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前 田 敦 行 高 山 祐 一 深 見 保 之
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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

外 科
千 馬 耕 亮 原 田 徹 金 岡 祐 次 亀 井 桂 太 郎
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腸腔鏡下大腸手術後の腸閉塞予防のための工夫

外 科
高 山 祐 一 金 岡 祐 次 前 田 敦 行
深 見 保 之 尾 上 俊 介 大 塚 新 平
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鼠径部ヘルニア嵌頓に対するメッシュの適応

外 科
米 川 佳 彦 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 堀米香世子 渡 邉 夕 樹 吉川晃士朗
寺 崎 浩 史 仲 野 聡 三 岡 裕 貴 原 田 徹
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１枚のシェーマ 大動脈解離に対する elephant trunk を用いた弓部大動脈置換術

胸部外科 玉 木 修 治
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尿管結石に対するDornie 社製 DeltaⅡFar 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
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膀胱癌症例での膀胱全摘除術時における
尿路変向法選択の検討

泌尿器科
宇 野 雅 博 藤 本 佳 則
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Erectile intramuscular hemangioma of the
masseter muscle: A report of a case

歯科口腔外科
木 村 将 士 梅 村 昌 宏 大 音 博 之
山 田 宗 季 杉 本 真 一 長 縄 吉 幸
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Melnick-Needles syndrome の１例

歯科口腔外科
柴 田 章 夫

トヨタ記念病院 歯科口腔外科
町田純一郎

あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科
山 口 聖 士 加 納 欽 徳

愛知学院歯科部顎顔面外科学講座
立 松 忠 下 郷 和 雄
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30年間経過観察し得た乾癬性顎関節強直症の１例
－外科的療法の長期経過

歯科口腔外科
山 田 宗 季 長 縄 吉 幸 木 村 将 士 大 音 博 之
柴 田 章 夫 梅 村 昌 宏

愛知学院歯科部顎顔面外科学講座
齋 田 昂 佑
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前舌腺由来と考えられた腺様嚢胞癌の１例

歯科口腔外科
柴 田 章 夫 木 村 将 士 大 音 博 之
山 田 宗 季 長 縄 吉 幸 梅 村 昌 宏
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J Oral Sci 58 (1) ; 145-149, 2016
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Low-grade cribriform cystadenocarcinoma arising
from a minor salivary gland: a case report

歯科口腔外科
木 村 将 士 梅 村 昌 宏

名古屋大学大学院医学系研究科 腫瘍病理学
三 井 伸 二

愛知学院歯学部顎顔面外科学講座
杉 本 真 一 齋 田 昂 佑

北里大学北里研究所病院 病理診断科
森永正二郎
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日病薬誌 4 ; 434-438, 2015
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がん疼痛の薬物療法に関するオピオイド小冊子の
作成とその評価に関する検討

薬剤部
後 藤 祐 美 鈴 木 宣 雄 木村美智男 西 川 智 子
宇佐美英績 吉 村 知 哲 森 博 美

岐阜薬科大学 実践社会薬学研究室
杉 山 正
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Oncol Lett 9 (5) ; 2341-2346, 2015
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Adherence and awareness of tha therapeutic intent
of oral anticancer agents in an outpatient setting

薬剤部
木村美智男 中 島 啓 二 宇佐美英績 岩 井 美 奈
中 尾 俊 也 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
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がん薬物療法における薬学的介入の指標構築に関する研究

薬剤部
木村美智男

岐阜薬科大学 実践薬学大講座
寺町ひとみ
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造血器腫瘍患者への化学療法支援に対する臨床薬学的研究

薬剤部
宇佐美英績

岐阜薬科大学病院薬学研究室
寺町ひとみ
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薬物大量服用症例と徐放性カリウム製剤の
Ｘ線非透過性保持時間に関する検討

薬剤部
種 田 靖 久 篠 田 康 孝 松 村 知 洋 竹 田 亜 子
森 博 美 吉 村 知 哲

診療検査科
高 田 賢

集中治療部
山 口 均
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日病薬誌 12 ; 1462-1466, 2015

－ 312 －

経口分子標的薬による肺がん化学療法施行患者の
QOL評価と副作用に対する意識調査

薬剤部
郷 真 貴 子 木村美智男 岩 井 美 奈
宇佐美英績 吉 村 知 哲

金城学院大学薬学部
五十川万喜幸 安 田 公 夫
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Safety of an oral anticancer agent
(trifluridine/tipiracil combination tablet)in patients
with advanced and recurrent colorectal cancer

薬剤部
木村美智男 郷 真 貴 子 岩 井 美 奈
伊 藤 大 輔 浅 野 裕 紀 宇佐美英績
吉 村 知 哲

岐阜薬科大学実践薬学大講座
寺町ひとみ
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Antibacterial therapy of aspiration pneumonia in patients
with methicillin-resistant Staphylococcus aureus-positive

sputum: identification of risk factors

薬剤部
篠 田 康 孝 松 岡 知 子 森 卓 之 吉 田 真 也
大 橋 健 吾 吉 村 知 哲

岐阜薬科大学実践社会薬学研究室
杉 山 正
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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
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INNERVISION 30 (10) ; 34-35, 2015
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当院におけるCTコロノグラフィーの
導入から現状について

診療検査科 (画像)
恒 川 明 和 竹 島 賢 治 伊 藤 益 弘 藤 原 宏

放射線科
曽 根 康 博

消化器内科
熊 田 卓 久 永 康 宏 北 畠 秀 介

健康管理センター
武 田 功
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核医学技術 35 (4) ; 395-402, 2015
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脳循環予備能評価におけるARGモデル
１点動脈血､ １点静脈血補正法の検討
－無作為サンプルへの順応性の検証－

診療検査科 (画像)
恒 川 明 和 奥 村 恭 己 川 地 俊 明 中 村 学
古 川 雅 一 丹 羽 文 彦 西 脇 弘 純

放射線科
曽 根 康 博

脳神経外科
鬼 頭 晃 雄 山 博 文
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紙上セミナー もっと上手になる
平衡機能検査 5.温度刺激検査

診療検査科 (画像)
石 郷 景 子
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1-2 ペースメーカーってどういう仕事をするの？適応は？

臨床工学技術科
小 山 富 生
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1-3 ペースメーカの種類は？

臨床工学技術科
小 山 富 生
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1-4 センシング､ ペーシングって何？

臨床工学技術科
小 山 富 生
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1-5 実際のペースメーカーと心電図を見てみよう！
～AAI と VVI ～

臨床工学技術科
辻 善 範
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1-6 実際のペースメーカーと心電図を見てみよう！
～DDDと VDD～

臨床工学技術科
辻 善 範
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1-7 ペースメーカーの不適切作動を知ろう！
～ペーシング不全～

臨床工学技術科
辻 善 範



HEART Nursing 29 (3) ; 220-221, 2016

－ 366 －



HEART Nursing 29 (3) ; 222-223, 2016

－ 367 －

1-8 ペースメーカーの不適切作動を知ろう！
～センシング不全～

臨床工学技術科
辻 善 範
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2-1 ICD ってどういう仕事をするの？ 適応は？

臨床工学技術科
山 脇 大 輝
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2-2 ICD の適切作動を知ろう！

臨床工学技術科
山 脇 大 輝
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2-3 ICD の適切作動を知ろう！

臨床工学技術科
山 脇 大 輝
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3-1 CRTってどういう仕事をするの？ 適応は？

臨床工学技術科
辻 善 範
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3-2 Responder､ Non-responder って何？

臨床工学技術科
辻 善 範
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3-3 CRTの設定はどう決めるの？

臨床工学技術科
辻 善 範



HEART Nursing 29 (3) ; 236-237, 2016

－ 380 －



ハートナーシング 28 (8) ; 51-55, 2015

－ 381 －

心不全の技あり症例検討

看護部
中 村 智 香

兵庫県立尼崎病院循環器内科
佐 藤 幸 人
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[特別講演]

糖尿病治療における最近の知見

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
岡崎市医師会学術講演会

平成27年４月 岡崎

北勢地区糖尿病治療セミナー

平成27年５月 桑名

豊川地区糖尿病講演会

平成27年６月 豊川

[特別講演]

糖尿病治療薬の最近の話題

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
第235回羽島メディカルカンファレンス

平成27年４月 羽島

海津市医師会勉強会

平成27年４月 海津

[特別講演]

高齢者糖尿病治療の考え方と
薬物療法

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
鷲見糖尿病治療学術講演会

平成27年４月 郡上

[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
西三河糖尿病講演会

平成27年４月 安城

[特別講演]

糖尿病治療における最近のテーマ

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
多治見市医師会講演会

平成27年５月 多治見

[特別講演]

２型糖尿病治療における薬物療法の
進め方

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
Meijo Diabetes Meeting

平成27年６月 名古屋

Ichinoｍiya Diabetes Network Seminor

平成27年７月 名古屋
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[特別講演]

２型糖尿病治療の現状と課題

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
伊賀地区糖尿病セミナー

平成27年６月 上野

[特別講演]

臨床においてSGLT２阻害薬の
ポテンシャルを活かすために

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
Ｃanagliflozin Ｅxpert Ｍeeting

平成27年７月 名古屋

[特別講演]

SGLT２阻害薬の効果と注意点

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
西濃糖尿病学術講演会

平成27年８月 大垣

[特別講演]

当院におけるSGLT２阻害薬の
使用経験

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
Diabetes Area Meeting in Owari

平成27年９月 小牧

揖斐郡医師会学術講演会

平成27年11月 揖斐

[教育講演]

生活習慣病を考えよう
―糖尿病対策・メタボ対策―

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
平成27年度大垣市かがやき市民講座

平成27年９月 大垣

[教育講演]

食生活と病気の関係について

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
大垣市福祉健康講座

平成27年９月 大垣

[特別講演]

当院でのSGLT２阻害薬の使用経験

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
恵那医師会第５回学術講演会

平成27年10月 恵那

[特別講演]

実践的な糖尿病腎症治療

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
非専門医によるCKD研究

平成27年10月 名古屋
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[特別講演]

過信は禁物！ 健康食品の落とし穴

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2015

平成27年11月 大垣

[特別講演]

２型糖尿病の薬物治療戦略における
GLP-１受容体作動薬の位置づけ

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
糖尿病治療を考える会

平成27年11月 岡山

[特別講演]

糖尿病治療薬の進歩

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
平成27年度岐阜県臨床検査技師会

秋季拡大研修会

平成27年11月 関

[ランチョンセミナー]

基幹病院､ かかりつけ医､ 行政の
連携による西濃地域の糖尿病対策

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第62回岐阜県内科医会講演会

平成27年11月 美濃

[特別講演]

超高齢社会と糖尿病

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
要介護症例に携わるスタッフの糖尿病

勉強会

平成27年12月 大垣

[特別講演]

２型糖尿病治療における基礎インスリン
およびGLP-１受容体作動薬の位置づけ

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
糖変動を抑える注射療法を考える講演会

平成28年１月 岐阜

[特別講演]

当院における糖尿病透析予防指導の
取り組みについて

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
World Kidney Day(WKD)2016 Symposium

in Gifu

平成28年３月 岐阜

パーキンソン病の基礎知識
～症状・診断・治療～

神経内科
三 輪 茂
西濃パーキンソン病 市民公開講座

平成27年６月 大垣
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不随意運動症

神経内科
三 輪 茂
第42回大垣脳と神経懇話会

平成27年11月 大垣

経口抗HCV薬でどこまでＣ型慢性肝
炎症例を治療すべきか：
高齢者の場合・若年者の場合

消化器内科
豊 田 秀 徳
第２回みなとまちフォーラム

平成27年８月 神戸

Ｃ型肝炎の抗ウイルス療法：
ついに登場した最強の経口抗HCV薬で
どこまで､ どのように治療するか

消化器内科
豊 田 秀 徳
静岡県ソバルディ発売記念講演会

平成27年９月 静岡

HBV感染例の長期予後：
生存率・死因とHBs抗原の陰性化

消化器内科
豊 田 秀 徳
岐阜HBV講演会

平成27年10月 岐阜

Ｃ型肝炎治療update：
毎年変わる最新治療と適応症例の拡大

消化器内科
豊 田 秀 徳
第２回豊田市肝炎懇話会

平成27年10月 豊田

透析症例における経口Ｃ型肝炎治療と
肝炎・肝癌診療における血液データの
活用

消化器内科
豊 田 秀 徳
東成区・中河内 Hepatitis Conference

平成27年10月 大阪

Ｂ型・Ｃ型肝炎の抗ウイルス療法：
変わりゆく最新の治療と現段階での
標準治療

消化器内科
豊 田 秀 徳
第６回恵那医師会学術講演会

平成27年11月 中津川

経口抗HCV薬による高齢者・
透析症例への治療適応の拡大と問題点

消化器内科
豊 田 秀 徳
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年10月 名古屋
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経口抗HCV薬により広がる
治療適応とその問題点

消化器内科
豊 田 秀 徳
第８回天王寺肝炎セミナー

平成28年１月 大阪

The changing landscape of
HCV treatment in Asia Pacific:
Best practice at the bedside
in Japan

消化器内科
豊 田 秀 徳
25th Annual Meeting of Asian Pacific

Association for the Study of the Liver

平成28年２月 東京

現状におけるＢ型・Ｃ型肝炎の
標準治療とトピックス

消化器内科
豊 田 秀 徳
北勢地区ウイルス肝炎学術講演会

平成28年２月 四日市

明日から使える医療統計の基礎
～EZRによる解析を中心に～

消化器内科
多 田 俊 史
第１回SYMPLE

平成28年３月 高松

肝胆膵領域における
超音波検査のキーポイント

消化器内科
多 田 俊 史
第19回阪神エコーレベルアップ

ミーティング

平成28年３月 西宮

肝胆膵超音波域における超音波検査のキーポイントと

して,

□ 解剖のイメージ

□ 走査方法 (縦, 横, 前額, 肋間, 肋骨弓下, 斜)

□ プローブの基本操作 (スライド, 扇状, 振り子,

回転)

□ 圧迫と呼吸

□ 体位変換

□ ゲイン, depth, フォーカス

□ プローブの種類 (コンベックス, リニア)

にわけてスライドで概説しました.

続いて肝臓観察のチェックポイントでは大きさの異常,

辺縁の変化, 実質エコーの変化, 脈管の異常, および

結節性病変について概説. 胆嚢観察のチェックポイン

トでは大きさの異常, 壁肥厚, および内腔異常を, 胆

管観察のチェックポイントでは拡張および内腔異常を

概説しました. さらに膵臓観察のチェックポイントで

は大きさ, エコーレベル, 膵管拡張, 石灰化, および

腫瘤の有無につき概説.

