後藤竜也
田中敬介、野田孝浩、奥村恭己
第 7 回中部放射線医療技術学術大会
　平成 26 年 11 月　名古屋

【演題】ステントグラフト内挿術後の type2 endoleak
予見因子としての下腸間膜動脈および腰動脈の形態
の検討【目的】ステントグラフト内挿術（EVAR）前
CT の下腸間膜動脈（IMA）、腰動脈（LA）の形態を
評価し、EVAR 後の type2 endoleak（EL2）の発生

に関連する因子かどうか検討を行った。【方法】対象
:EVAR 後 1 年以上経過観察し、CT 検査が施行され
た 80 症例期間：2009 年 4 月 1 日～ 2013 年 8 月 31 日
　検討項目：EVAR 後 CT にて EL2 有群と無群の各々
40 症例について、EVAR 前 CT で以下の項目を比較
した。IMA：①開存の割合、②開口部周囲血栓有の
割合、③開口部血管径 LA：④開存分枝数、⑤開口部
周囲血栓有の割合、⑥開口部血管径【結果】EL2 有；
無： ① 100%；55%（p ＜ 0.01）、 ② 13%；50%（p ＜
0.01）、③平均 3.7mm；平均 3.3mm（p ＜ 0.01）、④平
均 4.9 本； 平 均 3.5 本（p ＜ 0.01）、 ⑤ 12%；25%（p
＜ 0.01）、⑥平均 2.9mm；平均 2.8mm（p=0.12）【結
語】EVAR 前 CT の IMA、LA の形態は、EVAR 後
の EL2 の発生に関連する因子であることが示唆され
た。

心電図同期心筋血流 SPECT と組織
ドプラ心エコー法を用いた左室拡張
能の関係

診療検査科（画像）
中村　学、丹羽文彦、古川雅一
西脇弘純
第 34 回日本核医学技術学会総会学術大会
　平成 26 年 11 月　大阪

【目的】心電図同期心筋血流 SPECT（GMPS）による
左室時間容積曲線より算出される拡張能指標と組織ド
プラ心エコー法（TDI）の拡張能指標との関係を検討
した。【対象および方法】GMPS と TDI を同時期に施
行した心疾患患者 40 例を対象とした。GMPS による
LVEF は平均 76 ± 9.5% であった。GMPS は 99mTc
製剤を用い、R-R16 分割、マトリクスサイズ 128×
128 にて QGS により時間容積曲線から最大充満速度

（PFR）、最大充満到達時間（TPFR）、早期平均充満
速度（1/3MFR）を算出した。TDI は左室流入血流拡
張早期波高（E）と、左室弛緩能の指標である心室中
隔（S）および側壁（L）での拡張早期僧帽弁輪部運
動速度（e´）を計測した。左室充満圧の指標として、
中隔、側壁それぞれの E/e´ および両者の平均 E/
e´（M）を算出し、GMPS と TDI の各指標との関係
をみた。【結果】1. GMPS それぞれの指標と e’のい
ずれにおいても良い相関を示さなかった。2．PFR お
よび TPFR と E/e´ それぞれの指標とは、いずれも
有意な相関を示さなかった。しかしながら、1/3MFR
は E/e´（S）：R=0.56，P ＜ 0.001、E/e´（M）：
R=0.51，P ＜ 0.001 の有意な負の相関を示した。【結論】
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GMPS を用いた早期平均充満速度は、TDI による左
室充満圧の指標と関係があることが示唆された。

心筋血流 SPECT における
体動補正の有用性

診療検査科（画像）
丹羽文彦、中村　学、古川雅一
西脇弘純
第 34 回日本核医学技術学会総会学術大会
　平成 26 年 11 月　大阪

【目的】心筋 SPECT において心筋ファントム用い、
モーションアーチファクトに対する体動補正ソフトウ
ェアの有用性と限界について検討した。【使用機器】
ガンマカメラ：日立 Bright View X、心筋ファントム：
京都科学社 RH-2 型【方法】コントロールとして心筋
ファントムを移動させず SPECT 収集し、QPS で左
室の volume、wall、defect を算出した。次に SPECT
収集中に心筋ファントムを体軸方向に 1 回移動、連続
移動 : および往復移動をそれぞれについて 1cm、 2cm、 
3cm、4cm の移動距離で行い、画像再構成をした。そ
れぞれについて、体動補正の有無での volume、wall、
defect を算出し比較を行った。【結果】すべての移動
方法において体動補正を用いることにより、コントロ
ールに比べ volume は低値に、wall および defect で
は高値に算出される傾向にあった。volume は 1 回移
動、連続移動、往復移動ともに移動距離が 2cm 以内
において、体動補正有りではコントロール値の 86%
以上となり、おおむね補正可能であった。wall では、
補正の有無で有意差は認められなかった。defectでは、
移動距離が 2cm 以内であれば体動補正を用いること
により補正可能であった。【結語】心筋 SPECT にお
いて、体動補正を用いることによりモーションアーチ
ファクトが低減できることが示唆された。

乳がん症例での CAD の検出能

診療検査科（画像）
飯沼裕美、吉田芽衣、太田莉乃
辻　　望

外　　科
亀井 桂太郎
日本乳癌検診学会学術総会

　平成 26 年 11 月　前橋
【目的】当院では 2012 年 7 月に FUJI 社製の乳がん診
断支援システム MVSR657EG（以下 CAD）を導入し
た。そこで CAD の性能を把握し、有効利用するた
め、乳がん症例での CAD の検出能を検討した。【方
法】2012 年 7 月～ 2014 年 3 月に当院で MMG を撮
影し、乳がんと診断された 194 症例の CAD 結果と
MMG 読影結果との比較を行った。【結果】CAD の陽
性率は 84％（163/194）で、偽陰性は 31 症例であっ
た。CAD の陽性率は、MMG 所見別では石灰化 92.7
％（51/55）、腫瘤 89.0％（89/100）、構築の乱れ 57.9
％（11/19）、FAD60％（12/20）、背景乳腺構成別で
は脂肪性 100％（15/15）、散在 88.0％（88/100）、不
均一高濃度 76.0％（57/75）、高濃度 75.0％（3/4）、腫
瘤症例での境界及び辺縁別では境界明瞭平滑 100％

（22/22）、微細分葉・鋸歯状 94.4％（17/18）、境界不
明瞭 86.7％（26/30）、スピキュラ 85.7％（24/28）、評
価困難 0％（0/2）であった。また偽陰性 31 症例うち
22 症例の病変位置が乳腺・脂肪の境界である乳腺後
壁であった。【まとめ】CAD の検出能に一定の傾向が
みられた。CAD の性能、特に偽陰性の傾向の理解し
たうえでの利用が肝要であると考えられる。

虚血性心疾患における
遅延造影早期像の検討

診療検査科（画像）
石川照芳、小川定信、高橋健一
若畑　茜、傍島篤洋、川地俊明
古川雅一、丹羽文彦、西脇弘純
加藤　勲
第 52 回岐阜県 MR 技術研究会
　平成 26 年 11 月　関

【はじめに】近年、心臓 MRI における心筋の Viability
評価や局所心筋障害の評価においてその有用性が数多
く報告されており、Microvascularobstruction（MVO：
微小血管障害）の存在は、予後不良の予測因子であ
ることが知られている。【目的】虚血性心疾患におけ
る遅延造影検査において、早期、後期像の 2 相を撮
像し、濃染（梗塞）範囲や MVO の検出において早期
像の有用性を検討する。【対象】2012 年 1 月～ 2013
年 5 月までに、初回の虚血性心疾患が疑われ、心臓
MRI 検査を施行し、呼吸停止不良や不整脈による解
析困難例を除いた急性期症例（PCI 施行後 2-10 以内）
14 例、慢性期症例（発症より 3 カ月以上）13 例であ
る。このうち 11 例においては急性期、慢性期ともに
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遅延造影 MRI が施行されている。【使用機器】MRI：
Achiva 1.5T nova （Philips 社製）【方法】遅延造影早
期像として安静時 perfusion 撮像後、造影剤の追加投
与を行い、急性期は 1 分後、慢性期は 2 分後に左室
短軸面断層像（short-axis ）を撮像。次に急性期は 3
分後、慢性期は 5 分後に遅延造影後期像を撮像。尚、
TI の null point は早期では 440msec に固定し、後期
は look　locker にて随時変更して行った。【評価方
法】遅延造影早期、後期像の各々に対し心筋の total 
volume、遅延濃染域を算出し 1） %DE（MI volume
を total volume で除したもの） 、2） MVO の有無と
MVO volume を比較検討した。【結果】1）％ DE は
遅延造影後期像にて早期像に比し濃染範囲が、上昇し
たのが 4 例、ほぼ同様は 10 例、減少したのは 0 例で、
慢性期では 6 例、7 例、0 例であり、早期像で濃染域
が大きくなったのは 1 例も認めなかった。2） MVO は
急性期で 13 例、慢性期では 3 例認め、早期像の方が
その volume も大きかった。【考察】遅延造影早期像
にて濃染範囲が小さくなる傾向を示したのは、特に心
尖部で正常域や、内腔との境界面を正確に捕らえられ
ないためと思われ、null　point の設定など検討が必
要である。また、MVO が後期で減少し、volume も
小さくなったのは、撮像時間内にも MVO 内に造影剤
が取り込まれているためであった。　【結語】遅延造
影早期像は MVO の検出に有用であるが、濃染（梗塞）
域をとらえるにはnull pointなどの検討が必要である。

大垣市民病院における肺がんに対す
る体幹部定位放射線治療について

診療検査科（画像）
岩本康史、高木　等、松山哲也

藤田保健衛生大学　医学部
小林英敏
放射線治療技術研究会
　平成 26 年 12 月　関

当 院 で は、BrainLAB 社 の Nobvalis Tx と 東 芝 の
Asteion、iPlan を使用している。また、体幹部定位放
射線治療の固定具には、S/N 式の固定具と呼吸抑制
用のマジックバンド、低反発ウレタンマットレスを
使用している。従来の固定具には、HipFix と VacLoc
と固定シェルを使用する方法が多かったが、様々な問
題点と低反発ウレタンマットレスの有効性を考慮して
本式を使用している。低反発ウレタンマットレスによ
るセットアップの安定性・精度・皮膚表面線量への影
響について検証を行い、良好であった。また、CT セ

ットアップ時には、独自のナビシステムを使用するこ
とでいつでも体軸が一致できるようにしている。肺の
呼吸性移動には、移動量、腫瘍の大きさと位置、移動
の軌跡、呼吸位相の変化の 4 つの要因がある。この呼
吸性移動の対策として、当院ではメトロノーム法と
腹部圧迫、浅呼吸法を使用している。また、放射線
治療計画用 CT にて、自由呼吸気下、浅吸気下、浅呼
気下、自由呼吸気化での Slow scan、HRCT を撮影し
て、呼吸相での移動量を確認している。これにより、
計画時のマージンを決定している。治療計画はもちろ
ん、ARIA や RIS における情報はとても重要である。
これらを保存し、整理しておくことで、計画の確認は
もちろん、非常勤医師が簡単に閲覧でき、また、必要
に応じていつでも提出できるようにしている。体幹部
定位放射線治療を受けられる患者に対して、この治療
法の内容を十分に御理解頂き、御協力をして頂くこと
が最も重要である。そのために、説明スライドを作成
し、医学物理士が技術的な側面から、懇切丁寧に分か
りやすく説明している。特に、高齢者が多い本治療法
には、欠かすことができない事である。紹介された時
点では、患者は放射線治療に対して理解が出来ていな
いので、初診から照射までの間に何度も説明を行い、
不安を少なくしてから治療を施行している。どのよう
な治療手法で体幹部定位放射線治療を実施しているだ
けでなく、採用している手法に対して医師・技師が自
信をもって実施することが重要である。

前立腺がん IMRT における放射線治
療計画用 CT 撮影についての検討

診療検査科（画像）
高木　等

藤田保健衛生大学　医学部
小林英敏、伊藤文隆、大家祐実

藤田保健衛生大学　健康科学部
林　直樹
第 27 回日本放射線腫瘍学会学術大会
　平成 26 年 12 月　横浜

【目的】前立腺がんに対して CBCT を利用して、
IMRT を実施する上で、放射線治療計画用 CT（以下、
RTP-CT）膀胱内尿量および直腸内糞便・ガスの存在
は位置照合に大きく影響を与える。尿量調整は、超音
波検査にて可能であるが、直腸内の状態を整えるのは
困難な場合が多い。そこで、RTP-CT を施行する適
切な時期および適性回数について検討したので報告す
る。【方法】　平成 25 年 2 月～平成 26 年 5 月までの前
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立腺がん IMRT：50 症例において、RTP-CT の照射
開始に対する実施時期の設定および RTP-CT の適性
施行回数を決定する。最終的に、CBCT による位置
照合結果が向上している事を証明する。【結果】RTP-
CT は、IMRT 照射開始１ヶ月前、消化管内ガス駆除
剤を処方して２週間前に尿量調節をした上で撮像し放
射線治療計画を実施することにより、CBCT による
前立腺の位置照合結果が、1.7 ± 1.5mm と良好であっ
た。【結論】前立腺がん IMRT において、RTP-CT は
最低２回の撮像が有効である。生理的再現性の良好な
RTP-CT 画像による放射線治療計画があって始めて、
位置照合の結果の向上に繋がると考える。

Ga シンチ像と CT 像との Fusion が
熱源特定に有用であった症例

診療検査科（画像）
古川雅一

診療検査科（画像）
丹羽文彦、西脇弘純、加藤　勲
川地俊明
第 45 回岐阜核医学談話会
　平成 27 年 2 月　羽島

《患者背景》83 歳　女性：201X 年 X 月 X 日　胸部圧
迫感で救急搬送。CT でⅠ型の大動脈解離と判明し同
日上行大動脈置換術施行。ope 後に発熱が頻発し、熱
源検索の目的で Ga シンチ施行。《Fusion に至った経
緯》Ga シンチの total body 像では、ope を行った胸
部（縦隔）に異常集積はみられなかったが、右下腹部
に腸管とは異なる異常集積が確認され SPECT の追加
撮像を行ったが詳細な位置の同定には至らなかった。
その為 Ga シンチ前に施行されていた胸腹部 CT 画像
と Ga-SPECT 像を Work station に転送、Fusion を行
った。《結果》CT 像と Ga-SPECT 像の Fusion により
熱源は右下腹部の膿瘍であることが確認できた。《問
題点》CT と Ga-SPECT 検査日は同一ではないこと。
また SPECT-CT のように同一寝台での検査ではない
為、Fusion の位置合わせが困難かつ不正確であるこ
とが挙げられる。《結語》既存の装置を活用すること
により SPECT-CT と同等の診断能向上が期待できる。

当院のシステムダウン時の対応につ
いて（大災害の対応を含めて）

診療検査科（画像）
伊 藤 益 弘
岐阜県放射線技師会 医療情報研究会
　平成 27 年 2 月　関

はじめに：阪神淡路大震災から 20 年、東日本大震災
から約４年が経過し、各施設で震災を含めたシステム
ダウンの対応を改めて見直す機会と考えます。そこで
当研究会の基本でもある「医療情報の共有」を目的
に、当院におけるシステムダウン時のマニュアルと年
に一度行っている大災害模擬訓練について概説しまし
た。（システムダウン時のマニュアル）マニュアルの
作成及びダウン時の対応は院内の電算化に関する委員
会が中心的な働きをし、その組織下に 25 部門システ
ムがあります。放射線部門システムは各モダリティか
らなるワーキンググループで構成されています。マニ
ュアルの内容は、軽いダウン時「レベル 1」から震災
時相当の「レベル 6」に分類し、それぞれに対応した
マニュアルを作成しています。オーダリングシステム
及び RIS システムがダウンした場合（レベル 4,2 に相
当）オーダーは紙運用となりますが、簡便を図る為オ
ーダー用紙は１枚ですべてのオーダーができ、内容も
チェック方式の様式としました。また、用紙は後処理
を考慮し診療控え、放射線控え、医事請求用の三枚綴
りとなっています。放射線部門システムでは過去にレ
ベル 2 のシステムダウンを３回経験しており、重要な
ことは迅速で正確な判断であると考えます。（大災害
模擬訓練）年に一度、大規模災害を想定した模擬訓練
を行っています。内容は防災対策委員会がシナリオを
作成し、DMAT を含む 100 人を超える参加スタッフ
で行います。訓練では時間的状況の把握とトリアージ、
またその対応が重要視されます。放射線技師は３名が
参加し仮想疾患のプリント画像を運搬します。訓練時
でも電話は鳴り続けパニックとなっており、実際に大
震災が起こった時は訓練以上の混乱が予測され、日ご
ろからの心構えも重要と考えます。（まとめ）当院に
おけるシステムダウン時のマニュアルと大災害模擬訓
練について概説しました。各施設で参考にして頂けれ
ば幸いと考えます。
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〔シンポジウム〕

被曝（頭部）

診療検査科（画像）
中 村 祐 介
第 44 回 岐阜県 CT 研究会
　平成 26 年 5 月　関

【背景】・CT 頭部撮影では、脳梗塞早期の early CT 
sign のような脳実質の器質的変化を描出するために、 
脳室、脳溝が明瞭で、白質と灰白質を十分に識別でき
るコントラストが得られるだけの高線量が必要であ
る。・頭部 CT 撮影では、放射線感受性の高い水晶体
の被曝低減が焦点となる。・JART（2006）の頭部 CT
の被曝線量のガイダンスレベルは CTDIvol:65mGy
である。【使用機器】・外来患者用：Aquilion16（東
芝メディカルシステムズ株式会社）SOMATOM 
Definition AS+（SIEMENS）・救急患者用：Aquilion 
ONE  （東芝メディカルシステムズ株式会社）【被曝
低減への取り組み】① CT-AEC の使用　②基準線を
GM-line とする　③頭部 + 顔面撮影での分割撮影【当
院における頭部 CT 撮影の現状・考え　まとめ】・撮
影線量はガイダンスレベルより高値である（脳神経外
科との協議により決定）。・CT-AEC の使用で 40% 程
度の被曝低減が可能である。・基準線を GM line とす
ることで水晶体被曝の低減を試みている。・顔面を含
む広範囲な撮影の場合は頭部と顔面を分割して撮影す
ることで被曝低減が可能である。

〔シンポジウム〕

当院における日常点検について（機器
管理ソフト CEIA を用いた日常点検）

診療検査科（画像）
福 島 智 久
第 1 回西濃画像研究会
　平成 26 年 6 月　養老

【背景】平成 19 年 4 月の医療法施行規則改定に伴う医
療機器の安全使用体制規定からも言えるように、患者
の安全を確保する上でその管理、運用は重要な事項の
ひとつです。当院では平成 22 年 10 月に医療機器管を
維持管理することを目的で管理ソフト「CEIA」を導
入しました。【目的】今回我々は、医療機器管理シス
テム「CEIA」の機能の一つである「日常点検」につ

いてその概要と使用経験を報告しました。【運用】まず、
ワーキンググループを立ち上げモダリティ別に装置を
登録しました。日常（始業、終業）点検は装置毎に点
検項目を作成し、院内ネットワークに接続されている
ＰＣ全てから、Web にて入力します。入力はチェッ
ク形式で、不具合があった場合は随時記載します。デ
ータは毎日入力しすべて保管、管理しています。必要
に応じて、印刷も可能です。【まとめ】今回、医療機
器管理システム「CEIA」による日常点検について概
説しました。ワーキンググループにてモダリティ別に
点検項目を作成した。チェック形式の日常点検は簡便
で負担が軽減されました。院内ネットワークに接続さ
れているＰＣ全てから、Web にて入力・閲覧が可能
であり、日常点検および点検記録の検索、印刷が容易
に出来るようになりました。点検業務の運用、管理デ
ジタル化ができ、有用でした。

〔シンポジウム〕

技師読影に必要な知識と臨床教育

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
第 30 回日本放射線技師総合学術大会
　平成 26 年 9 月　別府

　当病院の技師読影の実際と臨床教育について、以下
の内容でプレゼンテーションをする。１．大垣市民病
院の概要　２．当画像部門の体制と技師教育体制　３．
技師読影の実際（各モダリテｨ毎の技師所見記載）４．
読影の基礎知識（臨床知識）の必要性と実践　５．技
師読影の課題
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〔シンポジウム〕

体幹部定位照射（肺病変）固定方法、
呼吸管理、治療計画について

診療検査科（画像）
高 木  等
平成 26 年度東海放射線腫瘍研究会技術部会
　平成 26 年 10 月　名古屋

　大垣市民病院放射線治療室におけるオリジナルの体
幹部定位照射（肺病変）固定方法、呼吸管理、治療計
画について述べた。

〔シンポジウム〕

肝切除ナビゲーション

診療検査科（画像）
後 藤 竜 也
岐阜県 CT 研究会
　平成 26 年 10 月　下呂

①適応・肝臓がん（原発性肝がん）・転移性肝がん
②使用機器、撮影条件、再構成条件・X 線 CT 装置　
SOMATOM Definision AS+（SIEMENS Japan）64 
列・3D 画像処理装置　SYNAPSE VINCENT（富士
フイルムメディカル株式会社）< 撮影条件 > 撮影方
式：ヘリカルスキャン、管電圧：120 kVp、管電流：
Care Dose 4D 使用。Quality reference mAs は単純で
280 mAs、早期動脈相で 250 mAs、後期動脈相で 280 
mAs、 門脈相で 400 mAs、平行相で 280 mAs に設定、 
rotation time：0.5 sec、scan configuration：64×0.5 
mm、pitch factor：単純、平衡相で 0.8、 早期、後期
動脈相で 1.0 、門脈相で 0.7 を使用。PACS への転送
は単純、後期動脈相、門脈相、平行相。VINCENT へ
の転送は早期動脈相、門脈相。（平衡相）　< 再構成条
件 > ｽﾗｲｽ厚：5.0 mm、再構成間隔：5.0 mm（読影用）
再構成関数：B31f　ｽﾗｲｽ厚：0.75 mm、再構成間隔：
0.4 mm（3D 作成用）再構成関数：B26f ③造影剤注入
条件、前処置、エアー注入量、ポジショニングなど・
造影剤注入量：十分なヨード量を担保できる患者に
関しては 630 mgI/kg を基本とする。イオヘキソール
300 ： 100 ml、150 ml シリンジ、イオパミドール 370 
： 100 ml シリンジ使用可。造影剤注入時間は 25 秒注
入とし、 いずれも生食後押しを 30 ml、5 ml/s で行っ
ている。④ポイント・当院では技師が VINCENT 3D 

viewer で動脈、門脈の 3D 作成を行っている。・この
うち手術適応の患者を医師自ら解析ソフトを操作し、
術前シミュレーション（脈管構造、切離面の確認、肝
予備能把握）を兼ねて 3D 作成する・医師が作成する
3D 画像は肝機能解析測定を用いた、 動脈、門脈、静
脈の 3D 画像である・その為門脈相における肝静脈の
濃染が不十分な場合、平衡相も上記と同様の再構成条
件で転送している・技師側が作成する 3D 画像で医師
より依頼されている点は、2 点で、 肝門部における動
脈の走行、4 次分枝までの門脈の画像である。肝実質
と門脈末梢とのコントラストが弱い場合、スムージン
グフィルタを用いノイズ除去を行っている・いずれも
バラエティー豊富な血管であり、所見レポートにその
形態を記載している。