最後に上腹部通のスクリーニングとして急性胆嚢炎,

胆管炎, 急性膵炎, 胃十二指腸疾患, 急性虫垂炎につ

いて概説しました.

間質性肺炎の診断と治療の
パラダイムシフト

呼吸器内科
白 木 晶
病診連携カンファレンス

平成27年５月 大垣
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呼吸困難感の病態

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第12回呼吸リハビリテーション講習会

平成27年７月 大阪

呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師

教育課程講義

平成27年７月 福井

第55回臨床呼吸機能講習会

平成27年８月 福岡

第20回３学会合同呼吸療法認定士認定

講習会

平成27年８月 東京

急性期の呼吸理学療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
平成27年度呼吸介助手技講習会

平成27年８月 岐阜

閉塞性肺疾患 (COPD, 喘息) 病
病態生理と呼吸管理

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第55回臨床呼吸機能講習会

平成27年８月 福岡

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６回東海呼吸ケア・リハビリテーション

研究会実技講習会

平成27年９月 名古屋

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) とは

呼吸器内科
安 藤 守 秀
岐阜県COPD対策事業市民公開講座

平成27年10月 大垣

岐阜県西濃地域における喘息対策の
取り組み～喘息死ゼロ作戦は可能か

呼吸器内科
白 木 晶
山口市喘息死ゼロ作戦研究会

平成27年10月 山口

COPDの栄養療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
呼吸リハビリテーション症例検討会

平成27年11月 大阪

[イブニングセミナー]

第107回日本呼吸器学会東海地方学会

平成27年６月 名古屋
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膠原病と間質性肺炎

呼吸器内科
白 木 晶
呼吸器内科養成塾

平成27年11月 名古屋

COPDの増悪を防ぐために
‐非薬物療法を中心に‐

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第７回COPDシンポジウム岐阜

平成27年12月 岐阜

呼吸器疾患をみるための基礎知識

呼吸器内科
安 藤 守 秀
大阪府作業療法士会事業部身体部門研修

平成28年２月 大阪

COPDの病態と治療

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第10518回理学療法士講習会 (応用編)

平成28年３月 枚方

右気管支狭窄に対するYステント留置
術後呼吸不全で死亡した一例

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,
大曽根祥子, 堀 翔
第20回呼吸器インターベンションセミナー

平成27年８月 佐賀

症例は72歳男性｡ 原発不明小細胞癌リンパ節転移に対

して3rd line化学療法施行中であった｡ ２週間前から

の呼吸困難､ 喘鳴増悪のために入院｡ 右主気管支から

中間幹の狭窄を認めステント留置術を予定｡ 手術時の

観察では右主気管支は前後に圧排狭窄し､ 上幹は求心

性に閉塞､ 中間幹は高度に狭窄するも下幹の開存は確

認､ 中葉支はpin hole様であった｡ また､ 左上区支も

腫瘍で閉塞していた｡ バルーニングで中間幹の拡張は

得られるも中葉支入口部は閉塞､ APCでの焼灼を行う

も開存を得られなかった｡ 下幹の確保を目的にＹステ

ントを留置､ ステント遠位端の一部に腫瘍の残存を認

めたが内腔の確保は得られたと判断し手術を終了した｡

同日夜に呼吸状態が悪化､ ステント右脚出口部での閉

塞を認め吸引で解除｡ 以後ネーザルハイフローで管理

し､ 連日気管支鏡を行うも閉塞の解除は一時的であっ

た｡ 術後５日目に左下葉に肺炎を生じ呼吸不全が悪化､

挿管人工呼吸器管理を開始｡ 右下幹の通気は回復する

も､ 徐々に酸素化､ 換気ともに増悪｡ 術後10日目に永

眠された｡ 本症例の経過を振り返り､ 問題点について

議論頂きたい｡

侵襲からの回復期の呼吸生理学

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第15回兵庫医科大学

呼吸リハビリテーションセミナー

平成27年９月 西宮
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COPD, 呼吸リハビリ領域

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第22回名古屋大学卒後教育セミナー

平成27年10月 名古屋

実践 吸入指導

呼吸器内科
白 木 晶
第48回日本薬剤師学会

平成27年11月 鹿児島

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27年度静岡呼吸リハビリテーション

研修会

平成27年12月 静岡

[招請講演]

心不全治療においてトルバプタンが
もたらす意義とは

循環器内科
坪 井 英 之
会津心不全カンファランス

平成27年５月 福島

[特別講演]

心不全治療における浮腫治療の重要性

循環器内科
坪 井 英 之
第145回日本循環器学会東海地方会

ランチョンセミナー

平成27年６月 名古屋

第５回水利尿薬講演会

平成27年６月 高知

[特別講演]

地域連携の強化を踏まえた
心不全治療の標準化をめざして

循環器内科
坪 井 英 之
第630回大垣内科会

平成27年６月 大垣

[教育講演]

心サルコイドーシスをFDG-PETで
どう撮るか？

循環器内科
森 島 逸 郎
第56回東海循環器核医学研究会

平成27年７月 名古屋
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[招請講演]

ULMCAにおける２-stent strategy
の有用性とその限界

循環器内科
高 木 健 督
Tokai Cardio Vascular Fiesta

平成27年７月 名古屋

[特別講演]

大動脈弁狭窄症に対する
最新のカテーテル治療 ‐TAVI‐

循環器内科
高 木 健 督
血圧脈拍管理・大動脈弁治療

ジョイントセッション

平成27年10月 大垣

京都府立大学勉強会

平成27年10月 京都

[教育講演]

安八郡臨床研究会

平成27年11月 大垣

不破郡医師会研究会

平成27年12月 大垣

[特別講演]

心筋血流SPECTからDevice治療を
俯瞰する

循環器内科
森 島 逸 郎
The 85th Current Topics Lecture in Tsukuba

平成27年10月 つくば

The 29th PICASSO Seminar in Nagoya

平成27年11月 名古屋

[教育講演]

ベラパミル感受性脚枝心室頻拍の
カテーテルアブレーション

循環器内科
森 島 逸 郎
岡山不整脈アカデミー2015

平成27年10月 岡山

[教育講演]

Left main strategy

循環器内科
高 木 健 督
伊勢志摩ライブ

平成27年11月 神戸

[特別講演]

山口大学循環器研究会

平成28年３月 山口

第93回神奈川PCI研究会

平成28年３月 横浜

[招請講演]

Tobu Live

平成28年３月 横浜

[特別講演]

心筋シンチから慢性虚血性心疾患を
解く:血行再建から心臓デバイスまで

循環器内科
森 島 逸 郎
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台
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虚血性心疾患の臨床は､ 冠血行再建が主体となる急

性冠症候群を除けば､ ①狭心症における虚血の診断お

よび治療､ ②慢性期虚血性心筋症の治療に大別される｡

心筋血流SPECTは､ 心筋虚血の定量のみならず心機

能や心筋のscarringなど､ そのもたらす情報は多岐に

わたり､ 多くのエビデンスが示されてきた｡ 本セミナー

では､ 虚血性心疾患診療における心筋血流SPECTの

意義を包括的に捉えてみたい｡ 循環器疾患診療に携わ

る若手医師には是非知っておいていただきたい情報で

ある｡

狭心症の診断・治療方針の決定は､ 複数のmodality

を用いて多方向から行われる｡ 冠動脈の形態学的な狭

窄の評価は､ CAGやCT angiography (CTA) で行う｡

一方､ 狭窄部位を含めた心筋の生理学的な虚血の評価

は､ 心筋血流SPECT (MP-SPECT) やFFR・iFRなど

により可能である｡ 近年､ 生理学的な虚血評価の重要

性が強調され､ 狭心症診療の標準となっている｡

FAME studyでは､ 多枝病変における個々の病変の治

療適応をFFRガイドによって決定することにより､ ス

テント数・医療費を抑制するのみでなく､ その後の予

後も改善し得たことが報告された｡ 生理的虚血診断

modalityの中で､ MP-SPECTは､ 非侵襲性､ 造影剤が

不要であること､ 豊富なエビデンスの蓄積があるなど

の特徴を有しており､ 虚血の診断､ 部位診断､ 重症度

評価､ 血行再建術の適応決定､ 予後予測などに広く活

用されている｡ 特に､ 虚血領域の定量は､ 血行再建術

と最適な薬物療法の選択に有用である｡ MP-SPECTが

正常である場合､ 心事故発生率は年間１％未満である

ため通常内科療法が推奨される｡ 一方､ COURAGE

trialにおいてMP-SPECTを用いて虚血と予後の関係を

検討したサブ解析では､ 中等度以上の虚血群ではPCI

の予後改善効果が内科療法を上回ることが示された｡

これは心筋梗塞の既往がなく虚血心筋量が左室の10％

以上の患者において顕著であるとされ､ 欧州ではガイ

ドラインにも掲載されている｡ 近年､ CTAとMP-SPECT

とのfusion imagingが注目されている｡ CTAによって

得られる冠動脈の解剖学的走行､ 内腔の狭窄､ 冠動脈

プラークの性状 (脂肪､ 線維化､ 石灰化等) などの形

態学的情報が､ MP-SPECTによる虚血の定量に加わる

ことで､ 非侵襲的に治療方針の決定が可能となる｡ 当

院では､ 解析ソフトであるHeart Risk View-Sを用い

てfusion imagingを作成しているが､ 同時にスコアリ

ング解析､ 心筋虚血量の算出など､ 患者のマネジメン

トに有用な情報も得ることができる｡ 負荷MP-SPECT

を積極的に活用し､ 患者ごとの血行再建適応の根拠に

した結果､ 当院での PCI 症例に占める再狭窄症例の

割合は以前に比べ明らかに減少している｡ 虚血が解除

された後は､ 虚血性心筋症の管理が重要である｡ 特に

左室駆出率が35%未満の虚血心筋症では､ 心不全死や

致死性不整脈による突然死の高リスク群とされ､ 植込

み型除細動器 (ICD) や心臓再同期療法 (CRTD) な

どの心臓デバイス治療の適応となる｡ 現在のガイドラ

インでは､ 心臓デバイス適応は､ 血行再建慢性期に､

左室駆出率やNYHA機能分類､ QRS幅､ QRS波形によ

り決定することになっている｡ MP-SPECTでは､ QGS

やHeart Function Viewなどのソフトにより客観的な左

室容積の測定が可能となるため､ このスクリーニング

に有用である｡ また､ 安静時の血流欠損領域から､ 心

筋scarringの評価が可能である｡ 我々は､ 虚血性心筋

症の血流欠損領域を定量化することで､ 大きな欠損領

域が､ 突然死の高リスクを示唆することを示した｡ す

なわち､ これはICDにより恩恵を受ける可能性が高い

と捉えることができる｡ 一方､ CRTの場合は､ 心筋

scarringの大きさや､ scarringの局在が効果に関連する

ことが示されている｡ 欧州の大規模研究によると､

201Tl-MP-SPECTでSRS＞＝27､ すなわち､ scarringの

広汎な症例にCRTを植え込んでも､ その長期予後は

CRTを入れなかった症例と変わらないという結果が示

されている｡ また､ MRIで後側壁のscarringの強い症

例もCRT効果が小さいことが示されてきているが､

99mTc-MP-SPECTを用いた我々の検討でも同様の結果

が得られている｡ こうした情報はガイドラインには決

定的な事項としては示されていないが､ デバイス適応

や左室リードの植込み部位を決定する上で有用であろ

うと考えている｡ MP-SPECTがもたらす左室心筋に関

する生理的､ 解剖学的､ さらに機能的情報は､ 血行再

建術や心臓デバイス治療の適応決定や予後予測におい

て､ 重要な役割を担う｡ 今後もさらなるエビデンスを

上積みし､ 虚血性心疾患臨床において不可欠な地位を

確立するものと期待する｡
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[招請講演]

当科におけるＢ型肝炎ウイルス
母子感染予防例の検討

小 児 科
中 嶋 義 記
西濃予防医療セミナー

平成27年５月 大垣

学校における食物アレルギー対応

小 児 科
藤 井 秀比古
平成27年度岐阜県喘息死予防・アレルギー

系疾患対策事業連絡協議会エピペン講習会

平成27年８月 養老

岐阜県喘息死予防・アレルギー系疾患

対策事業連絡協議会エピペン講習会

平成28年２月 海津

医療の視点から不登校を考える

小 児 科
藤 井 秀比古
平成27年度第５回教育相談研修会

平成27年10月大垣

[教育講演]

学校における食物アレルギー対応

小 児 科
鹿 野 博 明
平成27年度食物アレルギー対策事業研修会

平成27年10月 大垣

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｡

小児食物アレルギー診療の実際

小 児 科
藤 井 秀比古
第３回西濃小児薬物療法研究会

平成28年２月 大垣
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[ミニレク]

こどもの行動と発達の臨床
～発達行動外来の自験例から～

小 児 科
藤 井 秀比古
第171回岐阜県小児科懇話会

平成28年３月 岐阜

[ラジオ]

夜尿症について
子供の腎臓病について

小 児 科
岩 田 晶 子
岐阜県医師会ラジオホームドクター

平成28年３月 岐阜

大垣外科で学ぶということ

外 科
亀 井 桂太郎
豊田地区乳癌勉強会

平成27年４月 豊田

乳がん診断のプロセス

外 科
亀 井 桂太郎
第40回日本超音波検査学会学術総会

平成27年５月 横浜

やってみたら意外に簡単だった
｢がんの地域連携パス｣

外 科
亀 井 桂太郎
がん治療地域連携セミナー

平成27年５月 札幌

乳癌の連携に明日から役立つ豆知識

外 科
亀 井 桂太郎
揖斐郡医師会学術講演会

平成27年６月 揖斐川

医療の光と闇

外 科
前 田 敦 行
第54回西濃退職校長紫水会講演

平成27年７月 大垣

がん治療にともなうからだの変化

外 科
高 山 祐 一
第９回がんの市民公開講座

平成27年７月 大垣

当院における検診発見乳癌の特徴

外 科
堀米香世子, 原田 徹
西濃癌診療研究会

平成27年９月 大垣
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ロンサーフ
市中病院の使用経験から得られたこと

外 科
前田 敦行､ 金岡 祐次､ 原田 徹､
亀井桂太郎､ 高山 祐一､ 深見 保之､
尾上 俊介
TAIHO Colorectal Cancer Meeting in

Hanshin

平成27年10月 尼崎

｢やるなら今！｣
地域連携パスと緩和ケアパスのお話し

外 科
亀 井 桂太郎
がん診療学術講演会

平成27年10月 札幌

胃癌に対するエルプラットの効果

外 科
大 塚 新 平
第４回西濃消化器がん学術講演会

平成27年10月 大垣

肝癌､ 胆道癌の治療

外 科
前 田 敦 行
第27回岐阜県医師会勤務医会学術研修会

平成28年３月 岐阜

大垣市民病院呼吸器外科の外傷診療

胸部外科
重 光 希公生
第11回名古屋肺癌外科研究会

平成28年３月 名古屋

肺癌の外科治療

胸部外科
重 光 希公生
第20回西濃在宅緩和ケア研究会

平成28年３月 大垣

形成外科医の観点からみた
デバイス形状とポケット

形成外科
森 島 容 子
第31回寒風山ハートクラブ研究集会

平成27年11月 秋田

褥瘡ケア

皮 膚 科
高 木 肇
平成27年度NST研修会

平成26年11月 大垣

皮膚・結合組織系

皮 膚 科
高 木 肇
難病指定医研修会

平成27年11月 岐阜
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当院における去勢抵抗性前立腺癌に
対するEnzaltamideの使用経験

泌尿器科
増 栄 成 泰
CRPC Forum In Gifu

平成27年５月 岐阜

当院における去勢抵抗性前立腺癌の
治療成績

泌尿器科
増 栄 成 泰
第14回西濃泌尿器フォーラム

平成27年10月 大垣

睡眠時無呼吸症候群のAPの考え方

歯科口腔外科
梅 村 昌 宏
大垣耳鼻咽喉科医会講演会

平成27年11月 大垣

2004年４月から閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (OSAS)

に対する口腔内装置 (OA) が､ 健康保険へ導入され

た｡ OA自体の効果､ 有用性は認知されているものの､

地域での幅広い普及とまでは至っていない｡ その理由

の一つとして､ 歯科医師のOAまたはOSASへの認識不

足､ 依頼側でのOAの適応に関しての認識不足､ 相互

連携施設の不足など､ 基本的な医科歯科連携の問題が

存在しているといわれている｡ 本講演が､ これらの問

題点についての相互理解を深化し､ 大垣､ 西濃地域に

とって､ より良いOSAS治療の一助となればと考えて

いる｡

救急のABCD

救命救急部
坪 井 重 樹
大垣内科会

平成27年７月 大垣

[特別講演]

がんチーム医療における診療報酬を
見据えた薬剤師の取り組み

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第26回がん薬物療法セミナー

平成27年５月 金沢

発熱性好中球減少症とG-CSF

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第５回岐阜がんチーム医療研究会

平成27年10月 岐阜

[特別講演]

がんチーム医療における薬剤師業務の
NEXT STEP！

薬 剤 部
吉 村 知 哲
北海道若手がん専門薬剤師講演会

平成27年10月 札幌
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[特別講演]

造血器腫瘍患者への化学療法支援に
対する臨床薬学的研究

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第25回日本医療薬学会年会

平成27年11月 横浜

[ランチョン]

がんチーム医療における質的向上と
診療報酬を見据えた薬剤師の取り組み

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第25回日本医療薬学会

平成27年11月 横浜

[教育講演]

がん領域における集学的チーム医療の
実践‐がん医療の質的向上への薬剤師
の役割‐

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第77回日本臨床外科学会

平成27年11月 福岡

[特別講演]

薬剤師における漢方教育の過去から
将来に向けての展望

薬 剤 部
田 中 孝 治
日本東洋医学会東海支部岐阜県部会

平成27年２月 岐阜

[教育講演]

造血器腫瘍における薬学的な介入

薬 剤 部
宇佐美 英 績
日本臨床腫瘍薬学会JASPO

ブラッシュアップセミナー

平成27年12月 東京

[教育講演]

アファチニブの副作用マネジメントと
多施設共有ワークシートの活用

薬 剤 部
吉 村 知 哲
Lung Cancer Meeting in GIFU

平成28年３月 岐阜

やってみようCT読影 第２弾

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第14回中部SOMATOM研究会

平成27年５月 名古屋
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近年, チーム医療の一環として, 診療放射線技師に

よる読影補助が謳われ, 学会や研究会などでも盛んに

取り上げられている. 当院では画像検査後に診療放射

線技師が一次所見レポートを作成し, 診療科へ提供し

ており, 日々の業務の中で経験する症例を問題形式で

紹介する.

診断に難渋した腹部腫瘤

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
日本超音波検査学会第126回講義講習会

平成27年５月 横浜

知識不足, 情報不足は, 盲目！と言います｡ 見たこ

とある画像 (症例) は指摘できるが､ 見たことのない

画像 (症例) は指摘できない. いわゆる, 知っている

ものしか見えない, 知らないものは見えないことにな

ります｡ 今回は, 依頼医や検者の情報不足のため, 診

断に難渋した症例を提示します.

症例は, 術中の落下胆石による腹腔内膿瘍形成 (肉

芽腫形成) である｡ 診断に至るまでの各種画像診断に

ついて､ 解説し考察した｡

診療放射線技師による読影補助
日常業務で行うCT一次読影

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第６回 静岡CT研究会

平成27年５月 静岡

第10回 東信画像研究会

平成27年６月 佐久

第９回 知多地区放射線技師フォーラム

平成27年11月 知多

近年, チーム医療の一環として, 診療放射線技師に

よる読影補助が謳われ, 学会や研究会などでも盛んに

取り上げられている. 当院では画像検査後に診療放射

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. その現状と問題点, 課題について, 実際に業

務として読影補助を行っている診療放射線技師の一人

として意見を述べる.

大災害時に備えて
―システムダウンを含めて―

診療検査科 (画像)
伊 藤 益 弘
平成27年第１回西濃画像研究会

平成27年６月 大垣

【はじめに】

阪神淡路大震災から２０年､ 東日本大震災から４年

が経過しました｡ 今年の 5 月にはネパール大地震が起

こり､ 各施設で震災への対応を改めて見直す機会と考

えます｡ そこで今回は情報の共有を目的に､ 当院にお

ける大震災時の管理と対応を概説しました｡

やってみようCT読影 第３弾

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第15回中部SOMATOM研究会

平成27年10月 名古屋

近年, チーム医療の一環として, 診療放射線技師に

よる読影補助が謳われ, 学会や研究会などでも盛んに

取り上げられている. 当院では画像検査後に診療放射

線技師が一次所見レポートを作成し, 診療科へ提供し

ており, 日々の業務の中で経験する症例を問題形式で

紹介する.

肝臓の超音波エラストグラフィに
ついて

診療検査科 (画像)
橋ノ口 信 一
平成27年度第２回西濃画像研究会

平成27年11月 養老
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慢性肝疾患の治療方針の決定と効果予測､ 発癌発育

リスクの評価においては肝線維化診断が非常に重要で

ある｡ 非侵襲的診断として､ 体外式超音波検査 (US)

やX線CTによる形態学的評価､ 各種血液学的パラメー

タによる評価があるが確実性はあまり高くない｡ そこ

で､ 近年､ 肝硬度測定機器に注目が集まっている｡

浸潤性膵管癌と自己免疫性膵炎の
超音波像について

診療検査科 (画像)
乙 部 克 彦
日本医学放射線技術学会中部支部第２回

学術セミナー

平成28年１月 名古屋

死亡時画像診断
(Autopsy imaging：Ai) のイロハ

診療検査科 (画像)
加 藤 勲
日本医学放射線技術学会第２回中部支部

学術セミナー

平成28年１月 名古屋

【概要】Autopsy imaging (死亡時画像診断：以下 Ai)

は､ 21世紀に発生した新しい診断概念である｡ その概

念の性質上､ ①狭義のAi＝体表検案の画像面からの補

助､ ②広義のAi＝解剖を補助するために行われる解剖

前画像検査､ という二重性を持つ｡ Aiの利点は多く､

近年大いにその必要性と有用性が強調され､ 社会的関

心および需要が非常に高まっている｡ ただし､ Aiは死

体を扱うという特殊性により､ 通常の放射線検査とは

異なる視点で撮影を実施することが必要となる｡ 当院

では2008年よりAiを導入し､ これまでに600件を超える

撮影を実施した｡ また､ 当院は平成22年に厚生労働省

に提言された ｢放射線技師による読影の補助｣ を積極

的に施行している病院であり､ Ai画像においても放射

線技師により一次所見レポートを作成している｡ 導入

から実施を経て我々が経験したことを報告することで､

各施設のAi実施の一助となれば幸いである｡ Aiは今後

も更に普及することが予想される｡ Aiに第一に係る診

療放射線技師としては､ 適切な画像の提供のみならず､

診療側への所見のアドバイスができることが望まれる｡

毎年行われるAi研修会では､ 当講演の内容も含めた詳

細な講習が行われるため､ ぜひ参加してほしい｡

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27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28年２月 名古屋

日本消化器がん検診学会では､ 胃癌死亡の減少を目

指して､ 有能な胃 X 線撮影技術と臨床知識を持つ診

療放射線技師を認定技師を認定しています｡

本講演では､

１. 日本消化器がん検診学会および東海北陸支部の活

動の現状

２. 学会認定技師の経緯と実態

３. 学会認定技師取得について

４. 認定技師に求めあるもの

５. 胃がん検診全国集計から

について､ 40分の講義を行った｡

救急での読影に必要なスキルって…??
～１次読影を行っている施設から～

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
第４回 岐阜救急画像技術セミナー

平成28年２月 大垣

救急での読影補助の現状､ 読影業務の教育､ ｢読影

業務｣ のOff the job trainingについて講演した｡
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後腹膜の超音波検査

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
沖縄県臨床検査技師会臨床生理検査研修会

平成28年２月 那覇

後腹膜腔の超音波検査について､ 以下の内容で講演

を行いました｡

１. 後腹膜腔の解剖

２. CT画像と後腹膜腔

３. US画像と後腹膜腔

４. 症例提示

血球数算定について

診療検査科 (検査)
杉 山 直 久
平成27年度岐臨技新人サポート研修会

平成27年５月 関

血液学検査は初診時に不可欠であり､ 血液疾患など

の診断に直結する場合も多い｡ また､ 不適切な検体採

取や機器の測定限界に起因した測定上のトラブルも発

生しやすい｡ 今回､ 血球数算定検査にしぼり､ 検体や

測定機器の取り扱いおよび測定値に影響を与える要因

について解説する｡

[教育講演]

小児のPSG検査のコツ

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
日本睡眠学会第40回定期学術集会

平成27年７月 宇都宮

小児のPSGの装着および判読について波形を提示し

て講義した｡

[教育講演]

みんなで脳波を判読しよう

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
岐臨技研修会臨床生理部門研修会

平成27年９月 大垣

実際の脳波波形を解説を踏まえて判読の仕方を講義

した｡

[教育講演]

脳波判読の進め方

診療検査科 (検査)
中 島 直 美
岐臨技研修会臨床生理部門研修会

平成27年９月 大垣

脳波を判読するにあたってどこに注目しながら読影

をすすめたらよいかを講義した｡

[教育講演]

｢法的脳死判定脳波検査の実際｣
～成人の判定と小児判定の問題点～

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
日本臨床検査技師会平成27年度第１回

高度先端的医学セミナー

(最新の移植医療に関する)

平成27年10月 東京

成人と小児の脳死判定の実際と法的脳死判定の経験

からの注意点について講義した｡
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[教育講演]

手術場での心構えと術前の準備

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
日本臨床検査技師会第１回

術中モニタリング研修会

平成27年11月 東京

手術場では､ 検査室で行う検査と同じであっても予

期せぬアクシデントがおきる｡ そうした場合の対処法

と術前の準備について講義した｡

[教育講演]

小児の脳波について

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
三重県検査技師会第７回生理部門

神経生理分野勉強会

平成28年２月 松阪

新生児・乳児・小児の脳波検査法と正常波形および

突発波について講義した｡

[教育講演]

顔面神経検査 (講義) とハンズオン

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
日本臨床検査技師会第２回

神経生理検査研修会

平成28年２月 東京

顔面神経麻痺の検査の講義とハンズオンを行った｡

脳保護・脳分離体外循環について

臨床工学技術科
小 山 富 生
第４回岐阜県パフュージョン

カンファレンス

平成27年４月 岐阜

[教育講演]

不応期とブランキング

臨床工学技術科
辻 善 範
第15回日本心臓植込みデバイス

フォローアップ研究会 講習会

平成27年６月 京都

ペースメーカーにおける 『不応期』 とは､ デバイス

が適切に動作をするために必須の設定である｡ 心臓が

心房→心室という順次性が保たれた心拍を打つために

はP波､ QRS波以外の電位を感知しないことが重要で

あり､ 不応期設定がその一翼を担っている｡

ペースメーカーが感知する可能性がある電位には

P波､ QRS波のみならず､ ペシングスパイク､ T波､

PVC波､ 筋電位､ 外部ノイズなど様々あり､ 心臓の生

理的な動作の妨げとなるような誤感知は避けなければ

ならない｡ このためにペースメーカーでは､ 絶対不応

期 (Blanking Period)､ 相対不応期 (Refractory Period)

が設けられている｡ 前者は全く電位を感知しない期間

であり､ ペースメーカーがペーシングをした直後の残

存電位を誤感知しないようにや､ 心室波 (QRS波､ 心

室ペーシング脱分極波) を心房側で誤感知しない目的

で機能する｡ 後者は､ センシング (電位感知) 機能は

働くがこの期間に電位を感知してもペースメーカーの

動作には影響しない｡ これにより､ T波､ PVC時の逆

行性P波､ 外部ノイズの誤感知を防いでいる｡

このような心臓の生理的な動作を達成すべく､ 誤感

知を防ぐために機能する不応期設定について､ トラブ

ル事例､ 文献的考察を含め講演した｡
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[特別講演]

当院の植込み型デバイス患者
管理におけるチーム連携の取り組み

臨床工学技術科
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, 古田 一成

循環器内科
坪井 英之, 森島 逸郎, 森田 康弘
New technology for heart failure

treatment expert

平成27年10月 名古屋

[教育講演]

ペースメーカー
トラブルシューティング

臨床工学技術科
辻 善 範
岐阜県臨床工学技士会

Cardiovascular seminar

平成27年11月 岐阜

[教育講演]

心不全管理にデバイスを活かす

臨床工学技術科
辻 善 範
愛知県臨床工学技士会 循環器セミナー

平成28年１月 名古屋

[ランチョン]

CRTに関連する
エビデンス・ガイドライン・実際

臨床工学技術科
辻 善 範
CRT Device Advance training in Nagoya

2016

平成28年３月 名古屋

[セミナー]