〔シンポジウム〕

当院の超音波検査の新人教育について

診療検査科（画像）
乙 部 克 彦
第 38 回岐阜県超音波研究会　
　平成 26 年 11 月　高山

　2013 年度の当院の超音波検査数は、67060 件（腹部
領域：29594、表在領域：10954、健診：2501、心臓
領域：17040、胎児：709、血管領域 6262）で一日平
均は 250 ～ 300 件である。これらの検査を技師 15 名

（腹部・表在領域：9.5 名、心臓領域：4.5 名、血管領
域 1 名）で対応している。また当院には健康管理セン
ターと一般外来超音波検査が存在するが、新人は一般
外来超音波検査から業務を開始している。腹部領域の
超音波検査の新人教育のスゲジュールは、US 経験年
数 3 年以上の超音波検査士を有する者を教育担当者と
し、最初の 2 週間は見学を主体としている。見学期間
中は、当院で作成した超音波検査マニュアルを参考に、
ボランテイア被験者を用いてスクリーニング検査がで
きるようにトレーニングしている。3 週目より、実際
の患者さんに対して検査を行い、1 ｹ月間は全例に対
しダブルチェックを行っている。その後は、基本的に
1 名で検査を行うが、①以前チェックされたものが描
出できない、②描出不良な臓器がある、③自分では判
断できないような所見がある、④腹痛や下血など主訴
があるが所見がない、⑤腫瘍マーカーが高いが所見が
無い、⑥他検査で異常を指摘されているが所見がない
など、そのような時はダブルチェックを行っている。
最終的にダブルチェックが少なくなるのは半年から 1
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年くらいかかっている。レポート記載に関しても同様
に、教育担当者から 1 ｹ月間は、全例ダブルチェック
する。それ以降は自己では判断できないものに対して、
その都度チェックしてもらい記載する。過去に CT や
MRI 等の検査経験ある方は、教育もスムーズである
が、過去に画像検査に携わっていない者や全くの新人
はさらに教育期間が長くなっているのが現状である。
また新人のみではなく、レポート記載の精度を高める
ために、 検出された超音波所見を CT、MRI 等の他検
査と比較し整合性を行っており、院内の消化器や外科
の症例検討会等にも参加している。

〔シンポジウム〕

虚血性心疾患におけるモダリティ連
携：MR 担当

診療検査科（画像）
石 川 照 芳
第 18 回岐阜県診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 11 月　関

【はじめに】心臓 MRI はシネ MRI による左室、右室
機能と局所壁運動の評価、T2 強調像による心筋の炎
症や浮腫の検出、負荷 / 安静 perfusion による心筋虚
血の有無、遅延造影 MRI による梗塞心筋巣の検出と
壁内深達度による心筋 viabilty（壁運動の回復程度）
の評価、冠動脈 MRA による形態診断など、one-stop 
shop として、高い診断能や予後評価における有用性
が数多く報告されている。しかし、一連の検査を行う
と 1 時間程度を要し、患者の精神的苦痛等から他の
モダリティ（特に心臓 CT）と比較してあまり普及し
ていないのが現状である。「虚血性心疾患におけるモ
ダリティ連携」当院では 2007 年 philips 社製 Achieva 
1.5T（5ch:cardiac coil）導入を機に心臓 MRI を行っ
ているが、虚血性心疾患における検査は年々減少傾向

（49/80 件→ 8/73 件）にある。検査時間や予約状況が
大きな原因となっている。そこで、当院では撮像シー
ケンスを必要最小限におさえ、冠動脈 MRA を分離す
ることで検査時間の短縮を図っている。本シンポジウ
ムでは SCMR（Society for Cardiovascular MR）によ
る心臓 MRI 検査標準プロトコール（2013 更新）をも
とに当院で撮像しているシーケンスを紹介し症例を提
示する。連携に関しては MRI 検査前に HIS、RIS よ
り患者情報や、他モダリティの検査結果が閲覧できる
ため、撮影断面の追加やβブロッカー使用の有無な
どの確認を行っている。検査後は一次所見レポートと
して各モダリティ間で比較できる様、心機能の解析結

果、虚血領域や梗塞巣の壁内進達度について画像を添
付している。また、次回検査時のために呼吸停止不良
による撮影時の工夫や追加断面などはこの一次所見レ
ポートに記載している。本シンポジウムでは実際のレ
ポートを提示し報告した。

〔シンポジウム〕

頭頸部血管障害における診療
超音波の役割

診療検査科（画像）
安 田 英 明
第 18 回岐阜県診療放射線技師学術大会
　平成 26 年 11 月　関

【はじめに】　超音波を用いた血管診療は、無侵襲に行
えるため、早期の動脈硬化スクリーニングから診断・
治療効果判定・経過観察に活用されている。特に頸動
脈の硬化度が全身の動脈硬化度を反映するとされ、頸
動脈超音波検査は広く行われている。そこで今回、頸
部血管診療における超音波の利点・欠点・役割につい
て述べる。【検査対象】・早期の動脈硬化スクリーニン
グ（全身の動脈硬化の指標）・冠疾患患者・脳血管障
害患者・治療効果判定・心・大血管術前　等　【超音
波の利点】・一番の利点は無侵襲であるので、診断か
ら治療効果判定・経過観察まで繰り返し何度でも行え
るということである。・1mm 程の血管壁の評価ができ、
早期の動脈硬化スクリーニングから、高度狭窄の評価、
血流動態（方向）までリアルタイムに評価できる。・
プラークの性状を評価できる。・ドプラ法を活用すれ
ば、描出されていない部位の病態を推測できる。【超
音波の欠点】・描出範囲が頸部に限られ、CT や MRI
に比べると狭い。・高度石灰化病変では、内腔の評価
ができない。【超音波の役割】・内中膜複合体厚（IMT）
の評価：全身の動脈硬化の指標とされている。・プラ
ークの性状評価：エコー輝度、均一性、表面の状態等
で評価する。・狭窄率評価：径狭窄率、面積狭窄率、
収縮期最大流速で評価する。【他のモダリティとの連
携】超音波は無侵襲ということで、第一選択として検
査される事が多い。したがって、その利点を生かした
画像情報を提供し、診療に役立てる。また、超音波で
は情報が不十分となった症例では、他の検査で補える
ように報告する。
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〔シンポジウム〕

当院における股関節撮影

診療検査科（画像）
喜 早 亮 介
第 7 回 X 線撮影技術読影研究会
　平成 26 年 11 月　関

【当院の股関節撮影】当院での一般撮影は 11.736 件 /
月の検査を行っています。その中で整形領域の撮影検
査数は 13％を占め、股関節撮影は整形領域の撮影で
最も件数が多い部位です。股関節撮影の件数の年代比
は 60 歳代から増加し始め、80 歳代で最も多くなって
います。今回は当院の股関節撮影の大半を占める高齢
者に絞り、撮影法、骨折の種類、原因について概説し
ます。【当院の撮影法】股関節撮影は基本、臥位ブッ
キーで撮影し、正面とラウエンシュタイン氏Ⅰ法を基
準撮影としています。正面撮影では前捻角を考慮し、
下肢を伸展位で軽度内旋します。救急撮影など、ポジ
ショニングが困難な場合は、可能なら複数の技師で対
応し、より安全に撮影を行い、場合によっては発泡ス
チロールで撮影した補助具を用いて撮影します。【骨
折の種類】股関節の骨折には脱臼骨折、大腿骨頭骨折、
大腿頸部骨折、大腿骨転子下骨折などがあり、その中
にもさまざまなに分類され、それらの分類を熟知する
ことは重要です。【高齢者の骨折原因】高齢者の股関
節骨折は骨粗しょう症が原因であることが多いです。
骨粗しょう症においては、日常生活程度の負荷によっ
て骨折を引き起こすことがあり、骨粗しょう症でみら
れる骨折は椎体骨折が最も多く、次いで大腿骨近位部
骨折です。骨塩定量は高齢者が自身の骨密度について
関心を持つことにより、生活習慣の改善や薬物療法を
施行し、骨粗しょう症による骨折を減らすことができ
ると考えます。【まとめ】股関節撮影の当院での現状
と骨折の分類を中心に概説しました。骨折には細かい
分類があり、熟知することが大切であると考えます。
また、高齢者の骨折の原因には骨粗しょう症が密接に
関係し、骨粗しょう症を診断することで骨折の予防が
できる可能性が示唆されます。

〔シンポジウム〕

技師の読影について

診療検査科（画像）
丹 羽 文 彦
第 174 回日本核医学技術学会東海地方会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　当院における一次読影の現状について、大垣市民病
院の現状、当院で一次読影が始まった背景、技師のロ
ーテーションについて、また、核医学検査数の偏移、
現在の内訳等につき説明し、一次読影の意義として、
①医師との W チェックによる所見の見逃し防止②医
師、技師が読影しやすい診断に有用な画像の提供③医
師との信頼関係の構築④自身の知識向上が上げられ、
課題としては、心理的ストレス・身体的ストレス（見
逃し・誤判断、業務量増加、疲労）、検査とレポート
作成の時間配分（適正な人員配置 、時間外労働）、教
育（教育の標準化）、個人の能力差、モチベーション
維持などが考えられる。最後に結語として最良の画像
の提供し、簡潔で的確なレポートを提出する。さらに
は、カンファレンスなどに出席し、臨床医とコミュニ
ケーションをとり、一次読影をすることにより、読影
力の向上にも繋がる。そして画像診断における自分の
仕事の質を評価し、職業的責任を負うことになり、最
終的には検査を依頼した主治医に対して、核医学検査
を依頼してよかったと思わせることが大事である。

〔シンポジウム〕

救命救急、血管撮影

診療検査科（画像）
竹 中 和 幸
第 56 回東海四県放射線技師学術大会
　平成 27 年 2 月　名古屋

　当院における読影補助体制について、特にテーマで
ある救命救急、血管撮影について現状、問題点などに
ついて述べた。まず当院の救急業務の概要と読影環境
について紹介した。平成 24 年 1 月の新救命救急セン
ター開設にあたり当直体制の見直し（人員、業務内容、
呼出し体制）を行ない、従来救命救急に隣接していな
かった CT 装置を配備し、時間外勤務担当者が CT（胸
部～骨盤部領域を主とする）の読影補助を原則全例
行なっている。特殊な読影補助として外傷全身 CT や
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Ai-CT は撮影範囲の読影補助を行なっている。冠動
脈 CT や下肢動脈 CT も原則撮影者にて読影補助を行
なっている。一般撮影は原則、書面に残る形では行な
っていない。骨折の有無など聞かれた際は口頭で返事
を行なうことはある。また、術後遺残ガーゼ確認目的
の撮影では明らかな物がある時は医師に直接伝えてい
る。血管撮影では各診療科毎に検査結果を記載してお
り、インターベンションの内容によってはステントや
コイルのサイズ、血管走行の助言等を行うこともある。
ただし、技師の力量に依るところも多く、必須ではな
い。当院の読影補助業務は救命救急においては重大所
見、偶発所見（悪性腫瘍など）を指摘することで煩雑
な医師の診療業務の一助の側面がある。ただし、年々
CT 件数は増加しつつ、勤務者の負担も大きいことが
アンケート結果で得られた。CT の読影補助業務や血
管撮影業務を行うにあたり約 1 年程度の教育期間を必
要とするが部門としてフォローしている。シンポジウ
ムでは 4 施設にて読影補助体制の構築方法や医師に求
められる事などを各施設の見解で意見を述べた。

〔パネルディスカッション〕

急性腹症完全制覇
「見るべきところ」に「答え」あり

診療検査科（画像）
川 地 俊 明
第 63 回日本医学検査学会
　平成 26 年 5 月　新潟

肝および膵病変を提示して解説した。
症例１　肝周囲炎（FHC）
症例２　膵仮性嚢胞
初心者に対して、ベテラン技師が急性腹症疾患の超音
波所見をどの様に捉え、最終報告するのかを示した。

〔パネルディスカッション〕

当院の血管専門検査室の現状

診療検査科（画像）
安田英明、奥村恭己
第 2 回東海血管検査研究会

　平成 26 年 8 月　名古屋

【はじめに】近年、食生活の欧米化による糖尿病、脂
質異常症等の生活習慣病に伴う動脈硬化性病変が増加
している。また医療機器の進歩により、全身の血管の
詳細な診断が、無侵襲に行えるようになり、血管検査
の需要も増加している。こうした背景の中で、当院で
も平成 24 年 10 月に血管検査の質の向上と集約化を目
的に血管専門検査室が開設された。そこで、開設して
からの検査推移を分析し、施設紹介と共に述べる。【施
設紹介】診療棟（1 病棟）2 階に開設された。  所有機器：
超音波装置 1 台、ABI 測定装置 2 台、SPP 測定装置 1
台　FMD 測定装置 1 台  構成人員：診療放射線技師
1 名（CVT）、臨床検査技師 2 名、受付 1 名【検査状況】
基本的には事前予約制だが、当日も随時受け付けてい
る。検査数は開設以来増加し、超音波検査は 2.5 倍に、
生理機能検査は 1.3 倍程になった。最近の検査数は超
音波検査が 1 日平均 13 件で、最大 22 件。生理機能検
査が 1 日平均 11 件で、最大 22 件である。

〔セミナー〕

血管診療に携わるコメディカルの役割

診療検査科（画像）
安 田 英 明
日本心血管インターベンション治療学会
第 31 回東海北陸地方会
　平成 26 年 4 月　名古屋

　血管診療に携わるコメディカルの役割について、放
射線技師の役割を中心に述べた。

〔セミナー〕

講座Ⅳ　感染対策

診療検査科（画像）
野 田 孝 浩
平成 26 年度診療放射線技師のための
フレッシャーズセミナー並びに夏季セミナー
　平成 26 年 7 月　美濃加茂

【はじめに】診療放射線技師に必要な感染対策の知識
とは、すなわち、医療従事者であるからこそ知ってお
くべき感染管理の基本と言い換えても良いでしょう。
本日は、短い時間ではありますが、今年度診療放射線



－452－

Ⅳ　学会発表の部

技師として就職された皆さんにとって、最低限これだ
けは知っておきたい感染管理の基礎知識についてスラ
イドに示すとともに、大垣市民病院の診療放射線技師
が実施している感染対策の現状や取り組みについても
紹介します。【本日の内容】１．感染対策の必要性 ２．
感染防止対策加算について　３．手指衛生の重要性お
よびそのタイミング ４. 個人防護具について　５．標
準予防策と感染経路別予防策 ６．ポータブル撮影時
の注意点　７．カセッテ・グリッドなどの清拭消毒 
８．大垣市民病院医療技術部診療検査科画像部門にお
ける感染対策の取り組み ９．各種認定資格と感染管
理　１０．診療放射線技師の業務範囲拡大と感染管理 
１１．大垣市民病院 ICT 部会にて作成した感染対策
DVD の視聴など　（順不同） 【まとめ】患者さんをは
じめ、ご家族やお見舞いにみえる方を医療関連感染か
ら守るだけでなく、自分自身を含む医療従事者をも感
染から守ることは、私ども診療放射線技師の義務です。
ぜひ、今回の講座を通して、感染対策に関心を持って
いただき、皆さんの職場において適切な感染管理を実
践していただきたいと思います。そのためには、各職
場で実施される防護具装脱着訓練・吐物処理訓練等の
研修会や講演会には積極的に参加し、そしてそれを継
続してください。また、先輩技師の皆様は、職場の環
境を今一度見直してみてください。改善に終点はあり
ません。まずは感染対策を実施できる物・風土・環境
づくりが必要です。全職員が情報を共有できるツール
があると更に良いと思います。【結語】来年度おそら
く実現するであろう診療放射線技師の業務範囲拡大に
向けて、感染管理は重要なキーワードです。これから
も、日本診療放射線技師会や岐阜県診療放射線技師会
の各種セミナー・研修・講習会等に多数ご参加いただ
き、感染管理について更に知識を深めて行く事を期待
します。

腸炎における超音波像の比較検討

診療検査科（検査）
今吉由美、安田　慈

診療検査科（画像）
乙部克彦、高橋健一、川島　望
高木　優、川地俊明

消化器内科
熊田　卓、金森　明、多田俊史
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【目的】当院では日常の腹部超音波検査においてスク

リーニングの場合は全例消化管の観察をしているが、
消化管に所見が認められ病変・原因の推定を行う際に
は病変の範囲や主座、エコーレベル等をもとに、臨床
経過や身体所見を加味し行っている。今回、感染性腸
炎と虚血性腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病における
超音波像の比較検討を行ったので報告する。【対象・
方法】症例は、便培養にて病原菌を特定できた感染性
腸炎症例、臨床的に虚血性腸炎と診断された症例、病
理組織診断された潰瘍性大腸炎症例とクローン病症
例。病変範囲、主座、壁のエコーレベル等について検
討を行った。【結果】病変範囲は、キャンピロバクタ
ーでは右半結腸に存在することが多く、ブドウ球菌と
サルモネラでは左半結腸が優位。虚血性腸炎では全例
が左半結腸に存在。潰瘍性大腸炎では 78％が左半結
腸に存在し直腸からの連続病変を確認できたのは全体
の 43％。クローン病では大腸病変は病変部位に傾向
は見られず、小腸病変は回腸・回盲部に多い傾向が見
られ、半数に skip lesion が認められた。腸管壁の層
構造とエコーレベルは、キャンピロバクターやサルモ
ネラでは層構造は温存、粘膜・粘膜下層ともに肥厚、
粘膜下層のエコーレベルが高い。ブドウ球菌では層構
造は明瞭と不明瞭が約半々、粘膜下層優位の肥厚が多
くエコーレベルは高い。虚血性腸炎では 80％が層構
造不明瞭で低エコー。潰瘍性大腸炎では層構造明瞭、
粘膜・粘膜下層ともに肥厚、粘膜下層のエコーレベル
が高い。クローン病では、ほとんどの症例で層構造が
不明瞭あるいは消失、低エコー。【まとめ】消化管の
超音波検査では主訴や臨床経過を考慮し、病変の範囲
を特定し層構造の観察を詳細に行うことにより腸炎の
鑑別が可能であることが示唆された。

当院における乳腺造影超音波検査の
現状

診療検査科（検査）
今吉由美、橋本智子

診療検査科（画像）
川島　望、高木　優

外　　科
亀井桂太郎
日本超音波医学会第 87 回学術集会
　平成 26 年 5 月　横浜

【はじめに】当院では 2012 年 12 月より乳腺造影超音
波検査（CEUS）を行っており 1 年が経過したので現
状を報告する。【対象】2012 年 12 月から 2013 年 11
月までに CEUS を行った 38 例。組織型の内訳は浸潤



－453－

Ⅳ　学会発表の部

性乳管癌 28 例、浸潤性小葉癌、非浸潤性乳管癌 各 2 例、
その他 4 例、不明 2 例。検査目的の内訳は病変の染影
の評価 15 例、広がり診断 21 例、術前治療効果判定 2 例、
2nd look US が 3 例、穿刺の補助目的が 3 例。【CEUS
が有用であった症例】< 症例 1>59 歳女性。非浸潤性
乳管癌で右乳房部分切除後、7 年経過時に右乳房の術
創部近傍に低エコー腫瘤が出現。MRI で造影されな
いが CEUS を行ったところ強く造影されたため針生
検を施行。組織診断は乳頭腺管癌であった。< 症例
2>76 歳女性。右乳房に 30 ㎜の嚢胞を認め内部に充実
部の存在が疑われた。MRI で明らかな造影部分を認
めないため CEUS を施行。嚢胞のくびれ部分と嚢胞
壁の一部に強い染影を認めた。同部位から穿刺吸引細
胞診を行うも判定困難、摘出生検となった。CEUS は
病理診断目的で穿刺を行う際の補助となりうると考え
る。【CEUS の位置づけ】CEUS が優れている点はリ
アルタイム性、簡便性、分解能の良さ、検査時の体位
が穿刺や手術時と同じであることがあげられる。当院
において CEUS を行う目的として、MRI で造影され
る病変の今後の方針決定に有用であると考える。2nd 
look US 時に、その病変が CEUS で同定できれば穿刺
を行い診断することも可能となる。広がり診断として
は腫瘍の周囲組織への浸潤や広範囲な乳管内進展など
の判定に有用である。【結語】MRI であまり造影され
ない病変、あるいは造影される病変の今後の方針決定、
穿刺部位決定など穿刺における補助的な使い方が、当
院においては CEUS の使用目的として有用であった。

乳児の PSG 検査の呼吸イベント解
析について（Respiratory Inductance 
Plethysmography:RIP を用いて）

診療検査科（検査）
石郷景子、中島直美、澤村聖子
樋口　修

第２小児科
伊東真澄、孫田みゆき、兵頭玲奈
田中　亮、野村羊示
第 63 回日本医学検査学会
　平成 26 年 5 月　新潟

【はじめに】睡眠時無呼吸検査に使用する胸部およ
び腹部の運動検出センサとしては、ストレインゲー
ジ法、圧電法、インダクタンスプレチスモグラフ
ィ（Respiratory Inductance Plethysmography：以下
RIP）などがある。前者 2 法はよく用いられているが、
RIP はアメリカ睡眠学会でも推奨されている。RIP の