講座Ⅳ 感染対策

医療安全管理部
野 田 孝 浩
平成27年度診療放射線技師のための

フレッシャーズセミナー・夏季セミナー

平成27年７月 美濃加茂

【はじめに】平成27年６月21日現在､ 韓国でMERS

(中東呼吸器症候群) コロナウィルスが猛威を振るっ

ており､ 最初の感染者発表から僅か１カ月足らずで死

者25名､ 感染者169名､ 要観察者6700名を数え､ 33歳

の診療放射線技師が勤務先での画像検査時に感染した

と報道された事は記憶に新しい｡ また昨年は､ ウガン

ダで感染拡大したマールブルグ熱について､ 感染した

30歳の診療放射線技師が死亡し､ その家族にも感染し

たと報じられた｡

これらの他にも､ 新型インフルエンザ・ノロウィル

ス・エボラ出血熱・デング熱など､ ここ数年､ 様々な

感染症がマスコミを賑わし続けている｡ 医療従事者は､

これらの感染症対策を正しく理解し､ 感染拡大を防止

しなくてはならない｡ 本日は､ 診療放射線技師として

就職された皆さんが､ 最低限これだけは知っておくべ

き感染管理の基礎知識について紹介する｡

【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 (PPE) について
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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. 各種認定資格と感染管理

９. 診療放射線技師の業務範囲拡大と感染管理など

(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ことは､ 診療放射線技

師の義務である｡ フレッシャーズの皆さんは､ 感染対

策の基本を理解した次のステップとして､ 適切な感染

管理を実践するために､ 各職場で定期的に実施されて

いるPPE装脱着訓練・吐物処理訓練等の研修会や講演

会に積極的に参加して行くことが大切である｡ 一方､

先輩技師の皆さんは､ 職場の環境を見直していただき

たい｡ 感染対策を実施できる物・風土・環境整備が必

要であり､ 職員が情報を共有できるツールがあると更

に良いと考える｡

【結語】診療放射線技師の業務範囲拡大において､ 感

染管理は重要なキーワードである｡ 今回の講座をきっ

かけに､ ぜひ感染対策に関心を持っていただき､ 今後

も技師会の各種セミナー・研修・講習会等に多数ご参

加いただければ幸いである｡
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(国 際 学 会)

he analysis of prognostic factors in patients with interstitial
lung diseases

呼吸器内科
Akira Shiraki, Morihide Ando, Takeshi Abe, Harunori Nakashima,
Michiko Hibi, Hirohisa Kano, Show Hori, Joe Shindo
ERS International Congress 2015

平成27年９月 Amsterdam

【Introduction】While in the patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) some poor prognostic factors, such as

low FVC, were reported, the risk factors among the patients with interstitial lung diseases (ILDs) including the patients with

connective tissue diseases (CTDs) were not still uncertain.

【Objectives】To evaluate the prognostic factors in patients with ILDs

【Methods】This is a single center retrospective study. We reviewed consecutive patients with ILDs whio came to

our ospital from January 2007 to September 2014 and were under 80 years old. The type of onset (acute or not),

CT classification of IPF guideline, lymphocytes counts in brhoncho-alveolar labage, %FVC for their predicted<65%,

weatherthey were diagnosed CTDs, weather they have any specific autoantibodies (CCP, Sm, RNP, Scl70, centromere,

SS-A, SS-B, anti-amynoacil transfer RNA synthetase, ANCA) at their initial visits and their prognosis were evaluated.

Logranktest was performed for univariable anyalyis and then the Cox proportional hazards model was used for

multivariable one.

【Results】211 patients were enrolled. the univariable analysis showed FVC<65% (p=0.000) and definite IPF pattern

on CT (p=0.003) were significant. Multi-variable analysis with Cox proportional hazards model revealed only FVC<

65% was significant (p=0.001, HR 2.58, 95% CI 1.44-4.61). Weather CTDs were diagnosed and weather they have

specificautoantibodies were not significant factors.

【Conclusion】In this cohort FVC<65% was the only significant predictor for survivals in patients with ILDs.

Intentional Anodal Capture of a Left Ventricular Quadripolar Lead
Enhances Resynchronization Equally with Multisite Pacing

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

臨床工学技術科
辻 善 範
Heart Rhythm 2015, 36th Annual Scientific Session

平成27年５月 ボストン

【Introduction】Left ventricular (LV) multisite pacing using a quadripolar lead appears to confer an incremental

hemodynamic benefit over conventional biventricular pacing by capturing a larger area and engaging multiple zones of
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the LV. LV bipolar pacing between the proximal and distal electrodes of the quadripolar lead (Attain Performa4298

[Medtronic]) with an intentional anodal capture may theoretically provide an equal effect.

【Case】A patient with ischemic cardiomyopathy and s/p mitral valve replacement underwent a CRTD device

implantation (sinusrhythm; LV ejection fraction 20%; LBBB; QRS 148 ms). The LV quadripolar lead placed in the

lateral vein, the rightatrial lead, and the right ventricular (RV) lead were connected to an external pacing system. The

acute hemodynamic response (LV dP/dt max) to the different pacing modes was assessed with a fixed atrial pacing

rate of 100ppm: AAI, 770 mmHg/s; RV only pacing, 690 mmHg/s; RV+LV1 (distal) pacing, 900 mmHg/s; RV+LV4

(proximal) pacing, 950mmHg/s; and RV+LV multisite (unipolar LV1 and unipolar LV4) pacing, 1,030 mmHg/s. While

the LV dP/dt max duringRV+bipolar LV pacing (LV1 anode, LV4 cathode) with an output of 3.25V / 0.4ms was 950

mmHg/s, it reproduciblyincreased to 1,040 mmHg/s by capturing anode with an output of 5.0V / 0.4ms, which was

accompanied by a QRS shortening of 20ms and an 8 mmHg increase in the LV systolic pressure (Figure).

【Conclusion】An intentional anodal capture by the LV quadripolar lead may have an acute hemodynamic benefit

equal to LV multisitepacing.

Paradoxical undersensing of atrial electrograms during atrial fibrillation
in dual chamber pacemakers: a clinical and in vitro study.

循環器内科
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 猪 飼 佳 弘 内 藤 千 裕 寺 田 和 始 曽 根 孝 仁

臨床工学技術科
辻 善 範
Heart Rhythm 2015, 36th Annual Scientific Session

平成27年５月 ボストン

【Introduction】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 quiettimer blanking interval (QTB). The clinical and experimental settings under which PAUS occurs were

investigated.

【Methods】Clinical Study: Thirty consecutive patients with dual-chamber pacemakers and AF were studied (Enpulse 9;

Adapta 19; Kappa 2 [Medtronic]). 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.Theoccurrence 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 AFthan those without PAUS. In the vitro study, PAUS was seen only with the Enpulse, Adapta and Kappa

devices. Thesetting under which PAUS occurred was similar among the three devices; there was a higher pulse amplitude

and shorterpulse cycle length associated with the lower sensing threshold (the higher value) of the PAUS as shown in
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the clinicalstudy.

【Conclusions】PAUS can occur in a substantial proportion of patients with implanted pacemakers equipped with

QTB during AF. Theknowledge of PAUS is important in order to optimize the pacemaker function. Proper sensitivity

settings are necessaryto avoid PAUS, especially in patients with a high sensed atrial amplitude and short atrial cycle

length during AF.

Adverse consequences of inappropriate antitachycardia pacing
delivered with implantable cardioverter defibrillators: life threatening
proarrhythmic effects.

循環器内科
森 島 逸 郎 曽 根 孝 仁 坪 井 英 之 森 田 康 弘
吉 田 路 加 友 松 敏 郎 猪 飼 佳 弘 寺 田 和 始

臨床工学技術科
辻 善 範 小 山 富 生
Congress of the European Society of Cardiology 2015

平成27年８月 ロンドン

【Background】Appropriate antitachycardia pacing (ATP) delivered with implantable cardioverter defibrillators (ICDs)

has been shown to be highly effective in terminating ventricular tachycardias (VT); it is currently recommended to

program ATP up toa shorter tachycardia cycle length than before in order to avoid ICD shock therapies. Although the

benefits of appropriateATP therapy are well recognized, the disadvantages of inappropriate ATP therapy in the current

ICD setting has yet tobe elucidated.

【Purpose】This study aimed to elucidate the consequences of inappropriate ATP therapies.

【Methods】A total of 243 patients implanted with an ICD (n=177) / CRTD (n=66) were registered and prospectively

followed-upfor the last 4 years in terms of all ICD therapies delivered as well as their consequences.

【Results】During the follow-up period, 76 patients (31.3%) (60 ICD recipients, 16 CRTD recipients) received 3,474

appropriate therapies including 79 shocks, 60 ATP + shocks, and 3,335 ATPs. Thirty-three patients (13.5%) (31 ICD

recipients, 2CRTD recipients) experienced 300 inappropriate therapies: 66 shock events, 11 ATP + shock events, and

223 ATP only events. The inappropriate ATPs were triggered by supraventricular tachyarrhythmias (n=223), T wave

oversensing (n=4), and others (n=7). The majority of inappropriate ATP events were asymptomatic (n=232, 99%),

however, the remainingtwo events resulted in syncope as described below. Case 1 was a patient with non-ischemic

cardiomyopathy implantedwith an ICD for secondary prevention. An ATP (270 ppm) delivered during sinus rhythm

due to T wave oversensing induced true polymorphic VT, which deteriorated into ventricular fibrillation by the second

ATP (250ppm). Finally, sinus rhythm was restored by a 35J shock delivery. Case 2 was a patient with cardiac

sarcoidosis implanted with an ICD forsecondary prevention. An ATP (275ppm) delivered during sinus rhythm due to

frequent atrial premature contractions induced true VT (240bpm) that was terminated by a 39J shock therapy.

【Conclusions】Although inappropriate ATP events were asymptomatic in the majority of the patients, this study

demonstrated two important cases in which ATP delivered during a normal sinus rhythm setting caused true life

threatening VTs. This potentially lethal ICD complication, seen in about 1% of inappropriate ATP events, should be

noted especially when programing ATP with a short pacing cycle length.
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En Bloc Resection of Hepatoduodenal Ligament with
Pancreatoduodenectomy for Pancreatic Carcinoma

外 科
Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Masatoshi Isogai
DDW2015

平成27年５月 ワシントン

【Abstract】An advanced pancreatic head carcinoma, especially locates at the neck of the pancreas, likely invades to

thecommon hepatic artery, and dealt as unresectable. We successfully performed en bloc resection of the hepatoduodenal

ligament with pancreatoduodenectomy resulted in good surgical outcome with R0 resection. The important aspect consists

of portal vein reconstruction using an external iliac vein graft and hepatic arteryreconstruction only between the right

hepatic artery and middle colic artery, and the left hepatic artery is sacrificed because collateral blood flows are

preserved at hepatichilum. This surgery is supported by technicaldemand and also rigorous indication.

One-stage colectomy with intraoperative colonic irrigation for
acute left-sided malignant colonic obstruction

外 科
Shimpei Otsuka Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda
DDW2015

平成27年５月 ワシントン

【Abstract Background】One-stage colectomy with intraoperative colonic irrigation (OCICI) may be useful in early

resolution of acute left-sided malignant colonic obstruction (ALMCO). However, the clinical benefit of this technique

has not yet been investigated.

【Methods】Between January 2007 and July 2014, 451 patients underwent primary tumor resection for left-sided colon

cancer, of whom 25 underwent OCICI for ALMCO. The medical records of the patients who underwent OCICI for

ALMCO were compared to 174 medical records of a control population (without ALMCO) who were matched for

tumor characteristics.

【Results】There were no statistically significant differences between the two groups in regard to age, sex, American

Society of Anesthesiologists Physical Status (ASA-PS), location of tumor, preoperative CEA levels, and previous

abdominal surgeries. The OCICI for ALMCO group was associated with a longer operation time (153±33 versus

111±47 min, p<0.001). However, no significant differences were found in patient morbidity, the duration of the

postoperative hospital stay, orthe tumor pathology between the two groups. Univariate and multivariate analyses indicated

that OCICI for ALMCO did not increase the risk of postoperative morbidity in patients with left-sided colon cancer.

【Conclusions】OCICI for ALMCO did not increase the rate of morbidity or prolong the hospital stay duration

comparedto treatment of a control population.
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Surgical outcome of hepatic vein reconstruction using an external
iliac vein graft

外 科
Fumihiro Terasaki Yuji Kaneoka Shimpei Otsuka
DDW2015

平成27年５月 ワシントン

【Abstract Backgrounds】A liver tumor invading to hepatic vein is difficult to resect because of its anatomical situation

and in the patients with liver dysfunction. The extent of liver resection is crucial in relation to parenchymal preservation

with hepatic vein reconstruction. In cirrhosis or decreased liver function, major hepatectomy is critical and sometimes

a palliative liver resection is chosen, however, we performed in such cases preparatory hepatic subsegmentectomy

combined with hepatic vein resection and reconstruction (HVR) for achieving negative surgical margin and preserving

the remnantliver function. We investigated surgical outcome of the consecutive 17 cases of hepatectomy with HVR.

【Methods】Between August 1996 and October 2014, we performed 17 cases of hepatectomy with HVR including

11 hepatocellular carcinomas and 6 metastatic tumors from colorectum. 13 cases underwent segments VII/VIII resection

and right hepatic vein (RHV) reconstruction, 3 cases underwent segment II resection and left hepatic vein (LHV)

reconstruction, and 1 case underwent segments I/IV resection and middle hepatic vein (MHV) reconstruction. Before

HVR, an external iliac vein graft is picked up extraperitoneally through upper groin incision. In HVR, we sustain

hepaticvein and the graft at 4 points by suturing them with 6-0 prolene and afterwards we use Vascular Clips (M-sized,

Coviden)4-5 times between each stich.

【Results】Mean age of the subjects was 66.4 y.o. (range, 53 to 79), and male/female ratio was 14/3. The Operating

timeswere 155 to 400 minutes (mean 277±72 minutes), and the mean hepatic vein reconstruction time was 27±5

minutes (range, 19 to 40). The length of the graft was 2 to 4 cm. In 2 cases out of 17 cases, we experienced occlusion

of thegraft 2 weeks after surgery, however, the patients’ condition was stable and they discharged. Another one patient

whohad received the right lobectomy underwent segment IV and LHV reconstruction revealed the early obstruction of

the graft and an emergency surgery was needed. Patency of the graft was 14/17 (82%). Morbidity (Clavien-Dindo>III)

was 4/17 (23.5%), which included 1 infarction, 1 hepatic coma, 1 bile leakage and 1 duodenal ulcer. Mortality was null.

【Conclusion】Preparatory hepatic resection with HVR could be carried out safely to the patients with decreased liver

functionor small residual liver parenchyma.

Feasibility and safety of laparoscopic assisted proximal gastrect
omy with jejunal interposition for early gastric cancer

外 科
Yuichi Takayama Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Yasuyuki Fukami
Shunsuke Onoe
第23回 ヨーロッパ内視鏡外科学会

平成27年６月 ルーマニア

【Background】Laparoscopic assisted gastric surgery has become an option for the treatment of early gastric cancer.

However, the feasibility and safety of laparoscopic assisted proximal gastrectomy (LAPG) for early gastric cancer in the
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upper third of the stomach has rarely been studied. The objective of the present study is to introduce our surgical technique

and assess the short-term outcomes.

【Methods】Between July 2007 and December 2014, a total of 60 patients underwentLAPG (n=24) or the same

procedure with open surgery (OPG; n=36). Clinical characteristics and surgical outcomes werecompared between the

groups retrospectively.

【Surgical procedures for LAPG】Intracorporeally, after mobilization of thestomach and en bloc systematic lymph node

dissection, three-quarters of the esophageal wall was transected and a hand-sewn purse-string suture of the esophagus

was made. The anvil head was introduced into the esophagus and the purse-string suture was tied. A 4-5cm midline

incision was made and the anal side of the stomach was transected extracorporeally. The single-loop jejunal interposition

(15 cm in length) was brought up. Esophagojejunostomy was performed using circularstapler intracorporeally and

jejunogastrostomy and jejunojejunostomy were performed with handsewn technique via minilaparotomy.

【Results】There were no differences in the backgrounds of patients or tumor characteristics between the groups.

Operationtime was longer in the LAPG group (190.8 vs. 147.8 min, p < 0.001) and estimated blood loss was significantly

less (36.0 vs.269.0 g, p<0.001). The average number of harvested lymph nodes did not differ between the two groups

(18.5vs. 14.8). There also were no differences in the incidence of postoperative complications (8. 3vs. 16.7 %). No

anastomoticleakage was observed in the both groups. In the LAPG group, the time to the first eating was shorter (4.2

vs 4.8 days,p=0.008), and the postoperative hospital stay was shorter (14.3 vs 16.9 days, p=0.001).

【Conclusion】Although operationtime is currently longer in LAPG, this approach is associated with several advantages

of laparoscopic surgery, includingless bleeding, quicker recovery, fewer complications, and shorter hospital stay.

FEASIBILITYOF LAPAROSCOPICCHOLECYSTECTOMYFORACUTE
CHOLECYSTITIS BEYOND 72 HOURS OF SYMPTOM ONSET

外 科
Shunsuke Onoe Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Yuichi Takayama
Yasuyuki Fukami
第23回 ヨーロッパ内視鏡外科学会

平成27年６月 ルーマニア

【Objective】Laparoscopic cholecystectomy (LC) preformed for acute cholecystitis (AC) is usually advised within 72

hours of symptomonset. The operative difficulty of LC for AC beyond 72 hours onset is greater. The aim of this study

was to evaluatethe outcomes of LC beyond 72 hours of presentation.

【Methods】According to our institutional policy, LC for AC was performed for the patients under three conditions,

i.e., under 80years, without previous upper abdominal laparotomy, and without major co-morbidity. A retrospective

clinical study was performed from 2012 to 2014. A total of 87 patients underwent LC for AC: 65 patients underwent

early LC (ELC, operation within 72 hours of symptom onset) and 22 underwent late LC (LLC, operation beyond 72

hours of symptomonset). The outcomes of both groups were compared.

【Results】Distributions regarding age, gender, and body mass index were similar between two groups. Although 29

of 65 (45%) patients in ELC had known existence of their gall stones preoperatively, only 3 of 22 (14%) patients in

LLC had knownit (P=0.009). The preoperative median (range) counts of WBC and CRP were 11950 (3170-24500)

μL and 1.0 (0.1-24.2)mg/dL in ELC, and 13010 (1250-21430) μL and 11.1 (0.3-38.0) mg/dL in LLC. CRP in LLC

was significantly higherthan in ELC (P＝0.006). Between-group difference in operative time and blood loss were not
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observed [ELC, 80 (37-141) minutes, 10 (1-650) ml; LLC, 89 (48-234) minutes, 50 (3-3500) ml; P＝0.054, =0.180].

On the other hand, 1 case(2%) in ELC and 3 cases (14%) in LLC were converted to open cholecystectomy, resultingi

n between-group difference (P＝0.048). There was no significant differences regarding postoperative hospital stay

[ELC, 5 (4-12) days; LLC, 6 (5-36) days; P＝0.093] and complications [ELC, 3 cases (5%), wound infection, atelectasis,

and incisional hernia; LLC, 1case (5%), common bile duct stones; P=0.999].

【Conclusions】Although the conversion to open cholecystectomy was more often in LLC than ELC, between-group

difference was notobserved regarding operative time, blood loss, postoperative hospital stay, and complications.

COILING OF TINY CEREBRAL ANEURYSMS, SUSPECTED OF
RUPTURE BY POSITION OF THE REMAINING CLOT ON FOLLOW-UP
COMPUTED TOMOGRAPHY

脳神経外科
Takashi Yamanouchi Ryousuke Ooshima 1 Akira Kitou Hideki Maki
Tomoyuki Noda Motoki Ishii

名古屋大学医学部脳神経外科
Noriaki Matsubara Kazunori Shintai Masashi Itou
12th AAFITN

平成28年３月 インドネシア

【BACKGROUND】The tiny size of cerebral aneurysm is hard to be detected. And coiling of tiny aneurysm is

challenging, according to high risk of intraoperative rupture and coil migration. Recently we can obtain smaller and

softer coil, and coiling of tiny aneurysm may become safer than in the past.

【OBJECTIVE】We report on the treatment of tiny ruptured saccular cerebral aneurysms by coil embolization, which

was estimate the source of subarachnoid hemorrhage by position of the remaining clot on follow-up computed

tomography images. All cases were that of 2-3 mm aneurrysms with at least one of the dimensions <2mm.

【METHODS】Between April 2014 and October 2015, we performed a retrospective analysis of three consecutive

cases oftiny aneurysms treated by coil embolization in our institution. And clinical follow-up is continued until

presentation.

【RESULTS】Coil embolization was successfully performed in all cases. All patients had unchanged clinical status

after embolization. First case was 66 years old male and a tiny(1.8mm×2.0mm×1.6mm) anterior cerebral artery aneurysm,

coiled with a 2mm×3cm coil. Second case was 58 years old female and a tiny(1.9mm×1.8mm×2.1mm) basilar tip

aneurysm, coiled with a 2mm×3cm coil and two 1.5mm×2cm coils. Third case was 44 years old female and a

tiny(1.6mm×1.2mm×1.0mm) basilar-superior cerebellar aneurysm, coiled with a 1mm×2cm coil. Complete occlusion

was achieved in all cases. Results of clinical follow-up will be presented at presentation.

【CONCLUSIONS】Coil embolization of tiny ruptured cerebral aneurysm is feasible. And to estimate the source of

subarachnoid hemorrhage, paying attention to remaining clot is important.
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Diagnostic value of 18F-FDG PET/CT in whole body cancer
screening

放射線科
曽 根 康 博 安 部 真 由 荒川智佳子

診療検査科(画像)
加 藤 勲 傍 島 篤 洋 川 地 俊 明

健康管理センター
武 田 功 熊 田 卓
EANM (European Association of Nuclear Medicine) Congress 2015

平成27年10月 ハンブルク

【Aim】One remarkable advantage of whole-body 18F-FDG PET/CT is the ability to detect cancer from healthy

population.This prospective study determined the prevalence and clinical features of pathologically confirmed cancer

detected by PET/CT for cancer screening.

【Materials and Methods】Between June 2008 and March 2015, a total of 318 participants (male 201, female 117,

mean age: 60.6 years) underwent whole-body 18F-FDG PET/CT for cancer screening. PET/CTfindings were interpreted,

and divided among 4 groups as described below, A: no abnormal findings, B: minor abnormalfindings (follow-up

unnecessary), C: abnormal findings (follow-up necessary), D: abnormal findings suspicious for malignancy (further

examination necessary). Medical records of participants were reviewed to clarify pathological or clinicaldiagnoses and

the clinical courses.

【Results】The participants were classified into group A: 148 (46.5%) , B: 86 (27.0%) , C: 36 (11.3%), D: 48 (15.1

%). The major sites of abnormal findings in group D were colorectum 11, genitourinary11, head and neck 10, chest 6,

hepatobiliary and pancreas 6. Among 48 participants, 38 (79.2%) received further examination. Cancer was pathologically

confirmed in 6 participants (sigmoid colon 2, rectum 1, pancreas 1, thymus 1, thyroid 1). Positive rate was 15.1%

(48/318), and detection rate was 1.89% (6/318). Curative resection was performedat 5, chemotherapy at 1 (pancreatic

cancer with liver metastases). Follow-up records were available in 166 participants. During follow-up period, urogenital

cancers (kidney 1, bladder 1, prostate 1) were revealed. The interval from PET/CTto pathological diagnosis was 2,

14, 42 months, respectively.

【Conclusion】PET/CT is a valuable tool for detecting a widevariety of curable cancers, but showed poor detectability

of urogenital cancer.

The management of peristomal skin during cryosurgery

看 護 部
西田かをり
10thISLCRS-6thAPETNA Congress2015

平成27年11月 シンガポール

【Purpose】It's known that ostomy appliances during cryosurgery are often inadequate to manage excess exudate. In

this study, we used low adhesive strength ostomy appliance and changed frequently short intervals during cryosurgery

and evaluated its effect.
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【Methods】We used low adhesive strength ostomy appliance and changed frequently short intervals on peristomal

treatmentfor cryosurgery.

【Case 1】A 80-year-old male who received total cystectomy with ileal conduit plasty for bladder cancer 25years ago.

He got his stomal appliance exchanged once or twice a day at a welfare facility and visited our stoma clinic monthly

to manage. However, under the stoma appliance he had some dome-shaped papules, which was diagnosed with verruca

vulgaris. We treated with cryosurgery.

【Case 2】A 70-year-old female who received Miles operetion with colostomy of colon cancer 18years ago. Hyperkeratotic

nodules was found under the stomal appliance, and was diagnosed as seborrheic keratosis, so we chose cryosurgery

treatment.

We cared 2 cases on peristomal skin during cryosurgery, and we advised them to use lower adhesive ostomy appliance,

and to change once or twice a day at first day, and change it once every one or two days next.

【Results】After several times treatment, the tumor was gone with no trouble of peristomal skin.

【Conclusion】These finding suggest that low adhesive ostomy appliance and change frequently short intervals are

useful for the management of peristomal skin duringcryosurgery for protecting from excess exdute. However, this

treatment is only useful for skin lesion until the epidermis.
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症例提示から考える腎性貧血治療の
ポイント

糖尿病腎臓内科
板野祐也､ 加藤 誠､ 三浦絵美梨
押谷 創､ 藤谷 淳､ 柴田大河
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平成27年５月 大垣

当院におけるイプラグリフロジン導入
64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､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関

【背景】イプラグリフロジン (以下IP) はインスリン

を介さない血糖降下作用を有し, 体重減少効果や代謝

改善効果も示唆されている. しかしケトアシドーシス

や皮疹といった当初想定されていなかった副作用が報

告されている.

【目的】IPの有効性・安全性・効果予測因子について

検討.

【方法】対象は2型糖尿病患者64例. 男性37例, 年齢

53.3±10.1歳, HbA1c8.5±1.6％, BMI30.2±5.3. IP投

与によるHbA1c, 体重, 尿検査, 代謝関連項目の変化,

有害事象を6ヶ月間観察. 6 ヶ月後の効果予測因子を

検討.

【結果】現時点で投与後3ヶ月間観察しえた50例, Hb

A1cは0.95％低下 (P＜0.001), 体重は1.4kg減少 (P＜

0.001). 有害事象は皮疹7例, 低血糖4例, 低血糖症状

1例, 尿ケトン陽性を伴う倦怠感1例.

【総括】IPの血糖と体重コントロールに対して有用性が

示唆された. 今後6ヶ月間の経過を加え検討していく.

SGLT2阻害薬の製剤間における効果
の比較検討

糖尿病腎臓内科
三浦絵美梨､ 加藤 誠､ 榎本康宏
板野祐也､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関

【目的】2型糖尿病患者において, SGLT2阻害薬の製

剤間における効果の差があるか検討する.

【方法】対象は当院通院中の2型糖尿病患者. 既存の

治療を変更せずイプラグリフロジン (IP) 又はダパグリ

フロジン (DA) を追加投与した75例. 評価項目はHbA1c

及び体重の変化とし, 2群比較を中心に解析した.

【結果】患者背景は, 男性39例, 年齢53.5歳, 罹病期

間9.6年, BMI30.2, 尿中Cペプチド127.9μg/日, eGFR

86.3ml/m/1.73m2で, 罹病期間にのみ2群間で有意差を

認めた (p=0.02). HbA1cは全体で0.93±1.02%と有意

に低下し (p＜0.001), 体重も全体で-1.32±1.57kgと

有意に減少したが (p＜0.001), 群間比較には有意差

がなかった. HbA1c低下量は開始時のHbA1cと相関が

あった.

【考察】両剤共に確実なHbA1c低下および体重減少効

果を有し, 効果に差はなかった.

当院の糖尿病透析予防指導による生活
習慣介入の有効性と腎症の経過におよ
ぼす要因についての検討

糖尿病腎臓内科
傍島裕司､ 藤谷 淳､ 柴田大河

看 護 部
中村ちとせ､ 多賀智美

管理栄養科
岩崎文江､ 堀 直美

薬 剤 部
中島啓二
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関

【目的】糖尿病透析予防指導の効果を評価し, 腎症の
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経過におよぼす要因を検討する.

【方法】蓄尿検査で経過が追えた95例を対象とした.

指導前後のBMI, HbA1c, 血圧, LDL-C, 塩分・蛋白

摂取量の変化で指導効果を評価し, 尿蛋白 (アルブミ

ン), eGFRの経過を検討した.

【結果】観察期間は平均15.6カ月, 指導回数は平均7.2

回. 指導前後でBMI (-0.28), 収縮期血圧 (-5.8mmHg),

LDL-C (-12.3mg/dl), 塩分摂取量 (-1.8g/day) が有意

に低下. 尿蛋白は改善傾向を認めたが, eGFRは有意

に低下した (61±22→57±22ml/min/1.73m2). 腎症2

期 (61例) では尿アルブミンは有意に改善した (110

±76→84±80mg/gCre). 尿蛋白改善には体重, 血圧,

HbA1c, 塩分摂取量の改善が関与する傾向にあったが

有意ではなかった.