インダクタンス法とは、細い導線をサイン状にベルト
に巻きつけたコイル型センサで、呼吸運動によって導
線の間隔が変化するとインダクタンスが変化し、変化
分に応じた周期のパルスが発振される。このパルスの
周期を信号処理して呼吸運動の変化をとらえることが
できる。当院での睡眠時無呼吸検査の依頼は、成人に
限らず、小児、乳児、新生児までに至っている。鼻・
口の呼吸センサも乳幼児より小さい児にはフィットし
ない場合やサーミスタとプレッシャーセンサの 2 種を
同時に装着できない場合もある。また、検査中に鼻・
口の呼吸センサが気になり、はずしたり泣いてしまっ
たりして寝ない事態もでてくる。そんな乳幼児に RIP
を採用して少しでも検査の負担を軽減し呼吸イベント
が判定できないかと考え、成人に対しての RIP で検
討をしたので報告する。【方法と対象】呼吸イベント
は従来の方法と SUM 解析による呼吸イベントと比較
した。使用機器はエンブラである。【結果】SUM 解析
による呼吸イベントの数において中枢性と混合性無呼
吸について変化はなかった。閉塞性無呼吸においては
低呼吸と判定が移行するイベントがみられた。移行の
原因は胸部と腹部の波形の形にあった。【結語】SUM
解析によっての検討では、呼吸イベントは中枢性と
閉塞性無呼吸の区別は可能であり、乳幼児の場合に
SUM 解析は使用可能であると思われる。

動脈硬化危険因子と血流依存性血管
血管拡張反応（FMD）、上腕 - 足首脈
波伝播速度（baPWV）、頸動脈内中
膜肥厚度（IMT）との関係について

診療検査科（検査）
高木明美、佐々　敏、後藤繁優
三浦尚美、森　三依、神谷嘉彦
北川大祐

循環器内科
坪井英之
第 63 回日本医学検査学会
　平成 26 年 5 月　新潟

【目的】TG、LDL-c/HDL-c、酸化ストレス、HbA1c、
高血圧などの危険因子の集積は、血管障害を亢進さ
せ、早期では内膜により大きく影響し次にプラークの
形成と動脈の硬さを亢進させる。この血管機能の障害
を評価する検査法として FMD、頚動脈エコー（IMT）、
baPWV などがあり、当院では心血管疾患に対する診
療指標として FMD、IMT 、baPWV を同一時に検査
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している。今回我々は危険因子が FMD 、baPWV 及
びIMTとどのような関係があるかを検討した。【対象】
循環器内科に心筋梗塞、狭心症、高血圧症、脂質代謝
異常症、糖尿病などで通院治療中の患者で、2012 年
1 月から 2013 年 11 月の同日に、FMD、baPWV と
IMT 及 び 採 血（T-cho,TG, HDL-c、LDL-c、HbA1c,
酸化ストレス）をした患者 159 名（男；96 名、女；
63 名）平均年齢 69 ± 10 歳（男 67 ± 11 歳、女 73±
7 歳）である。【方法】FMD はユネクス社製を用い
%FMD を求めた。PWV 測定はオムロンコーリン：
フォルムを用い baPWV を求めた。IMT 測定は３
点計測の平均値を求めた。検討項目は T-cho 、TG、 
HDL-c、LDL-c、HbA1c、酸化ストレス、収縮期血
圧、と FMD、baPWV、IMT との重回帰分析を求め
た【結果】全症例の平均値は baPWV:1806±415cm/s、
%FMD：5 ± 2.5 、IMT:0.92 ± 0.24mm、で baPWV は
基準値より高かった。%FMD は基準値より低かった。
重回帰分析でみると、FMD と有意な因子として年齢

（r=-0.184　p<0.034）酸化ストレス（r=0.194,p<0.024）、
IMT では、年齢（r=0.267、p<0.002）、HbA1c（r=0.223、
p<0.011）baPWV では年齢（r=0.489,p<0.0001）であ
った。【まとめ】FMD に対し酸化ストレスは有意な
説明因子であった。動脈硬化初期の内皮機能障害は酸
化ストレスの亢進によるものと考えられた。IMT に
対し年齢と HbA1c が有意な因子であったことは、プ
ラーク形成に対し年齢、糖尿病が関係していると考
えられる。baPWV は年齢に大きく依存したが、これ
は PWV 亢進に関係あり血管平滑筋の増殖が血圧とい
う物理的刺激に大きく影響を受けている為と考えられ
た。

非定型慢性骨髄性白血病（atypical 
CML）が考えられた一剖検例について

診療検査科（検査）
杉山直久、三田村桂二、新川和功
市川沙絵子、加納彩野
第 63 回日本医学検査学会
　平成 26 年 5 月　新潟

【はじめに】非定型慢性骨髄性白血病（atypical CML、
以下 aCML）は発症時に骨髄異形成と骨髄増殖性の特
徴を併せ持ち WHO 分類においては骨髄異形成 / 骨髄
増殖性腫瘍（MDS/MPN）に分類される。また CML
類似の病像を呈するが、Ph 染色体や BCR-ABL1 融合
遺伝子は認められない。本症の頻度は不明であるが定
型的 CML の 1 ～ 2% 程度といわれている。今回われ

われは aCML と考えられた一剖検例を経験したので
報告する。【症例】患者は 51 歳、男性。消化器科にて
慢性 B 型肝炎経過観察中に白血球数 3 万 / μ l 前後と
増多あり。その後徐々に増加。2011 年 6 月、原因精
査のため血液内科紹介受診となる。【初診時検査所見】
末梢血液検査 : 白血球数 44,720/ μ l, 赤血球数 466 万 /
μ l,Hb13.6g/dl, 血小板数 26.6 万 /μl, 骨髄芽球 2%, 前
骨髄球 2%, 骨髄球 10%, 後骨髄球 7%, 桿状核球 17%, 分
葉核球 52%, 単球 5%, リンパ球 4% , 好塩基球 1%、染
色体検査：Ph 染色体・BCR-ABL1(FISH) 陰性、骨髄
穿刺液検査：過形成像、骨髄芽球 4.2%、M/E 比 9.8:1
と顆粒球系優位、顆粒球系、巨核球系に軽度の異形成
像あり。骨髄生検：過形成像（顆粒球系細胞増生）、
軽度の細網線維の増生、US：脾腫 (+)【臨床経過】検
査所見より分類不能型 MPN（MPN-U）と診断され、
本人希望により無治療で経過観察。2012 年 2 月白血
球数 20 万 / μ l 以上と増加、脾腫悪化（梗塞あり）が
あり hydroxycarbamide 施行。4 月初旬には胸水貯留
し、原因不明の胸膜炎として抗生剤治療施行、下旬に
は白血球数30万/μl以上と増加。5月に呼吸不全悪化、
約 1 年で永眠。剖検が施行された。剖検時の病理組織
標本にて骨髄内には骨髄系細胞が高度に増加し分化傾
向はいずれの血球においても認め MPN として矛盾し
ない所見であった。しかし Ph 染色体・BCR-ABL1 陰
性で CML に当てはまらないため初診時骨髄穿刺塗抹
標本を病理医と共に詳細に再鏡検したところ顆粒球系
に偽ペルゲル核異常や好中球低顆粒、巨核球系に小型
巨核球などの異形成像が認められ aCML が考えられ
た。【まとめ】aCML が考えられた一剖検例について
報告した。CML 類似病像を呈した症例に遭遇した場
合は aCML の可能性も考慮して慎重に鏡検すること
が大切であると思われた。

クロモアガー Yersinia enterocolitica
選択寒天培地の臨床的検討と選択培
地の応用

診療検査科（検査）
淺野麻衣、浅野裕子、後藤孝司
森永朝美
第 63 回日本医学検査学会
　平成 26 年 5 月　新潟

【はじめに】Yersinia enterocolitica（Y.enterocolitica）
は食中毒の原因菌のひとつではあるが、発育速度が
遅いこと、至適温度が他の下痢原因菌より低いこと
により、一般的な SS 寒天培地、マッコンキー寒天
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培地を使うのみでは分離が困難な場合もあった。今
回、クロモアガー Y.enteroclitica（関東化学株式会
社）を用いて検討を行ったので報告する。【方法】7
月から 11 月の 5 か月間に外来の下痢患者から提出さ
れた便 296 検体を用いてクロモアガー Y.enteroclitica
と SS 寒天培地の両培地に画線塗抹し、35℃ 24 時間
培養、その後 24 時間は室温において観察し、藤色の
色素を産生したコロニーを対象に観察した。そして、
Y.enteroclitica と E.coli、K.pneumoniae、C.freundii
を等量ずつ混和し、SS 寒天培地とクロモアガー
Y.enteroclitica で の Y.enteroclitica の 回 収 率 を 求 め
た。【結果】296 件の便培養のうち、コロニー藤色を
呈したコロニーが検出された検体 10 件。そのうち
Y.enteroclitica が検出されたのはのべ 4 件（患者数は
3 件）であった。3 人とも胃腸症状、発熱があり、エ
コー所見では回腸末端の壁肥厚とリンパ節腫大があ
り炎症所見を認め下痢原因菌と考えられた。その他
の 6 件は Aeromonus 属であった。Aeromonus 属も
食中毒の原因菌であり、検出された患者もすべて下痢
症状、そのうち 2 人が嘔吐症状を認めた。他に有意な
菌は検出できず、下痢原因菌として相異なかった。回
収率試験では、クロモアガー Y.enteroclitica、SS 寒
天培地、コントロールに用いた血液寒天培地もほぼ
同等に回収可能であった。E.coli は全ての発育を阻害
し、K.pneumoniae、C.freundii は発育の抑制がみられ
たがコロニーの色調の違いで判別可能であった。今回
検出した Y.enteroclitica は、SS 寒天培地では他の腸
内細菌の発育がよかったため、見つけることができな
かったがクロモアガー Y.enteroclitica では夾雑菌の発
育を抑制しており、鑑別が容易であった。【まとめ】
SS 寒天培地より夾雑菌の発育を抑制に優れており、
Y.enteroclitica の分離だけでなく Aeromonus 属も検
出することができ、食中毒や胃腸炎などの原因を調べ
るのに有用な選択培地であると考えられる。

新生児のポリソムノグラフィ（PSG）
検査について

診療検査科（検査）
石郷景子、中島直美、澤村聖子
樋口　修

第２小児科
伊東真澄、孫田みゆき
日本睡眠学会　第 39 回定期学術集会
　平成 26 年 7 月　徳島

【目的】AASM による睡眠および随伴イベントの判定

マニュアルが発表され、小児の睡眠判定ルールが載せ
られているが適用年齢は「生後２ヶ月以上の小児の
睡眠と覚醒を判定するのに使用できる。」とある。し
かし、現場においては生後２ヶ月以下の新生児の睡眠
ポリグラフィ（以下 PSG）検査の依頼がされること
がある。今回、当院で経験した２例の新生児の PSG
検査を報告する。【方法】モンタージュは Fp1、FP2、
C3、C4、T3、T4、O1、O2 を使用した。体位センサ
は寝返りをしないので装着せず枕元に置いた。酸素飽
和度（Spo2）センサは成人用を足の親指に装着した。
鼻・口センサは新生児用を使用したが、２種類を使用
するには鼻の穴が小さく検査開始時は装着したが、外
れてしまう場合は装着しなおさず行った。【解析】脳
波の解析は、新生児の動睡眠、静睡眠、不定睡眠、覚
醒でおこなった。呼吸イベントは SUM 解析でおこな
った。【症例１】１ヶ月、女児。36 週 0 日、2098g で
出生。低出生体重児。出生 2 日目より周期性呼吸発現。
生後 1 ヶ月（40 週 2 日）時の結果は、AHI 16.9 回 / 時、
OSAS 0.2 回 / 時、CSAS 4.9 回 / 時、Mix 1.9 回 / 時、
Hypo 10.0 回 / 時、最低 SpO2 70% であった。【症例２】
１ヶ月、男児。37 週 0 日、帝王切開にて 2825g で出
生。38 週 0 日で問題なく退院。39 週 0 日で授乳中か
らいつもと違う泣き方をしていた。体温を測定したら
33、34 度だったので救急要請した。当院到着時、脈
不整、呼吸不安定、顔面チアノーゼ、上下肢の強直痙
攣が 5 分続いた。生後 1 ヶ月（43 週 0 日）時の結果は、
AHI 22.7 回 / 時、すべて Hypo であった。最低 SpO2 
85% であった。【結語】症例１は新生児無呼吸、症例
２は新生児けいれんと診断された。新生児は睡眠ステ
ージが成人とは異なること、呼吸も早く体動も多いこ
となど判定困難な場合が多いが、新生児においても
PSG 検査は有用であった。

乳房小腫瘤における
造影超音波検査所見の検討

診療検査科（検査）
今吉由美、日比敏男

診療検査科（画像）
川島　望、高木　優、乙部克彦

外　　科
亀井桂太郎
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【はじめに】乳房超音波検査において 10 ㎜未満の乳
房腫瘤の良悪鑑別や組織型の推定は、しばしば困難
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である。小腫瘤の造影超音波検査（CEUS）所見につ
いて検討した。【目的】10 ㎜未満の乳房腫瘤の B モー
ド所見、CEUS 所見を組織と対比し検討する。【対象】
2013 年 10 月から 2014 年 5 月までに CEUS を行った
22 症例。【方法】ソナゾイドは推奨量を用い静注後 1
分間は断面を固定して観察、その後積算画像作成や他
断面の観察を行った。造影所見の判定はソナゾイド造
影超音波における乳房腫瘤性病変の良悪性判定基準に
準じた。【結果】CEUS 所見を加えた総合的な超音波
診断で組織診断と乖離したものは 5 例あり、すべて良
性病変であった。【結語】小腫瘤では造影信号が対照
的に大きく見え、染影の均一性の判断や血管構築の観
察が難しいが、B モード所見に CEUS 所見を付加す
ることで不要な穿刺や生検を回避でき、精査へ進む判
断が容易となると考える。

右房内に有茎性腫瘤を認め、剖検に
て巨大血栓であることが判明した肺
血栓塞栓症の 1 例

診療検査科（検査）
北洞久美子、後藤孝司
橋ノ口由美子、井上真喜

診療検査科（画像）
中村　学、安田英明、堀　貴好

循環器内科
森田康弘、坪井英之、曽根孝仁
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

　症例は脳腫瘍術後の下垂体機能低下による副腎不
全、甲状腺機能低下、糖尿病の病歴のある 56 歳男性。
主訴は意識障害・発熱にて当院受診し、血圧低下を認
めた為、相対的副腎不全疑いで入院となった。同日呼
吸状態の悪化があり、経胸壁心エコーにて右心系拡大
と右房内に可動する腫瘤を認めた為、急性肺塞栓症あ
るいは感染性心内膜炎を疑い胸部 CT を施行したとこ
ろ、両側肺動脈に塞栓が認められた。血行動態が破綻
したため PCPS を導入し、経食道心エコーを行ったと
ころ右房内の下大静脈開口部に有茎性の約 8cm の腫
瘤を認め、疣贅・腫瘍または血栓が疑われたが鑑別は
困難であった。PCPS 下で抗凝固療法及び抗生剤治療
中だったが、回路の閉塞の為 PCPS が停止し、右心系
拡大による左室圧排にて血圧低下し第 4 病日に死亡し
た。剖検結果では、右房内腫瘤は主に赤血球とフィブ
リンからなる血栓で腫瘍細胞は認められず、心房壁に

付着した血栓と診断された。

腹部スクリーニング超音波検査に対
する当院の取り組みについて

診療検査科（検査）
高田彩永、今吉由美、安田　慈
日比敏男

診療検査科（画像）
乙部克彦、橋ノ口信一、辻　　望
高木　優

泌尿器科
藤本佳則、宇野雅博
日本超音波医学会第 35 回中部地方会
　平成 26 年 9 月　名古屋

【はじめに】当院には腎・膀胱の観察のみを行う超音
波検査が存在する。しかし、他臓器に悪性疾患が存在
したにもかかわらず早期発見ができなかった症例を経
験した。これを契機に過去 1 年間に腹部スクリーニン
グ検査が施行されていない患者に対し、腎・膀胱の検
査依頼であっても腹部スクリーニング検査をすること
になった。【対象および方法】2013 年 4 月から 2014
年 5 月に腎・膀胱の検査依頼で腹部スクリーニング検
査が施行された 2251 例（男性 1488 名、女性 763 名、
平均年齢 61.8 歳）に対し、腹部超音波検診判定マニ
ュアルのカテゴリー分類のカテゴリー 3 以上の所見を
拾い上げた。また胆石および消化管疾患についても拾
い上げした。【結果】拾い上げられた所見には、肝細
胞癌、転移性肝腫瘍、膵臓癌、大腸癌が含まれていた。
これは腎・膀胱のみの観察では検出できない所見であ
り、腹部全体を観察する腹部スクリーニング検査の意
義は大きいと思われた。
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中部圏における Ki-67 抗体の免疫組
織化学染色の精度管理

診療検査科（検査）
浅野　敦

名古屋市立大学
滝野　寿

磐田市立総合病院
栗田　昭

市立砺波総合病院
石倉宗浩

豊田厚生病院
田中浩一、迫　欣二

西尾市民病院
中村広基
平成 26 年度日臨技中部圏支部医学検査学会
　平成 26 年 9 月　富山

【はじめに】中部圏を対象に行ってきた免疫染色サー
ベイは 2006 年に始まり、第 8 回目となった昨年度は
Ki-67 をテーマとした。国内初の試みとなる日臨技支
部事業として実施し、中部圏支部研修会内で報告会を
開催する、いわゆる事前参加型研修会の形式で行った。
結果、さまざまな問題点が浮上し、事後検証により問
題点に対する改善を見出した。今後この活動を事業と
して継続実施していくため、事後検証をもとに中部圏
免疫染色サーベイの方針を考察したので報告する。【考
察】中部圏で行う免疫染色サーベイの目的を、1. 県単
位で免疫染色サーベイの実施が不可能な施設に対して
外部精度管理の場を提供する。2. 精度管理調査結果を
もとに情報を提供・共有し、結果検証を図り、研修・
教育の場とする。と位置づけている。今回生じた問題
点を改善し、今後適切に実施するためには、サーベイ
実務を担当するワーキンググループの設置と役割の明
確化、そして実施ガイドラインの制定が必要不可欠と
考える。また、参加施設へのフォローには各県の部門
委員の協力を得ることも必要である。中部圏免疫染色
サーベイを支部事業として行うことは、参加者、実務
担当者にとって有効な手段で、その継続には昨年度の
ような事前参加型研修会の形式が望ましい。【結語】
今後、ガイドラインに従いワーキンググループ主導で
中部圏免疫染色サーベイを実施する予定である。また、
日臨技精度管理ワーキンググループとの情報提供・共
有、連携を図っていく考えもある。【実施結果】報告
会を中部圏支部研修会内で行ったことは、整備された
インフラの使用や教育的講演の企画といった面からも
有意義であったと認識する。ただし、報告会までの準
備期間が短く解析時間が十分に得られなかったため、

染色不良結果や種々の間差、判定におけるバラつきな
どの検証が満足に行えなかった。また、参加施設に対
する調査後のフォロー体制が確立されていなかったこ
と、今回のサーベイに対するアンケート調査を実施し
なかったことも反省する点であった。

乳房小腫瘤における
造影超音波検査所見の検討

診療検査科（検査）
今吉由美、日比敏男
第 53 回日臨技中部圏支部医学検査学会
　平成 26 年 9 月　富山

【はじめに】乳房超音波検査において、10 ㎜未満の乳
房腫瘤の良悪鑑別や組織型の推定は、しばしば困難な
ことがある。造影超音波検査（CEUS）でそれらの病
変がどのような所見を呈するのか検討を行った。【目
的】10 ㎜未満の乳房腫瘤の B モード所見と CEUS 所
見を組織と対比し検討する。【対象】2013 年 10 月か
ら 2014 年 5 月までに CEUS を行った 10 ㎜未満の乳
房腫瘤 22 症例。内訳は組織診断のついた良性病変 12
例、悪性病変 7 例、未診断で経過観察中のもの 3 例で
ある。【方法】ソナゾイドの投与量は 0.015ml/kg、静
注後 1 分間は断面を固定して観察し動画を保存。その
後、積算画像作成や他断面での観察を行う。造影所見
の判定は、ソナゾイド造影超音波における乳房腫瘤性
病変の良悪性判定基準に準じた。【結果】腫瘤の平均
最大径は 5.9 ㎜、B モード上の Category 分類は 2 が
9 例、3 が 11 例、4 が 2 例であった。CEUS では、造
影されなかったものが 4 例あり、うち 1 例の組織診断
は良性であった。良性の染影パターンを呈したもの
は 2 例で組織診断も良性、悪性パターンと判定した
ものは 15 例あり、組織診断は良性 8 例、悪性 7 例で
あった。TIC では染まり始めからピークまでの時間

（time to peak）の平均が、良性では 8.3sec、悪性では
5.8sec と悪性で早い傾向が見られた。 CEUS の所見
を加えた総合的な超音波診断で組織診断との乖離は 3
例あり、良性病変 2 例、悪性病変 1 例であった。また
Category を落としたものは 6 例、上がったものは 5
例であった。【考察】悪性の染影パターンと判定した
ものが多かったのは、ターゲットが小さい場合には造
影信号が対照的に大きく見えるため均一性の判断や血
管構築の観察が難しかったことが最大の原因と考えら
れる。小腫瘤の CEUS では染影パターンや血管構築
パターンの判定が難しい傾向にあるが、B モード所見
に付加することで不要な穿刺や生検を回避したり精査
へ進んだりの判断が容易となると考える。
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当院における血小板数低値および
凝集時の対処法