【結論】透析予防指導によっていくつかのリスクファ

クターが改善し, 早期腎症で尿蛋白が改善した.

2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬
とインクレチン関連薬併用の効果

糖尿病腎臓内科
柴田大河､ 加藤 誠､ 榎本康宏
三浦絵美梨､ 板野祐也､ 押谷 創
藤谷 淳､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関

【方法】対象は既存の血糖降下療法を変更せずSGLT2

阻害薬を追加投与した71例 (イプラグリフロジン51例,

ダパグリフロジン20例). 既存治療にGLP1受容体作動

薬使用24例をGLP1群, DPP4阻害薬使用32例をDPP4

群, インクレチン関連薬投与のない15例を非投与群と

して解析した.

【結果】投与開始時HbA1cはGLP1群8.5±1.3, DPP

4群9.0±2.0, 非投与群7.8±1.7％と差異を認めたが有

意ではなかった. 3ヶ月後HbA1cは全体で0.79±0.11%

と有意に低下し (p＜0.01), 3群各々も有意に低下し

たが群間比較は有意差がなかった (GLP1群0.81, DPP

4群0.94, 非投与群0.51%). 体重は全体で-1.39±0.20k

gと有意な減少を認め (p＜0.01), 3群各々でも有意に

減少したが群間比較は有意差がなかった (GLP1群-1.11,

DPP4群-1.42, 非投与群-1.73kg).

【総括】インクレチン関連薬にSGLT2阻害薬の追加併

用は血糖改善と体重減少の相加効果を有するが相乗効

果は認めなかった.

1型糖尿病に対するグラルギンと
デグルデクとの長期比較検討

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､ 押谷 創
柴田大河､ 傍島裕司
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関

【目的】1型糖尿病患者に対するデグルデク (D) の

長期効果をグラルギン (G) と比較検討.

【方法】GからDへ変更し52週間経過の追えた51人.

同単位でDへ変更し, 52週間後までHbA1c, 1日の総

インスリン投与量 (T) および基礎インスリン投与量

(B), 低血糖頻度を比較. 季節変動を検討するため,

変更前後52週間の血糖変動を平均HbA1c, 変動係数で

それぞれ比較検討.

【結果】HbA1cは8.0±1.2%から52週間後で7.7±1.0%

(P＜0.01) と有意に改善. Tは0.62±0.15から0.57±0.1

7単位/kg (P＜0.01), Bは0.21±0.07から0.20±0.08単

位/kg (P＜0.05) と有意に減少. 低血糖頻度は有意差

を認めず. 変更前後52週間の平均HbA1cは8.0±1.1か

ら7.8±1.0% (P＜0.05), 変動係数は6.8±2.4から5.3±

2.6% (P＜0.01) と有意に改善.

【総括】1型糖尿病に対して, DはGと比較し季節変動

を含め, 長期的な血糖コントロール改善が期待できる.

2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬
と持効型インスリン併用療法の効果

糖尿病腎臓内科
加藤 誠､ 榎本康宏､ 三浦絵美梨
板野祐也､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島 裕司
第58回日本糖尿病学会年次学術集会

平成27年５月 下関
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【方法】既存の血糖降下療法を変更せずSGLT2阻害薬

を追加投与した71例 (イプラグリフロジン51例, ダパ

グリフロジン20例). 既存治療に持効型インスリン使

用20例をBOT群, インスリン非使用例51例を内服群と

して解析.

【結果】投与開始時HbA1cはBOT群9.7±2.1, 内服群

8.2±1.5% (p＜0.01) と有意な差異があった. 3ヶ月

間にBOT群で低血糖例はなく, 処方中止1例は倦怠感.

3ヶ月後HbA1cは全体で0.91±0.13%有意に低下した

(p＜0.01). 両群各々も有意な低下を示したが群間比

較は有意差がなかった. 体重は全体で1.29±0.20kgと

有意に減少し (p＜0.01), 両群各々も有意に減少した

が群間比較は有意差がなかった. BOT群内でHbA1c低

下量とインスリン量に相関はなく, 体重はインスリン

量が多いほど減少しない傾向にあった (R=-0.42, p＝

0.06)

【総括】持効型インスリンとSGLT2阻害薬併用は安全

かつ有効だがインスリン量が多いと体重に対する効果

が減弱傾向であった.

糖尿病患者に腹膜透析導入を行った
前後での血糖コントロールの推移

糖尿病腎臓内科
板野祐也､ 加藤 誠､ 三浦絵美梨
押谷 創､ 藤谷 淳､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第60回日本透析医学会学術集会

平成27年６月 横浜

【目的】糖尿病患者に腹膜透析導入を行った前後での

血糖コントロールについて観察を行った｡

【方法】腹膜透析を導入した9名の糖尿病患者の導入

前と導入後3か月間の血糖コントロールをHbA1cやGA

を指標として検討した｡ 5名に関しては導入中の血糖

測定を行っているため追加検討した｡

【結果】全員が男性で､ 平均年齢は55歳であった｡ 導

入前と比較してHbA1c､ GAともに有意な変化はなかっ

た｡ GAが導入前平均20.1%であったのに対し導入後

1か月後19.3%(NS)､ 2か月後18.3%(NS)､ 3か月後16.4

%(NS)であった｡ HbA1cは導入前5.9%､ 3か月後5.5%

(NS)であった｡ また各食前血糖は導入前後で有意な差

はなかった｡ NAPD4例での早朝空腹時血糖は導入前

後で差を認めなかった｡ 各症例で導入前後の治療に変

更はなった｡

【考察】糖尿病を背景に持つ腹膜透析患者において透

析液からブドウ糖が吸収されることで血糖コントロー

ルに注意が必要であるといわれているが､ 今回の観察

では悪化や不安定さは観察されなかった｡

腹膜透析導入後にきたした血栓性微小
血管障害が､ Helicobacter pylori
除菌後に改善したIgA腎症の１例

糖尿病腎臓内科
西堀暢浩､ 板野祐也､ 加藤 誠
三浦絵美梨､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島 裕司
第60回日本透析医学会学術集会

平成27年６月 横浜

【症例】22歳 男性

【現病歴】IgA腎症による末期腎不全のため2014年

9月に腹膜透析導入となったが､ 数日後に突然透析液

の注排液が出来なくなり受診した｡ 造影にて腹膜透析

カテーテルの閉塞を認め入院となった｡

【経過】腎機能の増悪も認められたため入院同日より

血液透析に移行した｡ 入院時の検査で貧血・血小板減

少とハプトグロビン低下､ 2％程度の破砕赤血球が認

められ､ 血栓性血小板減少性紫斑病を疑い血漿交換療

法を実施した｡ その後血小板数は改善し､ 破砕赤血球

やハプトグロビン低値は持続していたが､ 貧血や血小

板減少の進行は認められず退院となった｡ その後の外

来でH.pylori菌感染が判明し､ 除菌を行ったところ破

砕赤血球の消退とハプトグロビン値の上昇を認めた｡

【まとめ】H.pylori菌の除菌後に血栓性微小血管障害

が改善した興味深い症例を経験した｡ H.pylori菌感染

と血栓性微小血管障害の関連も考えられたため､ 文献

的考察も交え報告する｡
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当院におけるADPKDの現状

糖尿病腎臓内科
押 谷 創
西濃地区ADPKD講演会

平成27年７月 大垣

当院における腎性貧血治療

糖尿病腎臓内科
板 野 祐 也
第4回慢性腎臓病 (CKD) 学術講演会

平成27年８月 大垣

DIHS様の皮疹を呈した薬剤アレルギー
が契機と考えられる劇症1型糖尿病の1例

糖尿病腎臓内科
傍島裕司､ 加藤 誠､ 榎本康宏
三浦絵美梨 板野祐也 押谷 創
藤谷 淳 柴田 大河 大橋 徳巳
第89回日本糖尿病学会中部地方会

平成27年10月 静岡

症例は76歳女性. 腰痛に対してエトドラク, クロルフェネ

シン, レバミピドが処方され, 10日後から倦怠感, 皮疹,

肝障害が出現, 当院消化器内科および皮膚科へ紹介受

診となった. DIHS様の皮疹と診断されベタメタゾン

が投与されたが, 倦怠感, 食思不振が徐々に増悪し1

週間後に意識障害を伴い当院へ救急搬送された. 血糖

1033mg/dl, pH7.093, 尿ケトン1+を認め糖尿病性ケト

アシドーシスと診断し加療した. 入院後の検査でHbA

1c8.0%, 尿中CPR0.1μg/ml, 膵島関連自己抗体陰性

という結果より劇症1型糖尿病と診断し, 強化インス

リン療法での血糖管理で退院となった. 当院消化器内

科初診時の保存検体では随時血糖95mg/dl, 血中CPR2.

6ng/ml であった. 薬剤リンパ球幼若化試験でエドト

ラクに対する薬剤アレルギーが証明され, DIHSに類

似した薬剤アレルギーとの因果関係は明確ではないが,

その経過中に劇症1型糖尿病を発症した1例を経験した.

コントロール不良の気管支喘息に対する
ステロイド治療中に発症した劇症１型
糖尿病の１例

糖尿病腎臓内科
近藤有一郎､ 加藤 誠､ 榎本康宏
三浦絵美梨､ 板野祐也､ 押谷 創
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第89回日本糖尿病学会中部地方会

平成27年10月 静岡

23歳女性､ 気管支喘息に対して吸入ステロイド､ 抗ア

レルギー薬で加療されていたがコントロール不良でた

びたびプレドニゾロン(PSL)の内服をしていた｡ 発作

に対し入院10日前にメチルプレドニゾロン125mgの点

滴､ およびその前後でPSL30mg/日を7日間受けていた｡

1週間前からの倦怠感､ 嘔気嘔吐で近医を受診し血糖

値611mg/dL､ 尿ケトン(4+)を認め紹介された｡ ステロ

イド糖尿病を疑い精査を開始したが､ HbA1c5.2%およ

び血中Cペプチド0.1ng/mL を認め劇症1型糖尿病の診

断で入院とした｡ GAD抗体を含む自己抗体は陰性､

膵アミラーゼ､ リパーゼ､ エラスターゼIの上昇を認

めたが腹部CTでは明らかな異常所見は認めなかった｡

明らかな原因ウィルスの同定には至らなかったが､

HLADRB1*04:05-DQB1*04:01を認めた｡ ステロイド

による免疫調整が糖尿病発症の契機となった可能性が

ある症例であり文献的考察を加え報告する｡

リツキシマブが奏功したMPO-ANCA
関連血管炎による非典型溶血性尿毒症
症候群(aHUS)の１例

糖尿病腎臓内科
板野祐也､ 加藤 誠､ 三浦絵美梨
押谷 創､ 藤谷 淳､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第45回日本腎臓学会西部学術大会

平成27年10月 金沢

症例78歳男性現病歴：特筆するような基礎疾患､ 既往

症はない｡ 入院2週間ほど前から肉眼的血尿を認め泌

尿器科受診され､ スクリーニングの血液検査で血清ク

レアチニン値8.62mg/dlと高度腎機能障害を認め同日

－ 419 －



当科入院とした｡ 入院後経過：経過から血管炎症候群

による急速進行性糸球体腎炎などを念頭にメチルプレ

ドニゾロン(mPSL)パルス3日間投与から治療介入､

MPO-ANCA917.0IU/mlと高値を示し臨床経過から血管

炎症候群と診断した｡ 血液透析導入､ 経口プレドニゾ

ロン(PSL)で加療継続したが第14病日に肺胞出血をき

たし2nd mPSL パルス3日間､ 血漿交換(PE)を行った｡

また血小板減少を徐々に認め血液内科にコンサルトし

骨髄生検などを実施した｡ ADAMTS13活性は軽度低

下､ 抗ADAMTS13インヒビターは陰性でありaHUSな

どを疑いPE､ ステロイド治療を継続したが病態は改

善しなかった｡ 追加治療にシクロフォスファミドを検

討したが血小板減少のため見送り､ リツキシマブ投与

を第34病日から開始とした｡ 4週間の継続投与の後､

次第に血小板の増加を認めたが維持透析となり現在も

加療中である｡ 補体関連因子の異常についても精査中

であり文献等の考察を加え発表する｡

非特異性間質性肺炎治療中に血栓性
血小板減少性紫斑病を発症し血漿交換
が必要となった1例

糖尿病腎臓内科
西堀暢浩､ 板野祐也､ 加藤 誠
三浦絵美梨､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第45回日本腎臓学会西部学術大会

平成27年10月 金沢

症例は５４歳の女性｡ 主訴は発熱, 膿性痰｡ 20XX-4

年に胸部異常影で当院呼吸器内科初診｡ 強皮症と皮膚

筋炎のoverlapに合併した間質性肺炎(fibrosing NSIPの

診断であった｡ PSL+CyAで治療を行い皮疹とCPKは

改善し間質性肺炎は横ばい, レイノーと手指硬化が進

行していた｡ 20XX-1年10月に筋炎の増悪ありPSL50m

gへ増量しIVCY3C施行した｡ 20XX年1付き発熱, 膿

性痰が出現し肺炎の診断で入院となった｡ 抗菌剤治療

を行うも意識障害と血小板減少が進行した｡ 末梢血に

破砕赤血球を認め, 血栓性血小板減少症(TTPと診断

した｡ ADAMS13活性は26.8%と低下していた｡ 血漿

交換療法を合計８回施行しTTPは改善した｡ その後誤

嚥性肺炎を合併し人工呼吸管理となった｡ 強皮症に合

併したTTPは予後不良と報告されており, 文献的考察

を加え報告する｡

両側腋窩動脈－大腿動脈バイパス手術
後に腎機能障害が改善した大動脈狭窄
症の 1例

糖尿病腎臓内科
押田卓磨､ 押谷 創､ 加藤 誠
板野祐也､ 三浦絵美梨､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第227回日本内科学会東海地方会

平成27年10月 岐阜

【症例】59歳､ 女性

【主訴】四肢浮腫

【現病歴】49歳時よりアルコール性肝障害・肝硬変の

ため近医通院加療中であった｡ 1年ほど前から間歇性

跛行を自覚されていた｡ 20XX年5月中旬より労作時の

息切れと四肢の浮腫を認め､ かかりつけ医の検査で胸

水と腎機能障害を指摘され､ 同年6/9当院紹介受診｡

UN値74.3mg/dL､ Cre値6.76mg/dLと高度腎機能障害を

認め､ 当科入院対応とした｡ 前医のCTにて腎動脈よ

り中枢側の下行大動脈に高度の石灰化と狭窄を認め､

MRAで高度の内腔狭窄があり､ ABIも両側とも0.4程

度と低値であった｡ 大動脈狭窄部以下の血流が腎機能

障害や下肢虚血に影響していると考え､ また肝硬変や

腎機能障害な全身状態を鑑みて第18病日に両側腋窩動

脈－大腿動脈バイパス手術を施行した｡ 術後､ ABIと

間歇性跛行の改善､ Cre値0.81mg/dLと腎機能の著明な

改善を見留､ 第46病日に退院となった｡

【考察】両側腋窩動脈－大腿動脈バイパス手術後に腎

機能障害と下肢血流障害が改善した大動脈狭窄症の

1例を経験した｡ 成人における大動脈狭窄症は比較的

稀な疾患であり､ 若干の文献的考察を加えて報告する｡
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糖尿病治療の薬剤アドヒアランス

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
Round Table Meeting

糖尿病治療について考える

平成27年７月 名古屋

左心耳内血栓による心原性脳塞栓症を
発症し, 急性期に手術による血栓摘出
を施行した２例

神経内科
細 川 貴 弘
第33回日本神経治療学会総会

平成27年11月 名古屋

大垣市民病院消化器内科における
ダクラタスビル・アスナプレビルの
初期治療経験

消化器内科
豊 田 秀 徳
西濃肝炎Conference2015

平成27年４月 大垣

肝細胞癌患者に対するBCAA製剤の
インパクト―BTRとの関連を中心に―

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)は肝

予備能のひとつとして重要な役割を果たすことが報告

されている. 今回, 肝細胞癌(HCC)例においてBCAA

製剤が予後(肝疾患関連死)に寄与するインパクトにつ

いてBTR値との関連を含め検討した.