診療検査科（検査）
加納彩野、三田村桂二、杉山直久
加藤廣正、市川沙絵子
第 53 回中部圏支部医学検査学会
　平成 26 年 9 月　富山

【はじめに】血小板は止血において重要な役割を果た
しており、血小板数の著しい減少は出血傾向に結びつ
く。しかし、血小板の測定には様々な誤差要因が存在
するため正確なデータを報告するにはその要因を理解
し適切に対応しなければならない。特に血小板凝集に
よる偽血小板減少はルーチンのなかでよく認められる
ため、当院では血小板凝集を疑われた際の手順をマニ
ュアル化しスタッフに周知させ、血小板数偽低値の報
告を防止する手順を導入したので報告する。【手順】
以下の手順で「血小板凝集疑い」もしくは「血小板凝
集あり」となった場合は、至急か否かに係わらず電話
連絡を実施する。①分析装置で血小板凝集フラグを認
めた場合、「血小板凝集疑い」のコメントを付加し報
告する。その後、血液像で凝集の有無を確認し、凝集
を認めた場合「血小板凝集あり」とコメントを付加し
依頼医に電話連絡する。②血小板が 12 万 / μ l 未満だ
った場合、血液像を確認し血小板凝集の有無を確認す
る。但し、前回値と同程度の血小板数で、かつ前回に

「血小板凝集あり」のコメントが付加されていた場合
は、「血小板凝集疑い」のコメントを付加してＣＢＣ
の結果を報告する。その後、血液像にて凝集があれば

「血小板凝集あり」とコメントを付加する。【まとめ】
今回臨床からの要望により、この様な手順を導入した。
新人やローテーションによる人事異動で不慣れな人間
が検査に携わった際でも、安定した報告が行われるよ
うにマニュアルを作成した。結果血小板凝集を発見し
た際に迅速かつ確実に臨床へ報告が行き、偽血小板減
少の見落としが減少することで、特発性血小板減少性
紫斑病や造血器疾患の鑑別に役立ち、不必要な血小板
輸血や骨髄穿刺の実施を防ぐことができる。病院機能
評価においてもマニュアルの作成は推奨されているた
め今後も手順のマニュアル化は重要だと考える。

ミエロペルオキシダーゼ（MPO）
欠損症が疑われた症例について

診療検査科（検査）
杉山直久、三田村桂二、新川和功
市川沙絵子、加納彩野
第 53 回中部圏支部医学検査学会
　平成 26 年 9 月　富山

【はじめに】ミエロペルオキシダーゼ（以下 MPO）は
好中球ではアズール顆粒に蓄えられ、活性酸素を放出
し、病原微生物に対する初期感染防御の役割を担って
いる。1969 年に MPO 欠損が初めて報告され、わが
国では 50,000 人に１人の発生頻度と報告されている。
今回、血液自動分析装置 ADVIA2120 により MPO 欠
損と考えられる症例を経験し、その詳細について検討
を行ったので報告する。【症例】症例：61 歳、男性：
感染性胃腸炎として開業医通院中、左下肺野に陰影を
認め、糖尿病のコントロール不良もあり、当院呼吸器
内科を紹介受診となった。初診時の血液検査のサイト
グラム上で、large unstained cell（LUC）分画が 90
％を占める異常パターンを呈したため、血液像で確
認すると好中球が 80％を占めていた。MPO 染色では
好中球すべてが陰性を呈していた。【初診時検査デー
タ】白血球数 10,680/ μ l, 赤血球数 424 万 /μl,Hb13.5/
μ l,Ht40.7/ μ l, 血小板数 45.9 万 /μl 血液像自動分類：
好中球 0.2％ , リンパ球 11％ , 単球 1.2％ , 好酸球 2.1％ ,
好塩基球 0.4％ ,LUC90.8％目視血液像：好中球 80％ ,
リンパ球 14％ , 単球 5％ , 好酸球 1％ , 好中球に中毒性
顆粒様のやや大きな顆粒を細胞質内に認めた。生化学
的検査にて AST 63IU/l、ALT 60IU/l、LDH 280IU/
l、Na 128mEq/l、K 4.6mEq/l、Cl 93mEq/l、CRP 
6.59mg/dl であった。【検討結果】PAS 染色、エステ
ラーゼ二重染色、貪食能に異常は認めなかった。骨髄
検査では骨髄芽球から各分化段階のすべてが MPO 陰
性で、好酸球のみが陽性であった。また末梢血と同様
に暗赤紫色の顆粒を細胞質内に認めた。クロット標本
の免疫染色では比較的多くの MPO 陽性細胞を認め、
表面マーカーの検査において MPO は 6 割程度陽性を
示した。【まとめ】MPO 反応を白血球分類に応用し
ている ADVIA2120 のサイトグラムに異常パターンを
呈する症例の検討を行った。MPO 染色で好中球はす
べて陰性であり、MPO 欠損症と考えられた。表面マ
ーカーや免疫染色との乖離は、酵素活性部位に何らか
の変異が生じた結果と考えられる。　　　　　
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乳管内（嚢胞内）腫瘍の
造影超音波所見について

診療検査科（検査）
今吉由美

診療検査科（画像）
川島　望、高木　優

外　　科
亀井桂太郎
第 33 回日本乳腺甲状腺超音波医学会
学術集会
　平成 26 年 10 月　別府

【はじめに】内部に充実エコーを伴う乳管拡張や嚢
胞性病変の場合、それが増殖性病変かの推定や穿刺
適応の判断に造影超音波検査（CEUS）が有用であ
ると考えている。今回、乳管内（嚢胞内）腫瘍にお
ける CEUS 所見の検討を試みた。［対象］2013 年 4
月～ 2014 年 6 月までに超音波検査 B モードおよび
カラードプラ所見より乳管内（嚢胞内）腫瘍が疑わ
れ、CEUS を行った 10 症例【方法】超音波装置は
Prosound α 7（日立アロカメディカル）、LOGIQ E9

（GE ヘルスケアジャパン）を使用。ソナゾイドは推
奨量を静脈内投与し、初めの 1 分間は固定断面で観
察、その後、積算画像作成や他断面での観察を行っ
た。所見の判定はソナゾイド造影超音波における乳房
腫瘤性病変の良悪性判定基準に準じた。均一性につい
ては充実部分の染影を対象とした。【結果】染影の均
一性は良性病変でも血管影が目立ち不均一な染影とな
るものが見られた。染影範囲は悪性病変で境界粗造に
見える部分に染影のはみ出しを認めた。血管構築パタ
ーンは、悪性病変でも樹枝状に細かな染影を呈するも
のがあり、良性病変でも辺縁から複数流入するものが
あった。拍動性は良悪性ともに約半数で観察された。
Time intensity curve（TIC）では良性でも wash out
の早い症例や悪性でも染影が持続する症例があった。

【考察】乳管内（嚢胞内）腫瘍の形態を示す悪性病変
は乳頭状増生が主体の病変が多いためか、血管構築が
細かく染影が持続するパターンを示すと推察される。
一方で良性病変でも血管軸が強調され上皮細胞増生部
分や間隙とのコントラストが付きやすくなり不均一な
染影に見える可能性が考えられた。TIC では time to 
peakやwash outの早さに良悪性で有意差は見られず、
浸潤癌の鑑別においては腫瘤周囲にはみ出す染影を認
識することがポイントと思われた。【結語】乳管内（嚢
胞内）腫瘍では判定基準に示されるパターンのみでは
良悪性の鑑別は困難であるため、より詳細な観察が重
要である。

ＡＰＴＴクロスミキシングテスト
数値判定方法の検討

診療検査科（検査）
市 川 沙 絵 子

診療検査室（検査）
新 川 和 功
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】クロスミキシングテストは、凝固因子欠乏や
凝固因子インヒビターの鑑別に用いられるスクリーニ
ング検査で、診断に至るための方向性を示してくれ
る。近年血液凝固自動分析装置で容易に測定が可能に
なってきたが、結果の解釈を視覚的に行うため、客観
性に乏しいなどの問題点が指摘されている。今回当院
におけるクロスミキシングテストの現状及び問題点に
ついて検討を行ったので報告する。【方法】対象には
2012 年 2 月から 2014 年 6 月にかけて検査依頼のあっ
た外来及び入院患者血漿のうち、APTT 値が 36 秒以
上であった 17 例を用いた。症例は男性 11 例、女性 6
例、平均年齢 49 歳（2-82 歳）、平均 APTT 値 55.3 秒

（37.3-98.4 秒）であった。測定機器にはコアプレスタ
2000、試薬にはコアグピア APTT（ともに積水メデ
ィカル製）を用いた。また正常血漿には健常者 5 人か
ら得たプール血漿を使用した。クロスミキシングテス
トは即時型、遅延型ともに正常血漿割合 0％、10％、
20％、50％、80％、90％、100％の 7 点で APTT 測定
をした。即時型はコアプレスタ 2000 の自動多点希釈
機能を用いて測定し、遅延型はまず用手法にて混合血
漿を調整し、37℃ 2 時間加温後測定をした。判定は波
形パターン法にて行った。結果をもとに折れ線グラフ
を作成し、その描く波形が正常血漿割合 0％、100％
のプロットを結んだ直線よりも上に凸ならインヒビタ
ー型、下に凸なら凝固因子欠乏型と判定した。【結果】
対象 17 例のうち 7 例がインヒビター型、6 例が凝固
因子欠乏型、4 例が判定困難であった。他の検査結果
よりインヒビター型 7 例のうち 4 例はインヒビターを
認め（第 8 因子インヒビター陽性 1 例、第 12 因子イ
ンヒビター陽性 1 例、LA 抗体陽性 1 例、抗リン脂質
抗体症候群：APS1 例）、凝固因子欠乏型 6 例のうち 4
例は凝固因子欠乏 / 異常を認めた（血友病 A、B 各 1
例、第 12 因子欠乏 / 異常症 1 例、von Willebrand 病
1 例）。また判定困難例 4 例のうち 1 例においてイン
ヒビターを認めた（APS 疑い 1 例）。視覚的な判定に
よる感度は 88.9％、特異度は 37.5％であった。またク
ロスミキシングテストの数値判定方法（cross-mixing 
test index：CMT index）による判定方法も検討した。

【結論】波形パターン法による判定は結果を視覚的に
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とらえられるメリットがある一方、しばしば判定が困
難な例に遭遇し、その判定は客観性に乏しい。視覚判
定に数値判定を加えることでより有用なスクリーニン
グ検査になると考えられた。

乳がん検診無料クーポンの効果

診療検査科（検査）
吉田芽以、前田裕美、太田莉乃
片岡　咲、若畑　茜、堀　　優
辻　　望

外　　科
亀井桂太郎
日本乳癌検診学会学術総会
　平成 26 年 11 月　前橋

【背景】厚生労働省により平成 21 年度から女性特有の
がん検診推進事業が実施された。【目的】女性特有の
がん検診無料クーポンによるがん検診推進事業の効果
を検証した。【方法】①大垣市乳がん検診における受
診者数を、無料クーポン実施前（平成 17 年度から 20
年度）と実施後（平成 21 年度から 24 年度）で比較し
た。②無料クーポン実施後 5 年間（平成 21 年度から
平成 25 年度）の、受診者に占めるクーポン利用者の
割合を求めた。また、初回受診者に占めるクーポン利
用者の割合を求めた。③クーポン利用者と未利用者の
乳がん発見率を比較した。【結果】①実施前の受診者
は 1,317 名 / 年、実施後は 3,720 名 / 年となり、2.82
倍に増加した。②受診者に占めるクーポン利用者の割
合は 55.0%、初回受診者に占めるクーポン利用者の割
合は 68.0% であった。③ 乳がん発見率は、クーポン
利用者、未利用者各々 0.40％と変化は見られなかった。

【結論】乳がん検診無料クーポンは，乳がん検診の受
診増加に大きく寄与し、初回受診のきっかけにも結び
付いたと考えられる。

血液培養から検出した
螺旋状グラム陰性桿菌の検討

診療検査科（検査）
浅野裕子、後藤孝司、浅野麻衣
粟野佑子、森永朝美、加藤康子
石郷潮美

愛知医科大学病院　感染制御部
末松寛之、澤村治樹、三鴨廣繁

岐阜大学生命科学総合研究支援センター
嫌気性菌研究分野

林　将大、田中香お里
第 26 回日本臨床微生物学会総会 学術集会
　平成 27 年 2 月　新宿

【はじめに】血液培養から検出される螺旋状のグラ
ム陰性桿菌は、多菌種が知られているが、一般的に
遅発育で培養条件は多様である。今回、当院にて
経験した症例について臨床細菌学的検討をしたの
で報告する。【症例】2014 年 1 月から 8 月の期間に
<I>Campylobacter</I> 属 3 件、<I>Helycobacter 
</I> 属 6 件、<I>Brachyspira  pilosicoli</I> 1 件、
<I>Desulfovibrio　fairfieldensis </I>1 件を検出した。

【細菌学的検査】血液培養装置は BACTEC FX（BD）
を 使 用 し、<I>Campylobacter</I> 属 は 平 均 64 時
間、<I>Helycobacter</I> 属は平均 118 時間でレズ
ン入り好気ボトルのみが陽性となった。また、<I>B. 
pilosicoli</I> は 187 時 間、<I>D．fairfieldensis</I>
は 258 時間で嫌気ボトルのみが陽性を示した。陽性に
なったボトルの種類と菌種により螺旋形態の相異があ
ったことから、<I>Campylobacter</I> 属は、アネ
ロパウチ微好気（三菱ガス化学）で培養を開始した。
非常に細く染色性が薄い <I>Helycobacter</I> 属は、
アネロパウチ微好気に水素ガスを添加し、湿潤状態
に環境を整えて培養した。また、<I>B. pilosicoli</I>
と <I>D．fairfieldensis</I> は、嫌気培養を行なった。
同定は MALDI-TOF-MS 解析と 16S rRNA 遺伝子の
塩基配列で判定した。【考察】症例には、動脈瘤に関
与している 2 症例や複数回検出された 2 症例が含まれ
ていた。上記の螺旋菌は、培養条件が違うことや遅発
育であることから臨床への報告の遅れが危惧されるた
め注意が必要である。
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血液培養から Aeromonas 属が
検出された症例の検討

診療検査科（検査）
浅野麻衣、粟野佑子、加藤康子
後藤孝司、浅野裕子、石郷潮美

愛知県医科大学病院　感染制御部
澤村治樹、末松寛之、三鴨廣繁
臨床微生物学会
　平成 27 年 2 月　東京

【はじめに】 Aeromonas 属は食中毒だけでなく、汚
染された土壌からの創傷感染を介して感染すること
が知られている。今回、我々は血液培養から分離さ
れた Aeromonas 属について臨床細菌学的検討をし
たので報告する。【対象と方法】2009 年 1 月～ 2014
年 8 月に当院で血液培養から検出された Aeromonas 
属 25 例を対象とし、年齢、既往歴、現病歴、菌の
同定等について後ろ向きに検討した。【結果】分離
された年齢分布 64 ～ 90 歳、平均 79.8 歳。同定は、
Rapid ID 32E （SYSMEX bioMérieux） を 使 用 し た
が、 A. hydorophila と A. caviae の区別ができなかっ
た。さらに詳しい解析を MALDI-TOF MS（Bruker 
Daltonics）にて実施した結果、 A. hydorophila 12 株、 
A. caviae 9 株、 A. veronii 4 株であった。複数菌感
染が見られたのは 12 例で、同時に検出された菌は、
Klebsiella 属 6 例、Enterococcus 属 6 例、E. coli 4 例、
Clostridium 属 2 例などが検出された。基礎疾患は、
18 例が肝胆道系疾患であった。感受性試験は微量液
体希釈法を用いて行い、1 株がキノロン耐性であった。

【考察】 Aeromonas 属が血液培養から検出された症例
のすべてが高齢者であった。基礎疾患として胆嚢疾患
の患者が多いことが分かった。【まとめ】今回、血液
培養から検出された Aeromonas の全症例において、
基礎疾患があった。 Aeromonas 属は日和見感染源に
なることが考えられ、今後注意しなければならないと
考える。 

<I>Clostridium difficile </I> 関 連 下
痢症に対する感染対策の取り組み

診療検査科（検査）
浅野裕子、後藤孝司、浅野麻衣
粟野佑子、森永朝美、加藤康子
石郷潮美

薬 剤 部
松岡知子、吉田真也

看 護 部
田中広司、河野絢子

呼吸器内科
進藤　丈

泌尿器科
藤本佳則
第 30 回日本環境感染学会総会
　平成 27 年 2 月　神戸

【目的】<I>C. difficile </I>に起因する感染症（CDI）は、
感染対策の初動の遅れが感染拡大を生ずる恐れがあ
る。当院では 2014 年 1 月から感染症監視システムが
稼働し、7 月に A 病棟での多発事例を経験した。そこ
で細菌室が必要とされる正確かつ迅速な検査体制につ
いて検討を行った。【対象】検査は 2014 年 1 月から 8
月までに CD toxin 検査の依頼があった 125 件を対象
とした。うち検出が増加した形成・整形外科の A 病
棟 13 症例（CD toxin 陽性 7 件、陰性 6 件）について
はカルテ調査を行った。【方法】便からの CD toxin 検
出は、TOX A/B QUIK CHEK（アリーアメディカル）
を使用した。さらに CCFA 培地（栄研）と CCMA 培
地 ( ニッスイ）を用いて嫌気培養を追加し、再検出を
行なった。【結果】検査は、toxin 陽性が 34 件（26.7％）、
うち9件（7.1％）が培養追加によりtoxin陽性であった。
またA病棟ではtoxin陽性が7件（53.8％）、うち3件（の
べ 4 回）は、培養により検出された。さらにカルテ調
査から陰性 6 件のうち 2 件が臨床症状を基に CDI と
診断されており、計 9 症例となった。ICT の介入に
より 8 月末には終息した。【考察】CD toxin 迅速検査
結果は、直ちに感染症監視システムにて電子カルテの
病棟マップ上で表示される一方、培養結果は後日の報
告となるため、流行の兆しを見逃す恐れがある。ICT
との連携により、注意喚起と迅速な対応は重要であっ
たと思われる。
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血液培養から検出された
Corynebacterium striatum の検討

診療検査科（検査）
後藤孝司、浅野裕子、森永朝美
粟野佑子、石郷潮美

薬 剤 部
松岡知子、吉田真也

看 護 部
田中広司、佐藤絢子

呼吸器内科
進藤　丈

泌尿器科
藤本佳則
第 30 回日本環境感染学会総会
　平成 27 年 2 月　神戸

【はじめに】Corynebacterium striatum は皮膚常在菌
で、各種の臨床材料から分離されるものの病原性には
乏しいとされている。しかし、免疫不全状態では、気
道感染、創感染、感染性心内膜炎、尿路感染などにも
関与していると報告されている。今回、当院で血液
培養検査から C. striatum が検出された患者背景や薬
剤感受性 (MIC) について検討したので報告する。【対
象】2013 年 8 月から 2014 年 7 月の一年間に検出され
た 173 例の C. striatum のうち 6 例が血液培養から検
出され、起炎菌と疑われた 4 例を対象とした。【結果】
血液培養陽性までの平均入院期間 24.5 日（16 ～ 33 日）
で、2 例は担癌患者であり、3 例にカテーテルや、点
滴ルートが使用されていた。血液培養は 3 例で 2 セッ
ト採血が行われていて、3 例すべてに 2 セットから C. 
striatum が検出された。MIC は、全例でセフェム系
には耐性で抗 MRSA 薬に感受性を示した。3 例に抗
MRSA 薬 (TEIC:2 例、VCM:1 例 )、1 例は AMK が使
用され、原疾患で亡くなった 1 例を除き投薬後 5 ～
14 日後には解熱した。また、1 例ではカテーテル培養
からも C. striatum を検出しカテーテル感染であるこ
とが確認された。【まとめ】C. striatum は、カテーテ
ルなどによる医原性菌血症を起こすことがあり、特に
入院期間が長い担癌患者には注意が必要であることが
示唆された。

当院におけるクロスミキシング試験
の現状

診療検査科（検査）
杉山直久、三田村桂二、新川和功
市川沙絵子、加納彩野
第 53 回岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

【はじめに】クロスミキシング試験は原因不明の
APTT の延長が凝固因子欠乏や凝固因子インヒビタ
ーによる出血傾向を示す病態なのか、ループスアンチ
コアグラント（以下 LA）などによる血栓傾向を示す
病態なのかを判断するためのスクリーニング検査とし
て重要である。今回われわれは、当院のクロスミキシ
ング試験の現状について報告する。【対象と方法】ク
ロスミキシング試験の測定は即時反応においてはコア
プレスタ 2000（積水メディカル）の自動多点希釈機
能を用いて測定、遅延反応は用手法で希釈し 37℃、2
時間加温後測定している。APTT 試薬はコアグピア
APTT-N（積水メディカル）、正常血漿は健常成人由
来のプール血漿を使用。ミキシングの条件は即時反
応、遅延反応ともに 7 濃度（正常血漿の割合 0％、10
％、20％、50％、80％、90％、100％）で行っている。
判定は測定結果をもとにミキシングカーブを作成し、
家子らの視覚的判定法に準じている。正常血漿割合 0
％と 100％の APTT を結ぶ直線を基準とし、即時・
遅延反応ともにそれよりも下に凸を凝固因子欠乏パタ
ーン、即時・遅延反応ともに直線上またはそれよりも
上に凸（少しでも上に凸を含む）を LA パターン、即
時反応でそれよりも下に凸、直線上、それよりも上に
凸、遅延反応で上に凸がより明確なものを凝固因子イ
ンヒビターパターンとしている。今回 2012 年 1 月～
2014 年 12 月の 3 年間において APTT が >39 秒（正
常域 24 ～ 39 秒）でクロスミキシング試験の依頼があ
った 22 症例を対象に若干の後方視的検討を行った。
22 症例は男女比 15:7、年齢 2 ～ 82 歳（平均 51.5 歳）、
APTT42.0 ～ 176.9 秒（平均 70.1 秒）であった。【結果】
依頼総件数は 22 件であり、2012 年 2 件、2013 年 2 件、
2014 年 18 件と増加していた。診療科別では血液内科
19 件、小児科 3 件であった。ミキシングカーブと診
断との一致率は全体で 15/22 例（68.2%）であった。
その内訳は凝固因子欠乏パターン 11/12 例（91.7%）、
LA パターン 2/3 例（66.7%）、凝固因子インヒビター
パターン 2/5 例（40.0）% であり、凝固因子欠乏パタ
ーンが最も一致率が高かった。視覚的判定法にあては
まらない症例は 2/22 例（9.1%）であった。不一致症
例には凝固因子欠乏パターンを示したが、凝固因子欠
乏はなく LA 抗体が陽性であった症例、SLE を基礎
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疾患とした患者で LA パターンを呈したが、LA 抗体
が陰性であった症例、心房粗動でワーファリンを服用
している習慣性流産のある患者で凝固因子欠乏と LA
抗体が陽性であったが、凝固因子インヒビターパター
ンを呈した症例等があった。一致症例には後天性血友
病 A 症例があり、凝固因子インヒビターパターンを
呈し、診断が確定する前に早期に治療が開始され、ク
ロスミキシング試験が有用であった。【まとめ】クロ
スミキシング試験はあくまでスクリーニング検査であ
り、ミキシングカーブのパターンですべて判定するこ
とはできないが、疾患の方向性を示唆することができ
る。APTT を測定できる施設なら検査可能であり実
施すべき検査であると思われた。また APTT 延長例
に遭遇したら積極的に施行し、臨床へ情報提供するこ
とにより正確な診断・治療につながると考えられる。