【方法】対象は2000年1月から2013年12月の間に当院

にて診断された初発HCC例のうち, (1)HCC初発診断

時にBTRが測定, (2)Child-Pugh分類がAもしくはB, (3)

HCCに対して治療介入あり, (4)観察開始時にBCAA製

剤の投与なし, (5)BCAA製剤投与例は3ヶ月以上の内

服, (6)3ヶ月以上の観察期間, (7)HCC再発のサーベイ

ランスを施行, を満たした315例である. 年齢：69.0

歳(21.0-85.0), 性別(男/女)：242/73例, 成因(B/C/B+C/

NBNC)：51/215/3/46例, Child-Pugh分類(A/B)：292/23

例, BTR：4.8 (1.6-11.5)で, T-bil：0.7 (0.2－2.5)mg/dl,

Alb：4.0 (2.2－5.2)g/dl, 血小板：13.5 (3.0－44.9)万μl

であった. HCCのStage(I/II/III/IVA)：124/128/38/5例で,

AFP (ng/ml)：17.0(0.8－3686), 初回治療(肝切/RFA/

TACE+経皮的/TACE)：265/20/12/18例で, 観察期間は

3.6年(0.3－14.0)であった. BCAA投与あり/なし：66/

249例であった. 検討内容は(1)非BCAA投与例(n=249),

(2)BCAA投与の背景をPropensity scoreでマッチングを

行い(n=132), それぞれ予後の検討を行った.

【成績】(1)249例の累積生存率(3/5/7年)は82.7/73.2/

67.4%であった. 年齢, 性別, BTR, T-bil, Alb, 血

小板, AFP, Stageおよび治療を投入因子としたCox比

例ハザードモデル(変数増加法)による検討では, 年齢,

AFPとともにBTR (3.5未満, ハザード比：2.469, 95

％信頼区間：1.279－4.764, p=0.007) がそれぞれ生存

に関与する独立した因子として選択された. BTR：

3.5未満/以上の累積生存率(3/5/7年)は68.8/61.9/44.2%と

84.6/74.7/65.7%であった(p=0.029). (2) 年齢, 性別,

成因, T-bil, Alb, 血小板, AFP, Stageおよび治療を

投入しPropensity scoreを算出. モデルの適合度は良好

(Hosmer&Lemeshowの検定でp=0.742)で, 検出力も良

好であった(AUROC：0.734). 132例の累積生存率(3/5/

7年)は83.7/69.5/60.8%であった. 年齢, 性別, BTR,

T-bil, Alb, 血小板, AFP, Stage, 治療およびBCAA

投与を投入因子としたCox比例ハザードモデルによる

検討では, 年齢, 性別, T-bilとともにBCAA(投与あ

り, ハザード比：0.458, 95％信頼区間：0.244－0.861,

p=0.015) がそれぞれ生存に関与する独立した因子と

して選択された. BCAA投与あり/なしの累積生存率

(3/5/7年)は91.8/73.3/64.1%と75.8/66.3/57.6%であった(p=

0.038).
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【考案】非BCAA投与例ではBTRがHCC例の生存に関

与する因子として選択された. 背景をマッチさせた検

討ではBCAA投与はBTRに関係なく予後を改善する独

立した因子として選択された.

【結語】BCAA製剤はHCCの予後を改善することが期

待される.

C型肝炎における新しい肝機能スコア
“ALBI score”の有用性

消化器内科
杉山由晃､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 伊藤隆徳､ 長谷川綾平
颯田祐介､ 横山晋也､ 犬飼庸介
竹田 暁
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】肝細胞癌 (HCC) はしばしば慢性肝疾患と

関連し､ その肝機能の評価には従来“Child-Pugh”ス

コアが用いられてきた｡ しかしChild-Pughスコアには

脳症､ 腹水などの所見が入り客観性に欠ける問題点が

あった｡ 今回われわれは極めてシンプルな肝機能スコ

ア“ALBI score” (Johnson P, Tada T, Toyoda H, K

umada T, et al. JCO 2014,in press) を開発し､ C型肝

炎でHCCを発症しなかった症例での長期予後に対す

る有用性を検討した｡

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型肝炎8400例中､ ①3年以上経過観察､ ②経過

観察中に発癌無し､ ③抗ウイルス療法未施行を満たす

1321例である｡ ALBI score は既報の方法で算出し(log

10 bilirubin[μmol/L] x 0.66) + (Albumin[g/L] x -0.08

52)､ -2.60以下をスコア1､ -2.60超､ -1.39以下をスコ

ア2､ -1.39超をスコア3に分類した｡ ALBI scoreは経

過観察開始時のものを用いた｡ なお､ スコア3は11例

であったため解析から除いた｡ ALBI scoreと長期予後

について検討した｡

【成績】スコア1(n=995)とスコア2(n=315)で全死亡率

を見ると､ 10年と20年でそれぞれ10.6％と32.9%､ 33.

6%と65.9%とスコア2で有意に高率であった(p<0.0001)｡

肝疾患関連死亡率 (肝不全､ 消化管出血等も含む) で

スコア1とスコア2を比較すると10年と20年でそれぞれ

1.7％と9.3%､ 4.3%と21.8%とスコア2で有意に高率で

あった(p<0.0001)｡ 一方､ 肝疾患非関連死亡率でスコ

ア1とスコア2を比較すると10年と20年でそれぞれ9.0

％と25.8%､ 30.7%と56.3%とスコア2で有意に高率で

あった(p<0.0001)｡ 死亡例はスコア1で159例 (肝不全1

3.2%､ 他部位疾患55.4%､ 他部位癌31,5%) みられ､

スコア2で98例 (肝不全27.6%､ 他部位疾患44,9%､ 他

部位癌27.6%) みられた｡

【結論】新しい肝機能スコアALBI score用いて､ 非発

癌例での長期予後を検討した｡ 肝疾患関連死亡率も肝

疾患非関連死亡率もスコア2で有意に高値であり､ 肝

障害進行例においても他部位疾患および他部位癌によ

る死亡率が増加することを念頭に置いて診療にあたる

必要があると考えられた｡

慢性C型肝炎患者におけるウイルス
自然消失例の検討

消化器内科
杉山由晃､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 長谷川綾平､ 伊藤隆徳
颯田祐介､ 横山晋也､ 犬飼庸介
竹田 暁

放射線科
曽根康博
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】C型肝炎患者において, C型肝炎ウイルス

(HCV) の持続感染が一度起こると自然経過で排除さ

れることは非常に稀とされている. 今回われわれは,

当院の慢性C型肝炎患者において, 抗ウイルス療法を

行わずにHCV-RNAが自然消失した例の頻度や臨床的

特徴を検討した.

【方法】1995年から2009年までに当院を受診したHC

V抗体陽性患者のうち, 初診時にHCV-RNAが陽性で,

抗ウイルス療法によりウイルス学的著効 (SVR) に至っ

た例, HCV-RNA未測定例を除き3年以上経過観察を
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行った1724人の慢性C型肝炎患者を対象とした.

【成績】1724人のうち22人 (1.3％) で観察期間内に

HCV-RNAの自然消失を認めた. 消失例の観察期間開

始時における性別の内訳は, 女性12例(54.5%), 男性

10例(45.5%), 年齢の中央値は65.5歳(20-76), HCV-

RNA量(TaqMan)は4.3Log.IU/mL (3.0-5.6), ALTは56.5

IU/L (11.0-210.0), 血小板数は16.1万/μL (1.9-28.2)

であった. その中で詳細な経過が追えた例は11例で,

ウイルスが陰転化する前に入院加療を要した例が8例

(骨折治療3例, 歯科治療・出産1例, 胃切・胆摘・膵

切1例, 膀胱癌手術1例, ステロイドパルス治療 (再生

不良性貧血) 1例, ペースメーカー留置1例), B型肝

炎との関与が疑われた例が2例 (B型肝炎キャリア増

悪後にHCV消失1例, 他臓器癌の化学療法中・ETV投

与でHCV消失1例) で, 入院歴を認めなかった例は

1例のみであった.

【結論】C型慢性肝炎患者において無治療でHCV-

RNAが陰性化することは極めて稀である. 本検討に

おいて自然陰性化が認められたのは1.3％であった.

経過が追えた例では, 1例を除いて, 手術などの入院

加療による身体的ストレスが影響を及ぼした可能性が

考えられた. また, 特殊な例として, 2例でB型肝炎

との関与が疑われた.

C型肝炎における繊維化進行度別の
抗ウイルス療法の長期予後に対する効果

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 長谷川綾平､ 伊藤隆徳
颯田祐介､ 横山晋也､ 杉山由晃
竹田 暁
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】C型肝炎は今後副作用の少ないDAAs療法の

出現でほぼ全例でウイルスフリーが期待できるように

なる｡ 今後はインターフェロン (IFN) を基礎とした

抗ウイルス療法の適応とならなかった多数の症例での

使用が予想される｡ 今回､ われわれは肝線維化の進行

度別の抗ウイルス療法が肝発癌､ 生命予後に対して与

える効果について検討した｡

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型肝炎8400例中､ ①3年以上経過観察､ ②発癌

例では経過観察開始から1年以降に発癌を満たす2743

例である｡ これらを簡易的線維化マーカーの一つであ

るFIB-4 index (AST×年齢/[血小板×√ALT]､ 経過観

察開始時) からA群 (2.0未満､ n=1116)､ B群 (2.0以

上､ 4.0未満､ n=966)､ C群(4.0以上,n=661)の3群に分

類した｡ またIFN治療に対する反応をSVR群 (n=553､

ウイルス学的著効)､ non-SVR群 (n=465)､ 非施行群

(n=1725) の3群に分け､ 発癌率､ 肝疾患関連死亡率､

肝疾患非関連死亡率､ 全死亡率について検討した｡

【成績】A群でのSVR群に対するnon-SVR群と非施行

群の発癌率､ 肝疾患関連死亡率､ 肝疾患非関連死亡率､

全死亡率のハザード比 (HR) はそれぞれ7.654と5.059､

5.984と4.575､ 2.696と6.543､ 3.605と6.097と有意にA

群で低く､ 肝疾患非関連死亡率と全死亡率はnon-SVR

群と非施行群では差を認めなかった｡ B群でのSVR群

に対するnon-SVR群と非施行群の発癌率､ 肝疾患関連

死亡率､ 肝疾患非関連死亡率､ 全死亡率のHRはそれ

ぞれ3.842と4.020､ 2.503と8.660､ 4.446と8.750､ 6.903

と8.778とA群で有意に低かった｡ C群でのSVR群に対

するnon-SVR群と非施行群の発癌率､ 肝疾患関連死亡

率､ 肝疾患非関連死亡率､ 全死亡率のHRはそれぞれ

3.602と3.842､ 6.311と9.071､ 0.910と3.064､ 2.704と5.018

と肝疾患非関連死亡率以外はA群で有意に低かった｡

【結論】線維化の進行度別に抗ウイルス療法の効果に

ついて検討した｡ 発癌率､ 肝疾患関連死亡率はいずれ

の段階でも抗ウイルス療法の効果を認めるが､ 肝疾患

非関連死亡率は進行例ではその効果は乏しかった｡ 肝

外病変に目を向けると C 型肝炎は早期からの治療が

望まれる｡

高齢C型肝炎の長期予後の解析

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 長谷川綾平､ 伊藤隆徳
颯田祐介､ 横山晋也､ 杉山由晃
竹田 暁
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【目的】本邦のC型肝炎患者は高齢化している｡ 一方､

近年のインターフェロンを使用しない抗ウイルス療法

は高い効果が得られ､ 今後多くの患者に使用されると

考えられる｡ 今回われわれは抗ウイルス療法を行わず

長期間観察された高齢者 C 型肝炎の予後を死因の面

から解析した｡

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型肝炎の中で､ ①3年以上経過観察し､ ②発癌

例では経過観察開始から1年以降に発癌した経過観察

開始時の年齢が60歳以上の1165例である｡ これらを60

歳代群 (n=752)､ 70歳代群 (n=357)､ 80歳以上群(n=

56)の3群に分類し､ 発癌率､ 肝疾患関連死亡率､ 肝疾

患非関連死亡率､ 全死亡率を解析した｡

【成績】60歳代群､ 70歳代群､ 80歳以上群の発癌率を

みると5年と10年でそれぞれ10.0%と25.0%､ 10.1%と2

5.7%､ 12.5%と48.9%と各群で有意の差は認めなかっ

た｡ しかし､ 60歳代群､ 70歳代群､ 80歳以上群の全死

亡率は5年と10年でそれぞれ3.5%と19.1%､ 7.5%と28.6

%､ 16.3%と84.6%と高齢になるに従い死亡率は増加し

た (p<0.0001)｡ 肝疾患関連死亡率も60歳代群､ 70歳

代群､ 80歳以上群でそれぞれ2.0%と10.9%､ 2.4%と13.