顎下腺に発生した脂腺癌の一例

診療検査科（検査）
石井辰弥　、奥田清司、林　博文
浅野　敦、児玉千里、森永朝美
北村恵理、吉田知代
第 53 回岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

【はじめに】唾液腺腫瘍における術前の最終診断は穿
刺吸引細胞診となることが多く、できる限り詳細な病
変推定が求められる。一方、多彩かつ類似した組織型
を示す唾液腺腫瘍の性質から、組織型の推定や良悪の
鑑別に苦慮することもしばしばである。　今回我々は、
穿刺吸引細胞診で病変の推定に苦慮し、その後の組織
検査で低悪性度脂腺癌と診断された唾液腺腫瘍を経験
したので報告する。【症例】患者：58 歳、女性　既往歴：
膵嚢胞、高血圧　現病歴：2 年前より左顎下部に腫瘤
が存在し、増大傾向を認めるため、精査目的に紹介受
診。US にて分葉形で 28 ㎜× 20 ㎜× 15 ㎜の低エコ
ー腫瘤が確認された。内部はやや不均一、辺縁および
内部に軽度の血流を認めた。穿刺吸引細胞診にて基底
細胞腺腫を推定し、摘出手術が施行された。【細胞像】
類円形の小型核を有する類基底様細胞が、結合性の強
いシート状の細胞集団として観察された。ライトグリ
ーンに比較的好染する細胞質と、時に小型の核小体を
有する単一的な細胞集団で、明らかな核異型や核分裂
像、壊死は認められなかった。腫瘍性と考えたが、悪
性とする所見に乏しく、ごく一部に基底膜様物質や核
の柵状配列を認めたため、基底細胞腺腫を推定した。
組織診断後の再鏡検では、類基底様細胞の中に泡沫状

の細胞質を有する細胞が、少数ながら認められた。【組
織像】境界不明瞭な線維性被膜を有する腫瘍で、分葉
状に増殖し、一部には被膜を越えて浸潤する像を認め
た。クロマチンが増量し、核小体の目立つ異型細胞が、
充実性胞巣を形成して密に増殖していた。低悪性度の
carcinoma が推定される組織像であった。腫瘍内に泡
沫状の細胞が散在性に認められた。脂腺癌を疑い、免
疫染色および特殊染色を行った。腫瘍細胞の筋上皮へ
の分化は認められなかった。散在する泡沫状の細胞に
は脂腺への分化が示唆され、低悪性度脂腺癌と診断さ
れた。【考察】今回我々は、唾液腺原発としては報告
例が少ない低悪性度脂腺癌の症例を経験した。穿刺吸
引細胞像は、組織像と比べ核異型所見に乏しく、悪性
腫瘍を推定するには至らなかった。また、類基底様細
胞優位な所見から、脂腺への分化を推定するには至ら
なかった。しかし、少数ながら出現していた泡沫状細
胞に注目するべき症例であった。細胞形態的に上皮・
筋上皮の二相性分化の有無や、腫瘍細胞の分化方向が
不明瞭な場合を想定し、液状化検体の作製、保存や、
免疫染色の併用等も今後検討する価値があると考えら
れた。

当院での無呼吸症候群における
ＣＰＡＰ（在宅持続陽圧呼吸療法）
治療患者への介入について

診療検査科（検査）
澤村聖子、石郷景子、中島直美
樋口　修、服部万奈代
岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

【はじめに】　当院では、睡眠時無呼吸症候群（以下
SAS）の検査業務として、簡易 PSG 検査（アプノモ
ニター）と PSG（終夜睡眠ポリソムソグラフィー検査）
までを施行していた。しかし SAS と判定された後の
治療については介入しておらず、その後の治療に関わ
っていくことが患者にとって、またチーム医療として
重要ではないかと考え、平成 25 年より在宅持続陽圧
呼吸療法（以下 CPAP）の導入、解析、面談を実施し
SAS 患者への無呼吸の検査から治療まで介入するよ
うになった。
　今回、当院では CPAP 面談システム導入から一年
後に CPAP 治療患者、呼吸器内科の医師を対象にア
ンケートを実施したので報告する。

【対象と方法】　当院での CPAP 治療中の患者 80 名か
ら、平成 26 年 4 月に CPAP 面談を行った 59 名を対
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象とし、CPAP データ解析の待ち時間に、「CPAP 装
置の面談システムの運用について」のアンケートを実
施。また、CPAP に関わる呼吸器内科の医師 9 名にも
実施した。【結果】患者対象アンケートより面談シス
テムの運用について、「役に立っている」52 名（88.1％）、

「面倒だ」5 名（8.4％）、「何とも思わない」2 名（3.3％）、
「やめてほしい」0 名（0％）であった。良かった点で
は、「医師とはなしづらい事が話せる」「できる限り装
着する気になった」など多数の意見があった。悪い点
では「待ち時間が長くなった」などがあった。また、
聞きたいことが聞けているかの質問には 55 名（93％）
の方が「はい」と回答した。医師対象アンケートでは、
面談システムの運用について全医師が「役に立ってい
る」また「治療の参考になった」との回答だった。医
師からの良かった点として「装着状況が把握できてよ
い」「フォローがきめ細かく実施できるようになりア
ドヒアランスが向上している」などがあり、意見とし
て　「指導の方針を直接検討する場が必要」と指摘が
あった。【考察】アンケート結果より、患者からのニ
ーズと医師からのニーズが合致している事が分かっ
た。また、CPAP 面談では患者と深く関わることに
より CPAP に対する不安を取り除く事ができ、改善
方法を見いだすことでモチベーションを高める事がで
き、アドヒアランスの向上を期待できるようになった。
また、医師へのアンケート結果から呼吸器内科と月一
回のカンファレンスを行うようになった。以上のこと
より、臨床へ情報提供していく事で連携がとれ、チー
ム医療の充実につながったと思われる。

C 型肝炎患者を対象にした肝線維化
マーカーの性能比較

診療検査科（検査）
清水みゆき、遠藤友啓、加藤廣正
奥田文江、飯田眞理
第 53 回岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

【はじめに】慢性肝炎、特に C 型肝炎の発癌は肝の線
維化と密接に関係している。そのため慢性肝疾患の診
療において、肝線維化の評価は非常に重要である。し
かし、従来から行われてきた肝生検は、穿刺に伴う出
血などの合併症、コスト、サンプリングエラー、病理
医による診断のばらつきなどが問題視されており、外
来では簡単に施行できない。そこで、血液検査だけで
肝線維化を概算しようとの工夫がなされてきた。特に、
通常の外来診療で繁用される簡易な血液検査だけで肝

線維化予測ができれば非常に利用価値が高く、最近は
血小板数や血清トランスアミナーゼだけ、あるいは、
これに年齢を加えた簡易な肝線維化診断の有用性が報
告されている。今回我々は、C 型肝炎を対象に各種肝
線維化マーカーの鑑別能について検討を行い若干の知
見を得たので報告する。【対象と方法】　2012 年 12 月
から 2014 年 7 月まで当院に入院あるいは外来を受診
した C 型慢性肝炎患者 43 例を対象とした。線維化の
進行度は肝生検による新犬山分類をゴールデンスタン
ダードとした。平均年齢は 59.5 歳で、男性 19 例、女
性 24 例。選択基準は C 型慢性肝炎（HCV-RNA 陽性）、
肝生検を施行しており、線維化ステージが F0-F3 で
あること、また、他の肝疾患併存例（アルコール多
飲、自己免疫性肝炎、高度脂肪肝）、脂質異常症の治
療例は除外した。検討した線維化マーカーは、AAR：
AST/ALT、FIB-4 index： 年 齢 ×AST[IU/l] ／（ 血
小板数 [109/l] × ALT[IU/l]1/2)、APRI：（AST ／正常
上限）／血小板数 [109/l] × 100、Forns index：7.811
－ 3.131 × log( 血小板数 ) ＋ 0.781×log(γ-GTP)+3.467
× log( 年齢 ) － 0.014 × T-CHO、ヒアルロン酸である。
検討項目は、Ｔ検定による肝線維化マーカーの比較

（F0-F1 versus F2-F3）、ROC 解析による線維化診断
能の評価、および多重ロジスティック回帰分析によ
る線維化診断能の評価であり、統計ソフトは JMP、
SPSS を用いた。【結果】　t 検定の結果、AAR を除き、
FIB-4 index（p<0.01）、APRI（p<0.01）、Forns index

（p<0.01）、ヒアルロン酸（p<0.05）について有意差
を認めた。さらに AAR を除く 4 項目で ROC 解析を
行った結果、FIB-4 index、APRI、Forns index、ヒ
アルロン酸の AUC はそれぞれ 0.853、0.853、0.796、
0.834 となった。多重ロジスティック回帰分析におい
ては FIB-4 index が肝線維化進行に関わる独立した因
子として選択され、オッズ比が 2.56 であった。 【考
察】　Ｔ検定による F0-1 群 versus F2-3 群の検討で
AAR を除く、FIB-4 index、APRI、Forns index、ヒ
アルロン酸に有意差が認められ、肝線維化の鑑別に有
用であると考えられた。ROC 解析では、 FIB-4 index、
APRI、 ヒ ア ル ロ ン 酸 は AUC ＞ 0.8 と な り、 高 い
診断能であると考えられた。しかし、FIB-4 index、
APRI、ヒアルロン酸の AUC 間に有意な差はみられ
なかった。また、多重ロジスティック回帰分析から
FIB-4 index が肝線維化進行に関わる独立した因子と
して選択され、最も高い診断能であると考えられた。
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胸水を対象とした LAMP 法による
結核菌検索の検討

診療検査科（検査）
粟野佑子、加藤康子、浅野裕子
後藤孝司、浅野麻衣、石郷潮美
第 53 回岐阜県医学検査学会
　平成 27 年 3 月　大垣

【はじめに】胸水にて PCR 法は陽性、LAMP 法は陰
性と判定され、結果の乖離が見られた検体を経験し
た。そのため、様々な性状の胸水を対象として白血球
や赤血球による影響の検討を行った。さらに、抗凝
固剤や増菌培地、血液処理剤による影響を検討した。

【対象と方法】胸水 16 件を対象とした。陽性模擬検体
は PCR 法陰性の胸水に、結核菌を McF0.5 に調整し、
生理食塩水で 104 倍希釈した菌液を 9：1 の割合で加
えて作製し、検討を行った。陽性模擬検体を用いて、
抗凝固剤・増菌培地・血液処理剤の影響を検討した。
抗凝固剤は EDTA-2Na、EDTA-2K、クエン酸ナトリ
ウム、ヘパリン、フッ化ナトリウムを使用した。増
菌培地は 23F 好気用レズンボトル・21F 溶血タイプ
嫌気用ボトル（BD）、AB-O 培地（日生研）、HK 半流
動生培地（極東製薬）、Trypticase Soy Broth（BD）、
Enriched Thioglycollate Medium with Vitamin K & 
Hemin（BD）、HEMOLINE ANA-F（シスメックス・
ビオメリュー）、マイコブロス（極東製薬）、血液処
理剤は ISOLATOR（関東化学）を用いた。【結果】
PCR 法にて結核菌遺伝子の有無を確認し、陽性 1 件、
陰性 15 件であった。LAMP 法では PCR 法陽性検体
は陰性と判定された。この検体は白血球数が 510,600/
µl で非常に膿性であった。そこで、陽性模擬検体 15
件を LAMP 法にて測定した結果、12 件陽性、3 件陰
性と判定された。陰性となったのは、白血球数が多い
2 件（203,430、335,100/µl）とヘモグロビン濃度が高
い 1 件（4.4g/dl）であった。これら膿性検体と溶血
検体を生理食塩水で 2 倍希釈すると、陽性と判定され
た。さらに、抗凝固剤の影響は見られなかった。血液
培養ボトルと HEMOLINE ANA-F、ISOLATOR の
影響を受け、陰性となった。【考察】膿性検体や溶血
検体は偽陰性に判定されることがあった。陽性とは判
定されないが、濁度の上昇を認めた場合、紫外線照射
装置を用いた蛍光目視では陽性と判定できた。膿性・
溶血検体は、生理食塩水で希釈したものと同時に検査
すると、感度が上がることが示唆された。

〔セミナー〕

末梢神経伝導検査

診療検査科（検査）
石 郷 景 子
第 63 回医学検査学会スキルアップ研修会
　平成 26 年 5 月　新潟

　上下肢の伝導検査の実習をおこなった。

新生児における全血交換

臨床工学技術部
川地大樹、小山富生、山田哲也
高木理守、辻　善範、小林寛人
森川宏志、古田一成
第 3 回岐阜県パフュージョンカンファレンス
　平成 26 年 4 月　岐阜

頻 脈 時 に 生 じ る Paradoxical Atrial 
Under Sensing の実験的検討

臨床工学技術部
辻　善範、小山富生、山脇大輝
森川宏志、長井健泰、山岸隆太
寺倉雄也

循環器内科
森島逸郎、友松敏郎、内藤千裕
曽根孝仁
第 14 回 ペースメーカーフォロアップ研究会
　平成 26 年 7 月　岡山

【目的】Paradoxical Atrial Undersensing （PAUS）は、
心房頻拍時に心房感度を波高値以下に設定している
にも関わらずセンシング不全が生じ、逆に感度を鈍
くするとこれが回避される稀な現象である。本研
究の目的は、仮想電位発生シミュレータ（Vip-II、
Medtronic）を用い、PAUS 発生の条件を明らかにす
ることである。【方法】対象は、Medtronic 社製ペース
メーカー Adapta、Enpulse、Kappa KDR901、Advisa、
Enrhythm、SJM 社製ペースメーカー Accent、Biotronik
社製ペースメーカー Evia の 6 機種。Vip-II を用い、
心房レートを 100、200、300、400、500bpm に設定、各々
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のレートで心房波出力を 2.0-25.0mV まで 6 段階に変
え、計 30 通りの仮想心房頻拍を作成した。各条件下で、
ペースメーカーが捉えた双極心房波高値をプログラマ
ーで測定、最大感度で PAUS が生じるか否かを確認、
次に感度を段階的に鈍くし、PAUS が回避できる心房
感度を確認した。【結果】Adapta、Enpulse、Kappa 
KDR901 でのみ PAUS が確認された。Adapta では、
500bpm、心房波 25.0、20.0、15.0、10.0、5.0、2.0mV
で、PAUS 回避可能な最大感度は 2.0、1.4、1.0、1.0、
0.35、0.18mV であった。同様に、400bpm: 1.4、1.4、
1.0、0.7、0.35、0.18mV、300bpm:　1.0、1.0、0.7、
0.5、0.18、0.18mV、200bpm：　0.7、0.5、0.35、0.18、
0.18、0.18mV。100bpm で は PAUS な し。Enjpulse、
Kappa KDR901 の結果もほぼ同様であった。【結語】
PAUS は、心房レートが高く、心房波高値が高い条件
で生じやすいことが示された。　心房細動時に心房波
が大きい場合、PAUS の可能性を考慮し感度設定を行
う必要がある。

小児に対する血液浄化

臨床工学技術部
川地大樹、小山富生、山田哲也
高木理守、江口顕三、辻　善範
山脇大輝、小林寛人、森川宏志
長井健泰、山岸隆太、古田一成
寺倉雄也、岩田　祥、谷川裕也
片桐　渉
第 17 回岐阜急性血液浄化研究会
　平成 26 年 9 月　岐阜

血液凝固により回路全交換と再度の
人工肺交換を要した II 型ヘパリン起
因性血小板減少症（HIT）の 1 例

臨床工学技術部
小山富生、山田哲也、高木理守
辻　善範、森川宏志、川地大樹
古田一成
第 40 回 日本体外循環技術医学会大会
　平成 26 年 10 月　広島

　2013 年 12 月に II 型 HIT 抗体のある 72 歳女性に対
して僧帽弁逆流、三尖弁逆流に対する手術が行われた。

心不全の増悪により HIT 抗体の陰性化を待たずして
の手術となった。体外循環前にアルガトロバン 10mg
の投与を行い、ACT を測定した。５分後、15 分後の
ACT 値は 375 秒、291 秒と短く、さらに 10mg を追
加投与し体外循環が開始された。充填液にメシル酸ナ
ファモスタット 10mg を投与し、40mg/h の持続投与
も行った。体外循環開始後 15 分経過したあたりで血
流量が低下しだし、人工肺内部もしくは入り口部分に
おける血液凝固が原因であると判断した。リザーバー
そのものにも血栓を確認したため人工心肺回路の全交
換が必要と判断した。送血流量が加速度的に減少する
中、頭部冷却を行い、送血温も 15 度の冷水設定とし
て冷却を行った。脳内酸素飽和度は約 6 分間 40% を
下回る状況で、循環が再開された。再開後の ACT は
1005 秒以上であり、その後血栓による影響はないま
ま経過したが、交換 1 時間後辺りから人工肺のガス交
換が出来ない状況に気付き、27℃の体温にて人工肺の
交換を行った。その後は循環、ガス交換ともに問題な
く経過し、人工心肺を終了した。患者は脳梗塞を合併
し、左半身不全麻痺を残したが、意識清明で退院した。

高頻度ジェットベンチレータを用い
た補助循環中の人工肺結露防止対策

臨床工学技術部
山田哲也、小山富生、高木理守
辻　善範、森川宏志、川地大樹
古田一成
第 40 回日本体外循環技術医学会大会
　平成 26 年 10 月　広島
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HIT II 型抗体を持つ人工心肺におい
て 2 度の回路交換を必要とした症例
ー抗凝固方法への疑問ー

臨床工学技術部
小山富生、山田哲也、高木理守
辻　善範、小林寛人、森川宏志
川地大樹、古田一成

胸部外科
玉木修治、横山幸房、横手　淳
大河秀行、柚原悟史、木村拓哉
第 29 回心臓血管外科ウィンターセミナー
学術集会
　平成 27 年 1 月　北海道

【症例】僧帽弁逆流による心不全悪化のため HIT II
型 抗体を持つ患者に対し HIT 抗体の陰性化を待たず
しての準緊急手術を行った。【人工心肺の経過】体外
循環前にアルガトロバン 10mg の投与を行い、ACT
短く 10mg を追加投与し体外循環を開始した。充填液
にメシル酸ナファモスタット 10mg を投与し、40mg/
h の持続投与も行った。体外循環開始 15 分後に人工
肺の圧損が上昇し、リザーバー内にも凝血塊を認めた
ため、人工心肺回路全てを交換した。再開後の ACT
は 1005 秒以上であり、その後血栓による影響はない
まま経過したが、交換 24 分後辺りから人工肺のガス
交換が出来ない状況に気付き、人工肺の交換が必要と
判断した。使用している回路の遠心ポンプ出口と人工
肺接続部分を切断し、その間に PCPS 用の回路をその
まま接続した。咽頭温 27℃下に約 1 分程度で交換を
終えた。【回路の血栓】1 回目の交換時から使用して
いたリザーバーの血栓付着状況については、リザーバ
ー外壁内面に薄く付着しているのが確認できた。一方
静脈血流入部のスクリーンメッシュ、カーディオトミ
ーフィルターに血栓はなかった。患者は脳梗塞を合併
し、一時は左半身不全麻痺となったが現在は軽快して
いる。【考察】　HIT II 型 に対するアルガトロバンを
使用した人工心肺についての報告によると、施行中に
リザーバー内に血栓を確認したがそのまま遂行した症
例、回路スタックにより交換した例、あるいは手術遂
行後に回路確認を行った結果リザーバー内・人工肺に
血栓を認めた症例が報告されている。一方、HIT 抗
体陰性化を待った症例においても大量の血栓を認めた
とする報告もある【結語】ACT を通常許容している
レベルあるいはそれ以上に保っていたにもかかわらず
血栓により回路及び人工肺の機能が破綻した。異常な
凝固の更新状況に対して血栓形成を抑制できている状
態ではないことより、抗凝固方法に関しての再考が必
要であると考えられた。

当院における PCPS 管理
－安全に施行するための工夫－

臨床工学技術部
山田哲也、小山富生、高木理守
辻　善範、森川宏志、小林寛人
川地大樹、古田一成
第 25 回 PCPS 研究会
　平成 27 年 2 月　東京

【はじめに】当院では、1989 年に PCPS を導入し、劇
症型心筋炎を救命し得てから 2014 年 12 月までに 464
例の補助循環症例を経験した。これまでに PCPS を安
全に施行するためにシステム作りを行ってきた。そこ
で、現在の補助循環システムについて報告する。【回
路】回路は、緊急用と長期管理用の 2 種類からなる。
両回路ともに、送血側から脱血側に直接返すシャント
回路を設け、この回路上の陽圧の部分より、採血操作、
抗凝固剤の持続注入を行っている。また、人工肺出
口側のシャント回路に連続血液ガス分析装置 CDI-500
を設置し、アラームを設定することで安全管理に努め
ている。さらに血液浄化を施行する場合は、専用の三
方活栓より行っている。【装置】装置は、専用カート
や回路保持ホルダーを設計し操作性・安全性を考えて
いる。また、人工肺結露防止対策として高頻度ジェッ
トベンチレータを使用し、持続的なガスフラッシュを
行う事で安定した血ガス管理を行っている。【まとめ】
これまでに安全に施行するためのシステム作りを行っ
てきた。しかし、空気塞栓や血栓塞栓が起こり得る可
能性があることなど装置の安全機構は、決して十分で
あるとはいえない。今後さらなる安全を担保するため
の工夫を行っていきたい。

〔パネルディスカッション〕

抗癌剤治療中に OptiVol 上昇を認め
た 1 症例

臨床工学技術部
辻 　 善 範
第 1 回 TOKAI デバイスマネージメント
カンファレンス
　平成 26 年 6 月　名古屋
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〔パネルディスカッション〕

みんなで考える症例検討
～深読み長読みセッション
　　（ペースメーカー、ICD）～

臨床工学技術部
辻 　 善 範
第 14 回 ペースメーカーフォロアップ研究会
　平成 26 年 7 月　岡山

〔一般演題〕

緩和ケア地域連携パスに関する
アンケート調査　～改定に向けて～

看 護 部
田 中 美 帆
日本緩和医療学会学術大会
　平成 26 年 6 月　横浜

【目的】当院では、平成 22 年 10 月から緩和ケア地域
連携パス（以下パスとする）の運用を開始した。約 3
年が経過し、改訂の必要性を実感している。今後の改
訂作業に向けて、課題を明確にする。【方法】平成 25
年 7 月までにパスを運用した院内の医師・看護師、地
域の在宅医と訪問看護師を対象にアンケート調査を行
った。【結果】全体の回収率は 64％であった。アンケ
ートの結果、各診療計画書、患者医療情報、私のカル
テに対する回答は使いやすいがそれぞれ 34％、50％、
44％、使いにくいが 20％、10％、8％であった。運用
全体に対する意見は、「安心感」「開始時期」「誰でも
使えるシンプルさ」「説明の方法・しやすさ」「スタッ
フのパスの理解に向けた取り組み」「フィードバック・
連携体制」「パスの目的の明確化」の７つのカテゴリ
ーに分類できた。また、パスに関する研修の参加経験
者は 24％、今後の研修参加希望者は 79％であった。【考
察】アンケート結果から明らかになったパス改訂に向
けて配慮すべきポイントは、①複雑にしない、初めて
の人でも理解出来る内容にする。②説明方法・運用方
法が明確であり、誰でも同じ方法で出来る。③フィー
ドバック・共有方法を明確にする。④説明・運用方法
は事前に関係スタッフ全員に周知、研修会を開催する。
⑤運用後の事例検討会や症例発表会を開催する。これ
らを、改訂の検討の場に提示・反映し、作成・運用を
すすめたいと考える。

腎代替療法選択支援～患者のライフ
スタイル維持に配慮して～

看 護 部
森田悦子、箕浦真子、早矢仕明美
宮川さつき、多和田章代、佐藤悦子
岡部裕美

糖尿病・腎臓内科
板野祐也、永田高信、大橋徳巳
傍島裕司
日本透析医学会学術集会総会
　平成 26 年 6 月　神戸

【はじめに】腎代替療法を選択する際、患者の思いを
傾聴し、ライフスタイルに合わせた具体的な情報提供
を行い、患者が意思決定できるよう支援が必要である。
その支援を透析センター看護師が行った。【結果】現
在まで 16 人に腎代替療法選択支援を行った。支援後
の患者の意志決定は、HD3 人、PD8 人、未決定 4 人、
非導入希望 1 人であった。その中で、HD 導入予定で
シャント造設済みの患者は、PD の詳細な情報を得た
ことで、導入後のライフスタイルをイメージすること
ができ、PD へ療法を変更した。また非導入希望患者
は、今後の治療に投げやりな言葉が聞かれたが、十分
な時間をとり傾聴することで、ゆっくり考えるきっか
けにつながった。【考察】十分な情報提供を行い、導
入後のライフスタイルを一緒に考えたことで、患者自
身が自分にあった療法選択を自己決定できた。看護師
によるライフスタイルの維持に配慮した療法選択支援
は有用であると考える。

退院前訪問の導入
～導入期から外来維持期における
　継続的な看護介入を目指して～

看 護 部
多和田章代、箕浦真子、森田悦子
早矢仕明美、宮川さつき

糖尿病・腎臓内科
板野祐也、永田高信、大橋徳巳
傍島裕司
日本透析医学会学術集会総会
　平成 26 年 6 月　神戸

【はじめに】腹膜透析（以下 PD）療法の治療の場が
病院から在宅へ移行するとき、患者とその家族は不安
や緊張を感じる。安心して在宅療養が出来るよう、維
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持期を担当するスタッフ（当院では透析センター看護
師）は、退院前に患者を把握し、在宅で必要な知識と
手技を指導する必要があるが、十分に行えていなかっ
た。そこで継続的に指導を行うため、退院前訪問の導
入と初回の PD 外来で知識と手技の確認を行う事とし
た。【結果】退院前訪問を行うことで、患者を把握す
るための十分な情報収集と必要な指導を行う事が可能
となった。病棟看護師と透析センター看護師の間で連
携が取れるようになり、個別に応じた患者指導が継続
的に行えるようになった。【考察】退院前訪問を行って、
患者と家族の自信と安心に繋がった。継続的な患者指
導により、患者のアドヒアランスが向上し、その人ら
しく生きるための PD 生活の継続が可能となり QOL
を保つ事が出来ると考える。

看護必要度を正確に行うための取り組み
～演習問題を実施することによる

精度の変化～

看 護 部
伊藤生恵、澤　恭子
第 64 回日本病院学会
　平成 26 年 7 月　香川

【はじめに】看護必要度は評価者が異なっても、正確
に評価する必要がある。しかし、実際は定義が細かく
決められており、評価に迷うことが多い。そこで当病
棟の実態調査に基づいた演習問題を作成・実施し、看
護必要度の精度の変化を評価したため報告する。【方
法】期間：平成 25 年 9 月 1 日～ 12 月 25 日、対象：3
病棟 7 階看護師 24 名、方法：① H24 年度に主任会で
行った演習問題で正解率 80％以下の項目を調査する。
②病棟の事例を用いて演習問題を作成・添削し返却す
る。③演習問題の実施前後で看護必要度の精度を調査
する。【結果】H24 年度に主任会で行った演習問題 3
回分の結果から、正解率 80％以下であった項目は「創
傷処置」「血圧測定」「シリンジポンプの使用」「専門
的な治療・処置（麻薬注射の使用）」「時間尿測定」「点
滴ライン同時 3 本以上」「呼吸ケア」の 7 項目であった。

「創傷処置」では演習問題実施前は 66.2％、実施後は
88.8％と 22.6％上昇した。「血圧測定」では実施前は
30.1%、実施後は 60％と 22.9％上昇した。「シリンジ
ポンプ」では実施前は 75%、実施後は 80％とあまり
変化はなかった。「専門的な治療・処置（麻薬注射の
使用）」では実施前は 50%、実施後は 100％になった。

「時間尿量測定」は該当患者がいなかったため、実施
前後ともに 100％であった。「点滴ライン同時 3 本以

上」は該当患者が数名はいたが、実施前後ともに 0％
であった。「呼吸ケア」に関しては、全対象者の把握
できなかったため、精度の評価はできなかった。【結論】
看護必要度の精度を上げるためには、繰り返し演習問
題を行う事は有効である。また、各スタッフが看護必
要度の必要性を認識し、評価を行うことが必要である。

吸引処置に適したエプロンの選択
～ビニールエプロンは、
　あなたを守っていますか～

看 護 部
部田三恵子、沼波美果、中原さとみ
服部京子
第 64 回日本病院学会
　平成 26 年 7 月　香川

【目的】（1）現行の袖なしエプロン（以下、A）と現
行エプロンより両肩、前胸部を被覆したエプロン（以
下、B）のどちらが吸引処置の個人防護具に適してい
るのか明らかにする。（2）吸引処置による前腕・上腕
の汚染状況を明らかにする。（3）吸引処置の手技によ
る汚染状況を可視化する。【方法】（1）研究に使用す
る物品（ガウン、A・B、手袋）をガス滅菌した。両肩、
前胸部の細菌採取部位の条件を統一にした。ガウンの
上に A または B を着用した。挿管チューブの開放吸
引、気管切開の開放吸引、口鼻吸引処置を行った。A
または B を外し、ガウンの上から細菌を採取した。（2）
両前腕と両上腕の細菌採取部位の条件を統一した。ガ
ウンを着用し、挿管チューブの開放吸引、気管切開の
開放吸引、口鼻吸引処置後に細菌を採取した。（1）（2）
の研究は、清潔操作で実施し、ベッド柵、吸引台、寝
具に触れずに吸引処置を行った。（3）気管切開吸引ト
レーナー人形の気管と口腔内に蛍光ローションをセッ
トした。気管切開の開放吸引と口腔ケアを行い、ブラ
ックライトで汚染状況を可視化した。【結果】（1）A
の吸引処置では、気管切開の開放吸引で左肩・右肩・
前胸部、口鼻吸引で右肩、挿管チューブの開放吸引で
右肩に細菌が発生した。B の吸引処置では、挿管チュ
ーブの開放吸引で前胸部に細菌が発生した。（2）気管
切開の開放吸引では、左前腕・右上腕、口鼻吸引では、
左前腕、挿管チューブの開放吸引では、右前腕・左前
腕に細菌が発生した。（3）気管切開吸引と口腔ケア後
の両手から両上腕まで、1mm 程度の球形の飛沫汚染
が多数付着した。【結論】・A 着用による吸引処置は、
飛沫感染から守られていない。・吸引処置で使用する
エプロンは、A より B が適している。さらに長袖の
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エプロンが望しい。・袖無しエプロンを使用した吸引
処置後の手洗いは、両上腕まで行う必要がある。

療養環境の改善を目指して
～環境マニュアル・チェックリスト

導入までの取り組み～

看 護 部
淺野友里恵、山口沙緒里、高木祐美
栗田直美
第 64 回日本病院学会
　平成 26 年 7 月　香川

【はじめに】当病棟は手術を受ける患者が大半を占め
る中、昨年転倒 13 件、転落 3 件、ベッドサイドの環
境に関する苦情が 5 件あった。そこで療養環境の見直
しと改善、職員の療養に対する意識改革が必要と考え、
当病棟で環境マニュアルとチェックリストを作成し導
入を試みた過程と結果を報告する。【研究目標】1）療
養環境整備におけるマニュアルを作成する。2）病棟
職員全員が統一した安全な療養環境を整える事が出来
る。【研究方法】期間：平成 25 年 4 月～同年 12 月　
対象：当病棟入院患者　方法：チェックリストによる
環境チェックを毎日行い週に 1 度他者評価を行う。職
員の意識調査を行う。【倫理的配慮】研究で得た患者
様のデータ、アンケート結果は研究以外に使用しない
事、回答によって個人に不利益を受けない事を説明し
同意を得た。【結果】環境マニュアルを作成し提示した。
導入前にチェックリストを使用し病棟職員の療養に関
する意識を確認した結果は 56％であった。チェック
リストを用いて療養環境チェックを行った。12 月に
は 91％の遵守率となった。今年度は転倒 3 件、転落 0
件であった。職員の療養環境に関する意識調査は 100
％であった。【考察】療養環境に対する取り決めが曖
昧で、療養環境に全職員が関わる習慣がなかった。マ
ニュアルを作成し療養環境の取り決めを行う事で、療
養環境の統一を図る事ができ、療養環境の整備と病棟
職員の意識改革が出来たと言える。今年度の転倒 3 件、
転落は 0 件で、医療安全面で効果があったと言える。
入院患者・家族に環境マニュアルを提示する事で協力
が得られ、療養環境が整い、苦情減少に繋がったと考
える。【まとめ】療養環境マニュアル・チェックリス
トの作成と導入で、病棟職員が統一した療養環境が出
来るようになった。今後も継続した取り組み、より良
い療養環境の維持に努めていく。

チームメンバーによる
新人看護職員支援の現状
ー3年間のサポートチェックを分析してー

看 護 部
永田真弓、川口友美、金山佳子
栗田直美
日本看護学会　看護教育
　平成 26 年 9 月　新潟

【目的】チーム支援型に体制を変更してから、チーム
メンバーの新人支援に対するサポートの現状を分析し
明らかにする。【方法】対象：チームメンバーの役割
を担う看護師。期間：Ｈ 23 年 4 月～Ｈ 26 年 1 月。ア
ンケート調査：年 3 回（6 月・9 月・1 月）データを
収集する。【結果】チームメンバーのサポートチェッ
クを 3 年間比較した結果は、毎年“できた・だいたい
できた”の割合が 6 月は低く、徐々に上昇傾向にあっ
た。3 年間のサポートチェックを比較しても同様の傾
向で大差なかった。また、サポートチェックの項目
については、6 月より高値項目は、「支援をしている」
94％、「ポジティブメッセージを返した」81％。低値
項目は、「日常生活・精神面での支援をした」42％で
あった。【考察】年間のサポートの結果は、6 月は毎
年評価が低く、徐々に上昇傾向にあった。その要因と
して、支援者側の勤務異動や指導を開始したばかりで、
軌道にのっていない傾向であること。そして、日常生
活・精神面のプライベートについては、入職当初から
は支援しにくく、支援内容の重点が、時期によって変
化していくことが考えられる。しかし「ポジティブメ
ッセージを返した」等は開始当初から“できた・だい
たいできた”の割合が高値であった。このことは、成
長記録ファイルを活用し、毎日メッセージを返すとい
うシステムが当初から実行され、始めから何らかの形
で支援をしなければならないという意識があると考え
られる。【結論】１．毎年チームメンバーの新人看護
職員の支援内容は、時期によって変化している。２．
毎年チームメンバーは、4 月から新人看護職員の支援
の役割を認識している。
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腹膜炎発症率低減を目指した
患者再教育
～ CQI 活動を実践して～

看 護 部
多和田章代、箕浦真子、森田悦子
早矢仕明美、宮川さつき
日本腹膜透析医学会学術集会総会
　平成 26 年 9 月　山形

【目的】当院の腹膜透析（以下 PD）の離脱原因は主
に腹膜炎である。2012 年度の腹膜炎発症率は 1/48.7
患者月であり、ISPD ガイドラインによると低い値で
はない。しかし、今まで腹膜炎予防に関する活動が十
分に行えていなかったため、更なる腹膜炎発症率低減
を目指すことができると考えた。そこで今回、腹膜
炎発症率低減を目指して、CQI（継続的質改善）活動
を行ったので報告する。【方法】医師 3 名、透析セン
ター看護師 5 名でチームを結成し、腹膜炎発症につ
いて原因分析を行った。結果、「患者が行うバッグ交
換の手技が正確に行われているのか、患者が持つ腹膜
炎に対する知識はどれくらいあるのか」を、スタッフ
が把握出来ていないという問題が明確となった。大目
標を「腹膜炎発症率 1/48.7 患者月以下を目指す」と
し、改善目標の指標：QI を「全患者に再指導するこ
とが出来る」とした。そして、PDCA サイクルを使
用して患者再教育活動を行った。【結果】2013.04.01
～ 2014.03.31 までの腹膜炎発症率は 1/87 患者月で昨
年から低減した。また、腹膜炎予防への取り組みを標
準化でき、継続的な活動へ繋げることが出来た。【考
察】医師も含めたスタッフ全員で活動に取り組んだこ
とで、問題を共有し PDCA サイクルを使用して一貫
した活動を行うことが可能となった。その結果、腹膜
炎発症率の低減が達成でき、患者の QOL の改善、医
療の質が向上したと考える。また、QI 指標を設定し
たことにより活動の成果が明確に現れ、スタッフの満
足度とモチベーションの向上に繋がった。今後、患者
のアドヒアランスの向上、腹膜炎発症率の維持、ある
いは更なる低減を目指し、CQI 活動を継続していく
必要がある。

アクションカードを用いた
外来災害訓練の取り組み

看 護 部
岡崎小百合、西田かをり、田中景子
宮崎美香
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】当院は外来診療科が 23 科で 1 日約 2,000 名以
上の患者が来院しており、大規模な災害が発生した場
合、大混乱を招くことが予測される。そのため外来で
アクションカードを使用した災害訓練を実施し、外来
での災害に対する取り組みについて課題を明確にす
る。【方法】外来の状況に応じたアクションカードを
作成し、事前に使用方法を説明した上で地震発生を想
定し災害訓練を実施する。訓練は 23 科を 3 グループ
に分け、アクションカードに沿って行動し、災害発生
合図をし、各外来リーダーからグループリーダー、グ
ループリーダーから外来師長までの報告所要時間を測
定する。訓練後、参加スタッフを対象に記述式でアン
ケート調査を行う。【結果】災害訓練参加スタッフ 51
名で、アンケート回収率 100％であった。災害訓練前、
多くのスタッフはアクションカードの存在を知らなか
った。しかし、アクションカードを使用して訓練を行
ったことで、「災害時の確認すべき点が分かり行動す
ることが出来た。」「リーダーの指示に従い行動するこ
とが出来た。」「災害時何から行動すればよいのかがイ
メージが出来た。」との意見があり 79％のスタッフが
アクションカードの使用方法が理解できた。しかし、
21％のスタッフは「訓練時患者役としての参加でアク
ションカードを使用していない。」「1 回だけの訓練で
は理解できなかった。」と回答した。また、「大勢の患
者の具体的誘導方法が知りたい。」「カードを持たない
人の行動はどうするのか。」「処置中、大勢の患者が来
院する時間を想定した訓練を繰り返し行いたい。」と
今後の取り組みについて回答した。また災害発生合図
から師長までの報告時間は最短で 5 分 39 秒、最長で
19 分 26 秒であった。【結論】アクションカードを用
いて災害訓練することで、災害時のスタッフの行動を
明確にできる。また、多くの外来患者を安全に誘導す
るためにも多様な場面設定するなど、より実践的な訓
練を継続する必要がある。
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超過勤務削減に向けた取り組み
―業務改善とスタッフの
　　　意識改革を試みてー

看 護 部
武田和子、田中正子
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】超過勤務の内容を調査し、改善策を検討する。
看護の質を落とすことなく、超過勤務の削減を図るこ
とを目的とする。【方法】１　対象：Ａ病棟看護職員
16 名　２　期間：2012 年 4 月～ 12 月　３　方法：時
間外勤務命令簿より、各個人の超過勤務時間数を計算
し、残務内容を分類し、項目ごとに集計した。時間数
の多い項目について業務改善をし、スタッフへの働き
かけを行った。【結果】残務内容として 1）分娩：29
％　2）入院：27％　3）記録：25％の項目があり、記
録の内容も①集中看護：42％②入院時の記録：33％③
急変時の記録 17％が多かった。記録の見直しと業務
改善に取り組んだ。①固定チームナーシングから一部
機能別看護に変更した。②記録について、分娩記録チ
ームを早急に作り、ガイドラインに沿った記録の必要
事項をまとめ上げ、集中看護（記録のフォーマット）
を作成した。必要な看護行為の記録についてテンプレ
ートを作成し、記録の短縮を計った。③居残りを残す
基準を設定し、日替わりリーダー業務の見直しを行い、
引き継ぎ後に本日の注意項目をメンバー間で共有する
ようにした。前期の課題として「夜勤帯出産の記録に
よる超過勤務」が多い事が判明した。後期は、「分娩
後 2 時間は、分娩室にて母体管理・新生児管理を行い
ながら記録をする」「記録はその都度記載し、10 時 15
分までに終了する」という目標を掲げ取り組んだ。結
果「意識して記録をかく癖がついた」「時間を意識し
て業務を行うようになった」などの声が、スタッフへ
のアンケート調査から聞かれるようになった。また、
年間超過勤務数は 12 時間から 7.895 時間に減少した。

【結論】超過勤務の削減に取り組み①記録時間の短縮
を図った事②必要な業務改善を行った事③スタッフの
意識に働きかけができた事が超過勤務の削減につなが
った。

痛み日記からみえてきたもの

看 護 部
小倉千絵、久野美穂、傍島一恵
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【はじめに】患者の１日の疼痛変化は各勤務帯１回の
看護オーダの観察だけでは把握出来ない。痛みの変
動が 24 時間でわかる表を患者が記入することで、い
つどれくらいの疼痛が出現しているかを把握する。患
者と看護師が１日の疼痛パターンを理解する。【方法】
期間：平成 25 年 4 月～ 11 月　対象：消化器内科に
入院し、がん性疼痛があり疼痛コントロールが必要
で NRS を自己記入できる患者 6 名 ①表情評価スケー
ル：Face Rating Scale（FRS）と数値評価スケール：
Numerical Rating Scale（以下 NRS とする）を合わせ
たものを作成② A4 用紙で１時間毎に 24 時間を 2 日
分記入できる表（痛み日記）を作成③患者自身に痛み
の変化があった時は、評価スケールに沿ってその都度
普段の痛みを記入してもらう。レスキューを使用した
前後は必ず記入してもらう。④痛み日記と看護オーダ
の疼痛状態観察を比較する。【結果】痛み日記の数値
の変動から、看護師が把握できていない疼痛がある
ことがわかった。看護記録や看護オーダの疼痛観察

（NRS）と患者自身で記入した数値を比べると、看護
師に伝える数値は低い傾向にあった。痛み日記から疼
痛は夜間や早朝に出現する患者、疾患により食後に出
現する患者、行動した後に出現する患者がいることが
わかった。看護師も各勤務帯１回の看護オーダでの観
察でも、痛み日記があることにより１日の疼痛の変化
を知ることができた。表を使用することで患者自身が
疼痛の評価ができるようになり、疼痛時はレスキュー
を使用したいと伝え、素直に疼痛を表出するようにな
った。また看護師もどんな時に疼痛が出現するかアセ
スメントできるようになった。【結論】痛み日記を記
入することでいつ・どれくらいの疼痛かを把握するの
には有効であった。
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産科病棟での感染予防
～乳房ケア時のスタンダードプリ
コーションの徹底と新生児接触前の
手指衛生の指導～

看 護 部
山田安希子、田中正子
第 53 回全国自治体病院学会
　平成 26 年 10 月　宮崎

【目的】産科病棟での感染予防として、乳房ケア時の
スタンダードプリコーションの徹底、新生児のコット
へ速乾式手指消毒薬の設置と褥婦への手指衛生の指導
をしている。スタッフが必要と考え実施している産科
病棟での感染予防が褥婦に受け入れられているのか考
察する。【方法】産後健診で来院した褥婦に聞き取り
調査を行う。病棟スタッフに記載式アンケートを行う。
聞き取り調査結果、アンケート結果を分析する。【結
果】褥婦は、乳房ケア時の個人防護具の着用について

「そういうものだと思っていたので特に何も感じなか
った」「感染に対して徹底されていると感じ逆に安心
できた」「上の子の時と違ったのではじめは驚いたが
必要性がわかって納得できた」という意見が聞かれた。
新生児のコットへの速乾式手指消毒薬の設置と手指衛
生の指導について「洗面所のない部屋だったのでよく
利用した」「コットに手指消毒薬が設置されており面
会者が児に触れる前に使用してくれた」という意見が
きかれた。スタッフは、必要と考え実施しているケア
に「手指衛生の実施、指導」「乳房ケア時の個人防護
具の着用」をあげた。【結論】これまで母乳を体液と
して認識しながらも新生児の栄養と考えスタンダード
プリコーションを徹底してこなかった歴史的な背景が
あった。乳房ケア時の個人防護具の着用に対してスタ
ッフの中でも抵抗があり、褥婦にはスタッフ以上に抵
抗があるのではないかと考えていた。しかし、この研
究より、褥婦の感染予防に対する意識が高く受け入れ
られている事が分かった。手指衛生については、指導
した褥婦だけでなく家族に対しても意識づけがされ、
啓蒙につながった。この研究で、スタッフが実施して
いる感染予防が褥婦に受け入れられている事が分かっ
た。

救急外来における院内トリアージの
現状と今後の課題

看 護 部
兵頭博美、伊藤明美
日本救急看護学会
　平成 26 年 10 月　大阪

　Ａ病院では、救急外来に年間約 47000 人の患者が受
診している。待ち時間が長くなることや混雑すること
によって、迅速な治療が行えず重症化してしまう傾向
がある。そのため、トリアージナースは、緊急度判定
支援システムを基に作成した「救急外来トリアージ」
に記録しトリアージレベルを判定している。今回、院
内トリアージの現状調査した結果、問題点が明らかに
なり適切なトリアージ判断をするための今後の課題を
見出すことができたので報告する。
　調査期間中にトリアージレベルⅣと判断後入院とな
った患者は、96 症例であった。系統的分類ごとに集
計した結果、「消化器系」36 症例、「一般的問題　発
熱」25 症例、「整形系」６症例、「呼吸器系」５症例、

「心血管系」「神経系」４症例などであった。記載内容
から、適切なトリアージレベルと判断できたのは、18
症例だった。不適切な理由として、「バイタルサイン
の未記入」59 症例、「疼痛の未記入」26 症例などだっ
た。トリアージナースの聴診や触診など他覚所見の記
載がない記録が多くあった。トリアージレベルを適切
に判断できていなかった症例は、「消化器系」である
ことが明らかになった。特に、「腹痛」を主訴に受診
した患者に対し、痛みの程度や部位などのフィジカル
アセスメントができていないことが原因であると考え
られた。「救急外来トリアージ」の記載内容から、未
記入項目が多いことや患者の自覚症状のみで判断しバ
イタルサインや疼痛の評価など他覚所見に関連させ判
断をしていないことがわかった。トリアージレベルを
判断するための「情報収集不足」が、トリアージ基準
との「照合不足」になり適切なトリアージレベルの判
断ができないことが明確になった。記録の不備をなく
し、得られた情報をトリアージ基準に照合させ判断で
きるようにすることが今後の課題と考える。
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当院 NICU における胃管の
予定外抜去の実態

看 護 部
高 木 康 裕
人間福祉学会
　平成 26 年 10 月　岐阜

【目的】胃管の予定外抜去の背景より予定外抜去の因
子を探索する。【方法】①胃管予定外抜去調査用紙を
作成し、胃管抜去時の状況をスタッフに記載してもら
う。②スタッフに日常使用しているテープの種類をア
ンケートで調査する。①②を集計し、結果について検
討する。【結果】研究期間中の胃管予定外抜去調査用
紙の記載は、18 件であった。口角・鼻頭部の固定テ
ープは、すべてが A テープであった。頬部の固定テ
ープの種類は A テープが 12 件、B テープが 3 件、C
テープが 1 件、その他が 2 件であった。アンケート調
査では、A テープが 61％、B テープが 27％、C テー
プが 11％、その他が 1％であった。頬部のテープの固
定方法は、Ω止めが 16 件、その他が 2 件であった。
固定テープの剥がれは口角・鼻頭部のみは 5 件（16
件中）、頬部のみは 4 件、両方が 2 件であった。頬部
の固定テープのはがれがみられたうち、A テープを
使用していたのは 4 件、B テープを使用していたのは
2件であった。固定糸の緩みがあったのは3件（16件中）
であったが、口角・鼻頭部の固定テープの剥がれはな
かった。体位は仰臥位が 17 件、側臥位が 1 件、腹臥
位では 0 件であった。収容環境は、保育器が 9 件でコ
ットが 9 件であった。保育器収容児のみポジショニン
グ用具を使用していた。啼泣がみられたのは、13 件
であった。ミルクが開始されていたのは 16 件で、胃
管予定外抜去の時間はミルク後 1 時間未満が 1 件、ミ
ルク後 1 時間以上 2 時間未満が 5 件、ミルク後 2 時間
以上 3 時間未満が 8 件、3 時間以上が 1 件、不明が 1 件、
ミルク中は 0 件であった。【結論】児のストレスが胃
管の予定外抜去の要因であり、ストレスサインに素早
く気付き適切なケアを行うことが重要である。とくに
腹臥位とすることは有効である。胃管の固定方法につ
いては、今後検討していく余地がある。

褥瘡予防ケア
～褥瘡予防ケアの統一を目指して～

看 護 部
大橋了子、高木美千留、大内智美
人間福祉学会
　平成 26 年 10 月　岐阜

【はじめに】当病棟では、高齢者の入院が多く、褥瘡
予防ケアを行うことが多い。就業している看護師の経
験年数や知識・技術は様々である。褥瘡予防ケア介入
方法も差があり、統一したケア提供ができていない現
状がある。チームの現状調査をし、統一した褥瘡ケア
を目指し、取り組んだため報告する。【目的】看護師
の褥瘡予防の方法と知識の違いを明らかにし、ケア統
一のための課題を明らかにする。【方法】○期間　平
成２５年６月～１１月○対象　Ａチーム看護師１２名
　○方法　アンケート実施　・褥瘡予防ケアについて、
勉強会を開催する（９月）　・アンケートを６月と９
月に実施【倫理的配慮】調査結果で得た個人情報は本
研究以外では使用しない【結果】勉強会前（６月）の
アンケートでは、褥瘡発生要因や予防策について理解
している（100％）③体圧分散寝具の選択基準（63.6%）
④褥瘡予防ケアに必要な栄養管理（63.6%）という結
果であった。勉強後の結果では、①看護計画評価時に
具体的なアセスメントが出来る（100％）②マットレ
ス選択基準を記録に残している（80％）④オムツ内排
泄・皮膚が脆弱な患者にプロペトを使用している。（100
％）と褥瘡予防ケアに関する意識の向上と実践出来て
いる事が増えた。【考察】アンケート結果から、褥瘡
予防ケアに関する知識には差はないが、実際のケアで
は介入できていない事があると分かった。勉強会後の
アンケート結果では、全ての項目で「はい」と答える
スタッフが増加しており、ケアの介入ができるように
なっている事がわかる。このことから、スタッフの褥
瘡予防ケアに対する意識向上が図れたと考えられる。
しかし、統一したケアの提供に向け、簡易版のマニュ
アル作成が必要であると考える。
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急性期病棟における呼吸リハビリ
テーション集団指導の取り組み

看 護 部
早野加奈、神谷未香、斎藤修平
志知久美

呼吸器内科
白木　晶、日比美智子
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
　平成 26 年 10 月　奈良

【はじめに】慢性呼吸器疾患患者の ADL 維持には呼
吸リハビリテーションが有効とされており、長期治
療において患者家族の参加型の患者教育が重要であ
る。当院では急性期の患者から呼吸リハビリテーショ
ンを取り入れている。個別リハビリテーション（以下
個別指導と略す）とは別に集団指導と患者交流を主な
目的として 2010 年より呼吸リハビリテーション集団
指導（以下集団指導と略す）を行っている。集団指導
の利点と欠点を明らかにしたいと考え調査を行った為
報告する。【方法】１. 研究期間　2014 年 4 月～ 2014
年 7 月　2. 研究対象　集団指導に参加した患者 36 名、
OT・PT9 名、看護師８名　3. 研究方法　運営方法の
現状調査、患者の聞き取り調査、OT・PT のアンケ
ート調査、看護師の意識調査を実施した。【倫理的問題】
趣旨及び参加の自由、結果は研究以外に使用しない事
を説明し同意を得た。【結果】1. 集団指導は呼吸器疾
患患者を対象に月 1 回、勉強会や交流会を行っている。
運営スタッフは OT・PT・看護師である。2. 患者の
聞き取り調査では、満足度を 10 段階で表した結果、5
月 7.6、6 月 7.1、7 月 7.1 であった。「他者交流ができ、
気分転換になった」等の意見があった。3.OT・PT ア
ンケート調査では、「患者間の交流ができた」等の回
答があった。4. 看護師アンケート調査では、「他職種
と意見交換しやすくなった」等の回答があった。【考
察】集団指導を行う事で交流の場となり、孤独などの
軽減に繋がっていると考える。今後の生活を含めた指
導を行う事で、患者の主体性を引き出す事ができてい
ると考える。現在は家族の参加が少なく、患者中心の
教育になっているという欠点がある。【まとめ】集団
指導は患者のセルフマネジメント能力を高めるきっか
けになっている。退院後は家族の援助が必要となるた
め、家族参加を促していきたい。

患者にとって
効果的な術前訪問を考える
～リーフレット方式の
　患者用パンフレットを導入して～

看 護 部
栗林　都、栗田純那
日本手術看護学会東海地区
　平成 26 年 11 月　名古屋

【はじめに】手術室では緊急手術を含む年間約 7500 件、
1 日平均 30 件の手術が行われている。そのうち 500
件（約 6.6％）の待機手術患者に対して術前訪問を実
施している。対象患者は褥瘡リスク算定基準に基づき
選出している。訪問の際は患者用のパンフレットを使
用しているが、患者にとって重要である安全や安楽と
いう項目がなく、個別性も無い物であった。今回、個
別性を考慮したリーフレット方式のパンフレットを作
成・導入し、効果的な術前訪問を実施する事ができた
のでここに報告する。【研究目的】術前訪問のパンフ
レット（リーフレット方式）を作成し効果的な術前訪
問を実施できる。【研究方法】期間：平成 25 年 9 月～
12 月　対象：手術室看護師 31 名　方法：術前訪問に
関するアンケート調査及び聞き取り調査【結果】アン
ケート調査の結果、80％の看護師がパンフレットを改
正した方が良いと回答をした。患者の個別性を考慮し、
手術体位・麻酔方法別にリーフレット方式に変更を試
みた。表紙を付け患者氏名と訪問看護師を明記する事
とした。Xs １患者が高齢である事が多い為、写真や
イラストを入れ文字も大きくカラフルにした。安全面
や褥瘡予防に対する説明も追加した。患者からは「よ
く解りました。」「字が大きくて見やすかった。」等の
声が聞かれた。【考察】渡部は「患者が理解しやすい
ようなパンフレットは写真やイラストを用いると効果
的である。」と述べている。写真を使用した事で、患
者はどのように麻酔や手術が始まるのかを理解しやす
くなり麻酔導入もスムースになった。硬膜外カテーテ
ル挿入は苦痛を伴うが、説明をする事でイメージがで
き、安全かつ円滑に遂行する事ができるようになった。
表紙に担当看護師の氏名を明記する事によって、責任
感も生まれる。患者と面識を持ち誤認予防や信頼関係
の構築にも寄与している。又、どの看護師が術前訪問
をしても同じレベルでの説明が可能となった。患者に
とって効果的な術前訪問に繋がったと考える。【まと
め】リーフレット方式のパンフレットを導入し、患者
の個別性を考慮した事で患者と看護師両者にとって効
果的な術前訪問が実施できた。【おわりに】病院の理
念の一つに『患者中心の医療』がある。患者目線で患
者が何を知りたいのか？最優先課題は何か？等を考慮
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する事が患者中心の医療に繋がる。①必要に応じてパ
ンフレットを改正する事②他部署や他部門との連携を
する事が今後の課題である。

心肺補助装置挿入介助に対する
意識調査と今後の教育方略について

看 護 部
宮 川 亮 太
第 42 回日本集中治療医学会学術集会
　平成 27 年 2 月　東京

【はじめに】集中治療室（以下 ICU）では例年、同時
期に 2 ～ 3 台の A-V ECMO 装置装着患者が重複して
入室することがある。しかし、当院クリニカルラダー
レベルⅢ以上の ICU スタッフから「いまだ自信が無
い」「怖い」といった発言があった。よって、スタッ
フの A-V ECMO の経験と A-V ECMO 挿入および管
理についての意識を調査した。【目的】A-V ECMO 挿
入介助に前向きに関われる教育方略を明らかにする。

【方法】研究デザイン：関連検証研究【結果】回収率
87.5％。ICU 平均経験年数は 2.17 年で、ICU の 64.2％
が ICU 経験年数 3 年未満であった。A-V ECMO 挿入
介助に自信があるかについては【成人で自信がない：
24 名】【小児で自信がない：26 名】であった。自信が
ない理由としては【経験がない：7 名】【経験が少ない：
5 名】であった。自信が持てるようになるための方略
として、動的シミュレーションを挙げたスタッフはレ
ベルⅣ 2 名、レベルⅢ 7 名、レベルⅡ 4 名であった。
静的シミュレーションを挙げたスタッフはレベルⅣ 6
名、レベルⅢ 1 名、レベルⅠ未満 4 名であった。【考察】
動的シミュレーションにレベルⅡ・Ⅲのスタッフが多
かった理由は、知識も技術も蓄積されるにも関わらず、
A-V ECMO 挿入の経験が少ないため、動きとしてイ
メージが必要となると考える。静的シミュレーション
にレベルⅠ未満のスタッフが多かった理由は、漠然と
した不安であり、まずは知識として知る必要性がある
からと考える。レベルⅣスタッフが多かった理由とし
ては、指示があれば培われた経験から応用は利く。学
習のレディネスは部署経験年数よりも、教育レベルを
重視した方が、受講者のニーズに沿うことができる可
能性がある。【結語】・レベルⅡ・Ⅲのスタッフは動的
シミュレーションを重要視している傾向がみられた。・
レベルⅠ未満・Ⅳのスタッフは静的シミュレーション
を重要視している傾向がみられた。・学習のレディネ
スは、教育レベルを重視した方が、受講者のニーズに
沿える可能性がある。

術前患者に対する
ストーマ外来の役割と課題

看 護 部
西 田 か を り

外　　科
高 山 祐 一
日本ストーマ・
排泄リハビリテーション学会
　平成 27 年 2 月　千葉

【はじめに】在院日数の短縮に伴い、外来でストーマ
造設について説明を受ける患者が増えている。今回、
外来で手術の説明後、ストーマ造設に強い拒否感を示
す事例に関わり、術前患者に対するストーマ外来の役
割や課題について検討した。【倫理的配慮】個人が特
定できないように配慮、承諾を得た。【事例１】70 代
女性。夫と二人暮らし。直腸癌。外来で腹会陰式直腸
切断術の説明直後から強い拒否感を示したため、医師
の紹介でストーマ外来を受診した。患者は、命と引き
換えてもストーマ造設はしたくないと主張しており、
ストーマ外来で短期間に数回関わり、さらに医師と相
談し手術予定日を延長し患者の同意が得られるまで待
つことで手術を迎えられた。【事例２】60 代男性。妻
と二人暮らし。直腸癌にて肛門温存内括約筋切除術、
一時的回腸ストーマ造設術を受けたが、術後虚血が原
因と思われる縫合不全を併発した。6 か月後の大腸内
視鏡で直腸は完全に粘膜が脱落しておりストーマ閉鎖
が困難と思われ、外来で永久的ストーマ造設の説明を
受けた。その後、妻から患者が永久的ストーマ造設を
受け入れられない思いを聞いてくれる場所がないか、
患者が精神的に不安定で見ていられないと相談を受け
ストーマ外来受診の調整をした。結果、診察前に妻と
ともにストーマ外来を受診し、セカンドオピニオンを
受けることで患者が手術への意志の整理をつける方法
を選択した。【考察】外来でストーマ造設の説明を受
ける患者は、不安を相談できないまま入院を迎えるこ
とも少なくない。そのため、術前ストーマ外来では、
不安だけでなくストーマ造設に対する思いを整理でき
るよう支援することが重要である。また、一時的スト
ーマ保有患者がストーマ閉鎖の可否の説明を受ける診
察後にもストーマ外来が受診できるよう調整し、患者
の思いを表出できる場を提供する必要がある。【結語】
術前患者に対するストーマ外来では、入院までの短期
間に患者が気持ちを整理できるような関わりが必要
で、ストーマ閉鎖予定患者の場合も、再造設の可能性
を考慮し外来予約をする必要がある。
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小児科病棟におけるロタウィルス胃
腸炎伝播防止の取り組み

看 護 部
松永富伊子、清水より子
日本環境感染学会
　平成 27 年 2 月　神戸

【目的】小児科病棟で問題になる感染性下痢症は時に
は重症化し、アウトブレイクを引き起こすことがあ
る。当病棟でロタウィルス感染性胃腸炎の交差感染が
発生しており感染予防対策を見直した。【方法】環境
改善・職員・家族指導、病棟独自の感染評価を実施
し 2012 年 1 月～ 6 月と 2013 年 1 月～ 6 月のロタウィ
ルス胃腸炎伝播を比較する。【結果】１環境改善では、
ディスポ手袋とごみ袋を個別に使用できるよう環境を
整え、ベッド柵やドアノブはルビスタ清拭に変更した。
感染性胃腸炎専用トイレを設置した。２手指衛生遵守
向上のため、手指培養検査、手洗いチェッカー検査を
実施し手指衛生の意識を高めた。個人防護具脱着や吐
物処理方法を模擬演習し手技の確認を行った。３家族
指導では、パンフレットでオムツ取り扱いを統一した。
2012 年 1 月～ 6 月の二次感染率 15.8％から 2013 年 1
月から 6 月の二次感染率 8.03％に減少し伝播患者数の
減少がみられた。感染対策評価を年 3 回実施し 97％
維持できた。【考察】今回の取り組みで環境改善・職
員教育・家族指導のバンドルを束ねたことで二次感染
の減少に効果があったと考える。環境を見直し共有物
をなくした事、次亜塩素酸入りクロスで清拭した事、
個人防護具の使用は交差感染予防の一助となり患者間
での交差感染防止が出来たと考える。また、検査結果
を示し手指衛生の啓発を行ったことは手指衛生遵守に
繋がったと考える。

A 病院 NICU での PNS 定着に向けて
の取り組み

看 護 部
高木康裕、崎田妙子、林　敬祐
野村　彩、服部京子
PNS 研究会
　平成 27 年 3 月　福井

【目的】PNS の導入・定着のための条件を明らかにし、
今後の課題を明確にする。【方法】平成 26 年 4 月より
PNS を導入した。5 月に病棟看護師への講義を実施
し、6 月と 8 月に質問紙調査を実施した。その結果を

もとに 8 月に通信を発行した。9 月には福井大学 PNS
監査用紙を用いて PNS 係が監査を実施し、協議によ
り結果を数値化した。その結果を元に 10 月に勉強会・
ディスカッションを実施し、引き継ぎを廃止した。再
度 11 月に監査を実施した。【結果】質問紙調査では、

『PNS の理解』については、「できている」は 6 月が 9
％で 8 月が 11％、「だいたい」は 6 月が 82％で 8 月が
72％、「あまり」は 6 月が 9％で 8 月は 17％であった。

『導入しての変化』については、「良くなった」は 6 月
が 91％で 8 月は 50％、「変わらない」は 6 月が 9％で
8 月は 33％、「わからない」は 6 月が 0％で 8 月は 17
％であった。監査では、『業務前に分けて情報収集し
共有』は 9 月が自己 5％；他者 0％で 11 月が自己 32％；
他者 33％、『業務前にペア間で行動計画が立てられる』
は 9 月が自己 58％；他者；67％で 11 月は自己 74％；
他者78％、『検温を二人でおこなう』は9月が自己74％；
他者 89％で 11 月が自己 90％；他者 89％、『業務中の
情報共有ができる』は 9 月が自己 79％；他者；89％
で 11 月が自己 95％；他者 100％、『補完できる』は 9
月が自己 95％；他者 78％で 11 月が自己 100％；他者
100％であった。【結論】1.PNS 定着のための条件は、
PNS に対する共通認識・理解が必要である。2. 従来
の看護方式上のルールにとらわれず、PNS を円滑に
実施するためのルールづくりが必要である。3.PNS を
定着させるためには、PNS マインドの醸成が必要で
あり、今後いかにマインドを浸透させていくかが課題
である。< 参考文献 > 橘幸子、上山香代子：新看護
方式 PNS 導入・運営テキスト、日総研出版、2014

PNS 導入と新人看護職員の
離職との関係
－平成 26 年７月から
　　　PNS 導入期を迎えて－

看 護 部
伊 藤 好 美
PNS 研究会
　平成 27 年 3 月　福井

【はじめに】A 病院では、平成 26 年 7 月から、PNS
を導入した。PNS は「知識・技術の習得」「業務の効
率化」「コミュニケーションの改善による人間関係の
円滑化」のメリットがあり、新人看護職員の離職防止
につながるのではないかと考えた。今回、6 月・9 月・
12 月に新人看護職員対象に行った調査結果を報告す
る。【結果】1.［心情の変化］は、6 月の平均値は、平
成 23 年 2.6　平成 26 年 3.4 で、理由は“患者が多く
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て大変”“重症患者を持つ不安がある”であった。9
月の平均値は、平成 23 年 2.4　平成 26 年 3.8 で、理
由は“新しい事が学べて、やりがいを感じる”“相談
し易い環境になった”“先輩がいつも一緒で安心”で
あった。2.［新人看護職員メンタルチェック］は、［心
情の変化］で④頑張れそう⑤楽しいと回答した人の

［新人看護職員メンタルチェック］6 項目の平均値は、
2.6 ～ 3.6 であった。［心情の変化］で①辞めたい②続
けていく自信なし③どちらとも言えないと回答した人
の［新人看護職員メンタルチェック］6 項目の平均値
は、1.9 ～ 3.2 であった。【考察】6 月は、夜勤の開始
や担当業務の増加時期で、ネガティブ思考が考えられ
る。9 月は、職場の雰囲気に慣れ看護にやりがいを感
じている意見から、ポジティブな思考へと変化してい
る。心情の変化は、平成 23 年は 6 月より 9 月が平均
値が低下しているのに対し、平成 26 年は上昇してい
る。また、平成 23 年より平成 26 年の方が平均値が高
いことや、理由として述べている理由から PNS が新
人看護職員のメンタル面に影響を与えていることがわ
かった。PNS 開始後 11 月時点での、新人看護職員離
職率は 1.7％である。離職率と新人看護職員対象に行
った調査結果から、PNS が離職防止に影響があると
考える。

大垣市民病院における PNS 導入への
取り組み　活動報告

看 護 部
山下隆子、横山美法、松永富伊子
服部京子
PNS 研究会
　平成 27 年 3 月　福井

【背景と目的】福井大学医学部附属病院で行われてい
るパートナーシップナーシング（以下 PNS と略す）
導入における医療安全、教育、時間外削減の効果を知
り、医療安全面からも導入をしたいと思い、平成 25
年 9 月に福井大学での研修後、研修に参加したメンバ
ーの病棟で先行導入を行った。平成 26 年度から、看
護方式委員会を立ち上げ、病院全体へ広げていく計画
となり、先行導入病棟へのアンケート、及び導入に当
たって行ったアンケートの結果と、進捗状況について
報告する。【取り組み】平成 25 年 9 月福井大学附属病
院へ 4 名研修に参加。平成 25 年 10 月研修報告を研修
参加者の部署、師長会で実施。平成 25 年 11 月より 4
部署先行導入。平成 26 年 2 月アンケート実施。平成
26 年度中に全部署導入のため、看護方式委員会の立

ち上げ。平成 26 年 5 月管理職・看護方式委員対象の
PNS 全体研修開催。平成 26 年 6 月看護方式委員によ
る人事交流実施。平成 26 年 7 月から日勤帯で全病棟
での導入開始【結果】インシデント報告はＰＮＳ試行
後の方が増えた。時間外は、一人当たりで比較すると
削減につながった。【考察】インシデント件数は増加
しているが、重大な事故は PNS 導入後減少している。
ペアで行うことで、重大事故には繋がらず防げている
と考える。時間外超過勤務を比較すると確実に減少し
ている。また、ＰＮＳを試行している部署は 21.7％の
削減率であり、試行していない部署の削減率は 16.9％
であったことから、時間外削減にもつながることが言
える。平成 25 年度の新採用者の離職者が多く、PNS
導入により新採用者へのかかわり方に変化が出てきて
おり、先行導入病棟での離職者は出ていないことから
離職防止に繋がっていると考える。ネガティブな意見
は相変わらず聞かれるが、PNS による効果が実感で
きることで解消できるのではないかと考える。【課題】・
PNS に対する認識の統一・パートナーシップマイン
ドの浸透導入に際し「一人での方がやりやすい」「責
任の所在が明らかではない」などの意見もあった。

パートナーシップ・マインド
形成に向けて
～コミュニケーション豊かで
　　　　　活気ある病棟づくり～   

看 護 部
井野有希子、伊藤千春、日比　香
PNS 研究会
　平成 27 年 3 月　福井

【はじめに】当病棟では、平成 25 年 11 月より「パー
トナーシップ・ナーシングシステム」（以後 PNS）を
導入しているが、各個人のパートナーシップ・マイン
ドが十分でないと感じている。パートナーシップ・マ
インド形成への取り組みへの報告をする。【取り組み】
対象：救急病棟看護師　　期間：平成 26 年 4 月～平
成 27 年 1 月　1）7 月・11 月にアンケート実施　【ア
ンケート項目】①「PNS」がどのような看護方式か分
かる。②「PNS」を遂行する中で心がけていることは
あるか。③「マインドを持つ」とはどのようなことか
分かる。④「PNS」成功の秘訣。⑤「PNS」で悩んで
いること・疑問はないか。【倫理的配慮】アンケート
の趣旨・情報の保護・結果は活動報告以外には使用し
ないことを説明し回答をもって同意とした。2）7 月
に勉強会（DVD 鑑賞とグループワーク）3）年間パー
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トナーへのコメント収集と配布 4）PNS 通信の発行【考
察】今回の活動は「パートナーシップ・マインド」向
上に繋がったと考えられる。年間パートナーへコメン
トを配布・必要時に PNS 通信を発行したことは、マ
インドを持続させるための効果があった。アンケート
を比較、7 月は抽象的な回答が多かったが、11 月は心
がけている具体的な回答が増えた。育成活動により個
人が「パートナーシップ・マインド」について考え、
行動する傾向にあると考える。しかし、アンケート⑤
より経験年数を超えての関わりに悩む意見があり、経
験年数別で「パートナーシップ・マインド」の育成が
必要であると感じた。PNS の成功には、価値観と情
報共有、パートナーシップ・マインド、感謝の心が条
件であると言われている。特に自立・自助の心、与え
る心、複眼の心の「3 つの心」を浸透させていくこと
が重要である。

意識障害に関連した身体可動性障害
の改善に血圧ノート記録を取り入れ
た看護の有効性

看 護 部
市川和哉、兒門美也子

愛知県看護協会脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師教育過程

近藤靖子、齊藤　泉
日本脳卒中学会 2015
　平成 27 年 3 月　広島

【目的】意識障害に関連した身体可動性の改善に血圧
ノート記録を取り入れた看護の有効性を考察する。【倫
理的配慮】患者・家族に目的、内容、個人情報の保護
や拒否権について文面で説明し同意を得た。【症例の
概要】70 歳代男性、左利き（書字は右）。左視床出血

（出血量 6.2ml）右不全麻痺、脳室穿破、既往歴は腎
嚢胞により 23 年間透析中。GCS8 点 E2V2M4、MMT
左上肢 3/5 左下肢 4/5。血圧管理治療。【介入】看護
診断 : 意識障害に関連した身体可動性の障害。看護目
標：意識状態が改善する。看護計画 : ①血圧測定後、
患者の左手にペンを持たせ、看護師はその手を上から
持ち介助した状態で血圧値をノートに記録させた。②
口腔ケアを 3 回 / 日実施。③背面開放座位での足踏み
運動、ROM、ポジショニングを行った。④枕灯、天
井灯をつけ室内環境を 400 ルクスにした。⑤病棟看護
師たちに実践しているケアが意識障害の改善になるこ
とを説明し統一した看護を行った。⑥睡眠薬の効果を
考慮【結果】GCS8 点→ 14 点。介助無しで血圧値を

ノートに記入することができた。【考察・結論】患者
は脳幹や大脳皮質に障害は無かった。座位姿勢で、書
字練習・足踏み運動・口腔ケアを行ったことが皮質間
ネットワークを興奮させ覚醒することにつながった。
患者が 23 年間、毎日血圧値をノートに記録していた
ことをケアに取り入れたことは、手続き記憶の読み出
しになりシナプスでの伝達効率が上昇し意識障害改善
に有効であった。室内環境を 400 ルクスにしたことが
メラトニン放出を抑制し覚醒させた。多職種間の調整
を行うことで目標に向けてそれぞれの分野で一貫した
アプローチが可能となった。夜間に服用するリスミー
は尿排泄 60% 台であり午前中の傾眠傾向に影響を及
すため覚醒度が上がる午後に看護介入を行う方が有効
である。

インフルエンザ院内感染対策におけ
る予防投与の検討

I C T
松岡知子、森　卓之、大橋健吾
吉田真也、篠田康孝、田中広司
佐藤絢子、森永朝美、後藤孝司
浅野裕子、石郷潮美、進藤　丈
藤本佳則
第 30 回日本環境感染学会
　平成 27 年 2 月　神戸

【目的】抗インフルエンザ薬の暴露後予防投与が推奨
されているものの、アウトブレイク時における明確な
ガイドラインはなく、施設独自で施行されているの
が現状である。昨シーズン当院のアウトブレイク時
に行った予防投与について評価・検討を行った。【方
法】5 フロア（患者 43 名、職員 23 名発症）における
発症事例をアウトブレイクと判断した。患者 139 名、
職員 176 名に対し投与された予防投与の有効性につい
て電子カルテより後方視的に調査した。【結果】抗イ
ンフルエンザ薬はオセルタミビル、ザナミビル、ラニ
ナミビルを使用し、それぞれ患者 / 職員（名）、68/3、
1/0、70/173 であった。いずれも添付文書に記載のあ
る予防投与方法であった。5 フロア中 3 フロアは 24
時間以内に終息したが、2 フロアは 72 ～ 96 時間を要
した。予防投与された 315 名中、患者 5 名が発症（オ
セルタミビル 4 名、ラニナミビル 1 名）した。【考察】
予防投与は感染拡大を制御するひとつの手段に過ぎな
い。実際、フロア間で終息時間が異なることが判明し
た。遷延した要因として、発生状況のみならず患者背
景、予防投与開始のタイミング、薬剤選択等を解析す
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る必要があると思われた。また今回の事例を踏まえて、
迅速な予防投与の対応が出来るようなシステム作りと
マニュアルの周知徹底を行うことが重要である。

インフルエンザアウトブレイクを
経験して

I C T
田中広司、佐藤絢子、松岡知子

診療検査科（検査）
後藤孝司、浅野裕子、石郷潮美

呼吸器内科
進藤　丈、藤本佳則
第 30 回日本環境感染学会総会・学術集会
　平成 27 年 2 月　神戸

【はじめに】私たちは、平成 26 年 1 月 9 日から 2 月
27 日にかけ複数の病棟でインフルエンザ A 型のアウ
トブレイクを経験した。この内、血液内科病棟におい
て 2 月 19 日から 24 日にかけ患者 16 人、職員 5 人が
発症したアウトブレイクの事例について振り返り、今
回行った感染対策と今後の対応について検討した。【経
過】2 月 19 日看護師 2 名が発症。2 月 20 日朝、患者
2 名が発症した時点で ICT 介入開始。有症状者に迅速
検査を行い、さらに患者 12 名、職員 1 名の発症を確認。
患者、職員に対し予防投与開始し、新規入院患者の制
限、面会制限およびリハビリ制限を行った。その後、
2 月 21 日に患者 1 名、職員 1 名が発症。22 日職員 1 名。
24 日に患者 1 名が発症し、最終的に患者 16 名、看護
師 5 名の発症がみられ、2 月 27 日に終息宣言を行っ
た。【考察】アウトブレイクの経過より、看護師によ
る、特に夜勤業務を介しての交差感染の要因が問題と
考えられた。また、職員のマスクの着用状況や、擦式
手指消毒薬の使用量等から接触感染の関与が大きいと
考えられた。ICT の介入により、有症状者に迅速検査、
予防投薬、新規入院患者の制限、面会制限、リハビリ
制限、手指衛生の強化等の感染防止対策を行い、これ
らが有効であったと考えられる。

インフルエンザアウトブレイクから
学んだこと
～感染が拡大した部署と拡大しな
かった部署の速乾式手指消毒剤使用
回数の比較～

I C T
佐藤絢子、田中広司

薬 剤 部
松岡知子

診療検査科（検査）
森永朝美、後藤孝司、浅野裕子
石郷潮美

呼吸器内科
進藤　丈、藤本佳則
第 30 回日本環境感染学会総会・学術集会
　平成 27 年 2 月　神戸

【目的】当院は 2014 年 1 月に患者 41 名、職員 60 名の
インフルエンザのアウトブレイクを経験した。今回の
インフルエンザアウトブレイクを検討し、今後の課題
について考察した。【方法】2014 年 1 月に発生したイ
ンフルエンザアウトブレイクの発生状況について時系
列でまとめた。【結果】インフルエンザウイルスが持
ち込まれ、感染が拡大した病棟と拡大しなかった病棟
があった。インフルエンザアウトブレイクと判断した
のは 4 部署であり、感染が拡大しなかったと判断した
のは 3 部署であった。インフルエンザ流行前 3 ヶ月間

（2013 年 10 月～ 12 月まで）の速乾式手指消毒剤の払
い出し量から、1 日 1 患者あたりの使用回数について
調査したところ、感染が拡大した病棟では 1.1 ～ 3.4
回であったのに対し、感染が拡大しなかった病棟では
4.5 ～ 30.4 回であった。【考察】インフルエンザウイ
ルスが持ち込まれた原因は、職員または面会者による
伝播と考えられた。インフルエンザを発症したのは、
高齢者を含む日常生活動作に介助を要する患者であっ
た。今回のインフルエンザアウトブレイクの原因のひ
とつに、職員の手を介した接触感染が考えられ、速乾
式手指消毒剤の使用回数は、インフルエンザの感染拡
大との間に相関が認められた。手指衛生を徹底するこ
とによりアウトブレイクを抑制できる可能性があり、
病院全体で取り組んでいかなければならない。 
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14.  5. 23 糖 尿 病・
腎 臓 内 科 傍 島 裕 司 第57回日本糖尿病学会学術総会 大 阪

14. 10. 26 〃 傍 島 裕 司 第88回日本糖尿病学会中部地方会 名古屋

15.  1. 11 〃 傍 島 裕 司 第18回日本病態栄養学会年次学術集会 京 都

14.  5. 29 消化器内科 豊 田 秀 徳 第50回日本肝臓学会大会 東 京

14.  4. 27 呼吸器内科 安 藤 守 秀 第54回日本呼吸器学会学術講演会 大 阪

14.  6. 21 〃 白 木 　 晶 第123回日本呼吸器学会東海地方会 名古屋

14. 10. 24 〃 安 藤 守 秀 第24回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 奈 良

14. 11. 29 〃 中 島 治 典 第124回日本呼吸器学会東海地方会 浜 松

15.  2. 10 〃 安 藤 守 秀 第42回日本集中治療医学会学術集会 東 京

15.  2. 14 〃 白 木 　 晶 名古屋吸入指導講習会(大会長） 名古屋

14.  5. 31 循環器内科 森 島 逸 郎 第44回臨床電気生理研究会 東 京

14.  6.  8 〃 森 島 逸 郎 第31回小倉ライブ（コメンテーター） 北九州

14.  7.  5 〃 森 島 逸 郎 第143回日本循環器学会東海地方会 岐 阜

14.  7. 24 〃 森 島 逸 郎 第29回日本不整脈学会学術大会 東 京

14. 10. 30 〃 森 島 逸 郎 第31回岐阜不整脈研究会 岐 阜

15.  1. 24 〃 森 島 逸 郎 第5回伊勢志摩カテーテルアブレーションライブ
（コメンテーター） 三 重

15.  2.  9 〃 坪 井 英 之 第42回日本集中治療医学会学術集会 東 京

15.  2. 11 〃 坪 井 英 之 第25回PCPS研究会（大会長） 東 京

15.  2. 11 〃 森 田 康 弘 第25回PCPS研究会 東 京

15.  3. 11 〃 森 島 逸 郎 第11回循環器若手セミナー 名古屋

14.  7. 11 小 児 科 藤井秀比呂 Biomedical Frontier TOKAI～New Information of 
Health in Japan 名古屋

14.  9.  5 〃 藤井秀比呂 西濃てんかん診療研究会 大 垣

14. 11. 16 〃 藤井秀比呂 岐阜県小児科医会・第43回西濃小児科医会学術講演会 大 垣

15.  3. 12 第２小児科 西 原 栄 起 第167回岐阜県小児科懇話会 岐 阜

14.  9. 14 外 科 亀井桂太郎 第11回日本乳癌学会中部地方会 岐 阜

（大会長・司会・座長記録）
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14. 12.  6 外 科 高 山 祐 一 第20回岐阜内視鏡外科研究会 岐 阜

15.  2. 28 〃 前 田 敦 行 第73回東海胆道研究会 名古屋

14. 10. 25 脳神経外科 鬼 頭 　 晃 第31回白馬脳神経外科セミナー 長 野

14.  6. 19 胸 部 外 科 横 手 　 淳 第57回関西胸部外科学会学術集会 大 阪

14.  6. 20 〃 横 山 幸 房 第57回関西胸部外科学会学術集会 大 阪

14.  7.  5 〃 横 手 　 淳 第143回日本循環器学会東海地方会 岐 阜

15.  3. 28 形 成 外 科 森 島 容 子 第65回東海形成外科学会（大会長） 岐 阜

14.  8. 29 皮 膚 科 高 木 　 肇 第16回日本褥瘡学会学術集会 名古屋

14.  8. 16 放 射 線 科 曽 根 康 博 胃X線検査を楽しく学ぶ会東海北陸大会 名古屋

14.  6. 14 救命救急部 山 口 　 均 第22回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会・学術集会 名古屋

14.  7. 26 〃 山 口 　 均 第36回日本中毒学会総会・学術集会 東 京

14. 10. 30 〃 山 口 　 均 第42回救急医学会総会 福 岡

14.  6.  6 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第3回岐阜PCPフォーラム 岐 阜

14.  8. 28 〃 吉 村 知 哲 第52回日本癌治療学会 横 浜

14. 10. 30 〃 吉 村 知 哲 経口抗がん剤マネジメントセミナーin GIFU 岐 阜

14. 11.  6 〃 吉 村 知 哲 西濃がんサポーティブケア研究会 大 垣

15.  3. 14 〃 吉 村 知 哲 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2015 京 都

14.  6.  7 画 像 川 地 俊 明 第53回日本消化器がん検診学会総会 福 井

14.  6.  7 〃 高 木 　 等 第56回岐阜県放射線治療技術研究会 多治見

14.  6.  7 〃 辻 　 望 第28回乳房画像研究会 大 垣

14.  6. 14 〃 川 地 俊 明 第39回日本超音波検査学会学術集会 名古屋

14.  6. 14 〃 乙 部 克 彦 第39回日本超音波検査学会学術集会 名古屋

14.  6. 28 〃 小 川 定 信 第51回MR技術研究会 高 山

14.  7.  6 〃 市 川 宏 紀 第1回岐阜救急画像技術セミナー 大 垣

14.  9. 10 〃 古 川 雅 一 第18回岐阜NT club 岐 阜

14. 11. 16 〃 中 村 　 学 第18回岐阜県診療放射線技師学術大会 関
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14. 11. 27 画 像 伊 藤 益 弘 第2回西濃画像研究会 養 老

14. 11. 29 〃 野 田 孝 浩 第7回X線撮影技術読影研究会 関

14. 12.  6 〃 高 木 　 等 第57回岐阜県放射線治療技術研究会 関

15.  1. 17 〃 辻 　 望 第29回岐阜県肝画像研究会（ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ） 岐 阜

15.  2.  8 〃 市 川 宏 紀 第2回岐阜救急画像技術セミナー 大 垣

14.  5. 24 検 査 今 吉 由 美 第28回岐阜県肝画像研究会（ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ） 岐 阜

14.  6. 15 〃 佐 々 　 敏 第39回超音波検査学会学術集会 名古屋

14.  9.  6 〃 石 郷 景 子 第22回日本神経生理研究会中部支部研究会 名古屋

14.  9.  7 〃 今 吉 由 美 日本超音波医学会第35回中部地方会 名古屋

14.  9. 27 〃 浅 野 　 敦 平成26年度日臨技中部圏支部医学検査学会 富 山

14.  9. 28 〃 高 木 明 美 第53回日臨技中部圏支部医学検査学会 富 山

14. 10.  4 〃 石 郷 景 子 第19回東海PSG研究会（世話人） 名古屋

14. 10. 25 〃 中 島 直 美 生理検査研究班研修会(世話人） 大 垣

15.  1. 24 〃 奥 田 清 司 第2回岐阜県臨床細胞学会総会および平成26年度第3回岐阜
県がん検診従事者資質向上事業（細胞診従事者講習会） 岐 阜

15.  3. 22 〃 浅 野 　 敦 第53回岐阜県医学検査学会 大 垣

15.  3. 22 〃 中 島 直 美 第53回岐阜県医学検査学会 大 垣

14.  6. 14 臨 床 工 学 辻 　 善 範 第1回TOKAIデバイスマネージメントカンファレンス 名古屋

15.  2.  9 〃 小 山 富 生 第42回日本集中治療医学会学術集会 東 京

15.  2. 11 〃 小 山 富 生 第25回ＰＣＰＳ研究会 東 京
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編 集 後 記

御覧の通り、大垣市民病院年報が本年度からCD版となりました。
年報のCD化はかねてよりの懸案でありましたが、金岡新院長の許可をいた

だき、目標を達成することができました。とはいえ、この原稿を書いている時
点ではいまだCDは完成しておらず、初めてのことであり、御不便をおかけす
ることになるかもしれません。来年以降のために御意見、御希望がございまし
たら、学術・職員研修委員会まで御連絡いただければ幸いです。

今年の年報も例年同様、各科の学術、研究活動の成果の結集です。
皆様も是非、ご一読ください。

（原田　徹　記）

学術・職員研修委員会 委 員 長　 原 田 　 徹
 副委員長　 高 木 　 肇
 委　  員　 金 森 　 明　　　西 原 栄 起
 山之内　高　志　　　川 瀬 　 剛　
 石 井 美 佳　　　大 塚 崇 史　
 古 川 雅 一　　　佐 々 　 敏　
 辻 　 善 範　　　古 澤 雅 子　
 細 川 愛 弓　　　吉　田　ひろみ　
 佐久間　敏　彦　　　木 村 直 美　
 上　田　美由紀　　　森　　　功太郎　
 水 谷 敦 子　　　 　 　
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