0%､ 12.5%と57.6%と同様に高齢になるにつれて有意

に増加した (p<0.0001)｡ また､ 肝疾患非関連死亡率

は60歳代群､ 70歳代群､ 80歳以上群でそれぞれ1.5%

と10.1%､ 2.4%と13.0%､ 14.2と44.4%と高齢になるに

つれて有意に増加した (p<0.0001)｡ 死因を見ると､

非肝疾患の占める割合は､ 60歳代群､ 70歳代群､ 80歳

以上群でそれぞれ49.1%､ 58.2%､ 56.5%と増加した｡

中でも他臓器疾患の占める割合が60歳代群､ 70歳代群､

80歳以上群でそれぞれ30.5%､ 40.8%､ 43.5%と増加し

ていた｡

【成績】今回の検討では高齢になるにつれて他臓器疾

患､ 他臓器癌の占める割合が増加した｡ しかし高齢と

なっても主たる原因は肝癌であり発癌を念頭に置いた

治療の重要性は変わらないと考えた｡

C型肝炎で抗ウイルス療法未施行例の
長期予後と死因

消化器内科
佐久間理香､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 長谷川綾平､ 伊藤隆徳
颯田祐介､ 横山晋也､ 杉山由晃
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】C型肝炎はDAAsの出現により今後ほぼ全例

でウイルスフリーが期待できるようになった｡ しかし､

今までのインターフェロンを基礎とした抗ウイルス療

法は副作用が多かったため未施行例も多く認める｡ 今

回､ われわれは抗ウイルス療法未施行例での長期予後

について肝線維化の観点から検討した｡

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型肝炎8400例中､ ①3年以上経過観察､ ②抗ウ

イルス療法未施行､ ③発癌例では経過観察開始から1

年以降に発癌を満たす 1723 例である｡ これらを簡易

的線維化マーカーの一つであるFIB-4 index (AST×年

齢/[血小板×√ALT]､ 経過観察開始時) からA群 (2.0

未満､ n=557)､ B群 (2.0以上､ 4.0未満､ n=637)､ C群

(4.0以上,n=529)の3群に分類し､ 発癌率､ 肝疾患関連

死亡率､ 肝疾患非関連死亡率､ 全死亡率について検討

した｡

【成績】1) 発癌率はC群､ B群､ A群の順で高くA群

に比しB群とC群のハザード比 (HR) は5.459 (95％信

頼区間3.669-8.125) と13.779 (9.334-20.341) であった｡

2)全死亡率はC群､ B群､ A群の順で高くA群に比しB

群とC群のHRは2.542 (1.932-3.345) と4.807 (3.678-

6.282) であった｡ 肝疾患に起因する死亡は225例(48.3

%)で､ 肝疾患に起因しない死亡は240例 (51.6％) で

後者の方が多かった｡ 肝疾患関連死亡率はA群に比し

B群とC群のHRは6.112 (3.395-11.003) と16.400 (9.273-

29.005) と著明に増加していた｡ 一方､ 肝疾患非関連

死亡率もA群に比しB群とC群のHRは1.757 (1.272-2.426)

と2.234 (1.569-3.128) と有意に増加していた｡ A群､

B群､ C群の肝疾患以外の死因の占める割合はそれぞ

れ､ 82.0％ (59/72)､ 56.3％ (99/176)､ 37.8% (82/217)

とA群で最も高率であった｡

【結論】今回の検討ではC型肝炎の死因として肝疾患
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に起因しない死亡が50％を超えていた｡ これはC型肝

炎の高齢化に伴う現象と考えられた｡ 一方､ 線維化の

進んだ症例では肝疾患に起因する死亡の占める割合が

著明に増加しており､ これらの症例に対するDAAsの

治療効果が期待される｡

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
金森 明

診療検査科(画像)
乙部 克彦
第88回日本超音波医学会学術集会

平成27年５月 東京

【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である.

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､ 豊田秀徳
金森 明
第88回日本超音波医学会学術集会

平成27年５月 東京

【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.
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当院における胃石７例の検討

消化器内科
北畠秀介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 山 剛基
長谷川綾平､ 伊藤隆徳､ 颯田祐介
横山晋也､ 杉山由晃
第89回日本消化器内視鏡学会総会

平成27年５月 名古屋

胃石は比較的稀な疾患であるが､ 腸閉塞や胃潰瘍を合

併し､ 出血や穿孔を来すこともあるため､ 早期に除去

する必要がある｡ しかし定まった治療法はなく､ コカ・

コーラでの溶解療法や内視鏡的破砕術､ 外科的手術な

どが行われている｡ 当科では2008年以降に7例の胃石

症例を経験したのでその詳細について報告する｡ 年齢

は57-81歳､ 男性は1例のみで､ 6例は女性であった｡

主訴は心窩部痛が４例､ 嘔吐が２例､ 食欲不振が１例

であった｡ 胃切除術の既往がある症例はなく､ 全例で

消化性潰瘍の合併がみられた｡ 嗜好歴を聴取できた5

例のうち､ 柿の摂食習慣があったのは3例であった｡

治療法としては4例にコカ・コーラ溶解療法が試みら

れたが､ 胃石が消失した症例はなかった｡ そのため内

視鏡的破砕術を追加したが､ 1例ではさらに外科的手

術を要した｡ 2例では砕石具のみで破砕が可能であり､

1例では胃石は自然消失していた｡ 内視鏡的破砕術を

行った症例では､ 腸閉塞の予防のため可能な限り内視

鏡的に回収した｡ 胃石の成分分析を行ったのは4例で

あったが､ 1例ではタンニンが98%以上みられ柿胃石

と思われたが､ 他の 3 例ではタンニンは一部にみられ

たのみであった｡ 胃石に対するコカ・コーラの有用性

が報告されてから､ 溶解用法がひろく行われているが､

無効例も多く､ また溶解療法のために胃管挿入や長期

の入院が必要になることもある｡ 今回溶解療法を試み

ずに､ 最初から内視鏡的破砕術を行った2例では､ い

ずれも1回の治療で破砕､ 回収まで成功し､ 外来での

治療が可能であった｡ 近年ではスネアと透明キャップ

を用いたり､ 2チャンネル内視鏡でスネアと把持鉗子

を併用するなど､ 手技の工夫も多く報告されている｡

そのため一期的に内視鏡的破砕術を試みることは有用

であると考えられた｡

ソラフェニブ内服１週間後のALBI
gradeの変化は予後予測に有用である

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第12回日本肝がん分子標的治療研究会

平成27年６月 倉敷

【目的】肝細胞癌(HCC)診療における肝機能評価には

肝障害度やChild-Pugh分類が使用されるが, 腹水や肝

性脳症の評価の客観性に欠ける. 今回, われわれの開

発した簡易的肝機能スコア“ALBI grade” (Johnson P,

et al. JCO 2014)を用いて, その変化とソラフェニブ

投与後の予後についての検討を行った.

【方法】対象は2009年6月から2015年3月の間に, 当院

にて進行HCCに対してソラフェニブが投与された症

例のうち, ALBI grade 3の1例を除いた82例である.

ALBI gradeは既報の方法で算出した. すなわち, (log10

bilirubin[μmol/L]×0.66) + (Albumin[g/L] ×－0.085)

で算出し, －2.60以下をgrade 1, －2.60超かつ－1.39

以下をgrade 2, －1.39超をgrade 3とした. 性別(男性/

女性)は64/18例で, 年齢中央値は70.5歳であった. 背

景肝はHBV19例, HCV42例, NBNC21例で, 飲酒(あ

り/なし)は28/54例であった. Child-Pugh分類(A/B)は71/

11例であった. HCCのステージ(Ⅲ/ⅣA/ⅣB)は21/29/32

例で, AFP(ng/ml)は128 (0.8－285100)であった. 内服

期間(月)は3.5 (0.25－34.0)で, 観察期間(月)は8.0 (0.7

5－67.0)であった. これらの症例のソラフェニブ開始

後のALBI gradeの変化と予後について検討を行った.

【成績】(1)内服開始時のALBI gradeはgrade 1が32例,

grade 2が50例であった. (2)内服1週間後のALBI grade

が維持・もしくは上昇が30例(低下なし群), 低下が52

例(低下群)であった. (3)全体の累積生存率(3/6/12/24ヶ

月)は81.4/65.1/43.2/21.2%であった. (4)年齢, 性別,

飲酒, Vp3, AFP, 開始時ALBI grade, ALBI grade変

化の有無を投入因子としてCox比例ハザードモデルで

検討した結果, AFP 400以上 (HR：2.19, 95％CI：

1.34－3.58, p=0.002), ALBI grade低下あり(HR：1.98,

95％CI：1.16－3.37, p=0.012)がそれぞれ生存に関わ

る独立した因子として選択された. (5)ALBI grade低

下群/なし群の累積生存率(3/6/12ヶ月)はそれぞれ74.7/

57.0/35.4%と89.7/75.9/57.8%であった(p=0.016).

【結論】AFPとともに内服開始後1週間におけるALBI

gradeの変化は, ソラフェニブが投与されたHCC患者
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の予後予測として有用な指標であると考えられた.

近年におけるC型肝炎ウイルス感染の
動向と問題点

消化器内科
豊 田 秀 徳
Liver Forum 2015 in SEINO

平成27年６月 大垣

UTILITY OF THE COMBINATION OF GRAY-
SCALE AND PERFLUBUTANE CONTRAST-
ENHANCED ULTRASONOGRAPHY FOR
DIAGNOSING THE EARLY HEPATOCELLULAR
CARCINOMAS:COMPARISON OF DISTINCTLY
NODULAR TYPE WELL-DIFFERENTIATED
HEPATOCELLULAR CARCINOMAS

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
6th Asia-Pacific Primary Liver Cancer

Expert (APPLE 2015) Meeting

平成27年７月 大阪

【Objective】To clarify the diagnostic value of combination

of gray-scale and contrast-enhanced ultrasonography

(CEUS) with perflubutane in determining the early

hepatocellular carcinoma (HCC).

【Methods】A total of 57 surgically resected well-

differentiated HCCs with a maximum diameter of 5 cm

or less were analyzed. HCCs were evaluated preoperatively

using gray-scale and CEUS. HCCs were macroscopically

diagnosed as vaguely nodular type or distinctly nodular

type, which was defined as early HCC (e-HCC) and

progressed HCC (p-HCC), respectively. Gray-scale US

findings were evaluated as shape (round, roundish, or

irregular), border (well-defined or poorly-defined), and

intra-tumor (hyper, hypo, iso, heterogeneous, or mosaic).

CEUS findings were evaluated during the arterial phase

(vascularity [finely homogeneous, dendritic, or chaotic]

and enhancement of perfusion [homogeneous or

heterogeneous]), portal phase (presence or absence of

washout), and post-vascular phase (echo intensity level

[defect, incomplete defect, or iso]).

【 Results 】 Seventeen HCCs were categorized as

e-HCCs and the remaining 40 were categorized as

p-HCCs. Receiver operating characteristic (ROC) curve

analysis for the diagnosis of e-HCC yielded area

under the ROC curve (Az) values for border in the

gray-scale US and echo intensity level in the CEUS

post-vascular phase of 0.803 and 0.797, corresponding

to moderate diagnostic value, respectively. Multiple

logistic regression analysis also indicated that both of

gray-scale US and CEUS findings were independently

associated with e-HCC. The Az value for the combination

of border and echo intensityfor the diagnosis of e-HCC

was 0.902 (95% CI, 0.780-0.959), corresponding to

high diagnostic value.

【Conclusion】CEUS can provide high quality imaging

assessment for determining the e-HCC.

Long-term impact of liver function on
potentially curative therapy for
hepatocellular carcinoma: implications
from application of the ALBI grade.

消化器内科
豊田秀徳､ 多田俊史､ 熊田 卓

Chinese University of Hong-Kong
Paul Lai, Winnie Yeo, Frankie Mo
Stephen L. Chan,

Royal Free Hospital
James O’Beirne

University of Liverpool
Sarah Berhane, Richard Fox
Philip Johnson

Clinica Universidad de Navarra
Mercedes Inarrairaegui, Bruno Sangro

Hannover Medical High School
Arndt Vogel
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6th ASIA-PACIFIC PRIMARY LIVER

CANCER EXPERT (APPLE 2015)MEETING

平成27年７月 大阪

【Objective】We sought to provide evidence that the

recently described ALBI score (1) accurately reflects liver

function in patients with hepatocellular carcinoma

(HCC) and touse this score to examine the long term

impact of liverdysfunction on survival of patients with

early HCC wheretherapy with curative intent could be

applied.

【Patients and Methods】We accrued individual patient

data from 1903 HCC patients with a variety of etiologies

and from different geographic regions, all treated with

curative intent. ALBI score was calculated based on the

pretreatment laboratory data as (log10 bilirubin [μmol/L]

X 0.66) + (albumin [g/L] X -0.085) and patients with

ALBI score ≦ -2.60 were categorized as grade 1, <

-2.60 and ≦ -1.39 as grade 2, and < -1.39 as grade

3. In acohort of patients we examined the relation

between indocyanine green (ICG) clearance and ALBI

score. Patientsurvival rates after curative therapy were

compared onthe basis of ALBI grade.

【Results】 The ALBI score correlated well with ICG

clearance. Among those undergoingsurgical resection,

patients with ALBI grade-1 (good liverfunction) survived

approximately twice as long as thosewith ALBI grade-

2 (less good liver function) although more than 90%

of these patients were classified as Child-Pugh grade

A. In the cohort receiving ablative therapies with

curative intent, there was a similar differencein survival

between ALBI grade-1 and -2 but the survivalcurves

diverged significantly later. The ALBI grade accounted

for the better survival of those with HBV-related HCC

compared with HCV-related disease.

【Conclusion】 The ALBI score represents a simple

approach to the assessment of liver function in patients

with HCC. Afterpotentially curative therapy, those with

ALBI grade-1 survived twice as long as those with

ALBI grade-2. Patients assessed as ALBI -2 may,

where the option exists, be more suitable for liver

transplantation or curativeablative therapies whereas

ALBI- 1 patients may be moresuitable for hepatic

resection.

C型肝炎ウイルス排除 (SVR) 後のサー
ベイランスとSVR後肝細胞癌の特徴

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史

愛媛県立中央病院 消化器内科
平岡 敦

手稲渓仁会病院 消化器内科
辻 邦彦

旭中央病院 消化器内科
糸林 詠

伊勢崎市民病院 内科
滝澤大地

済生会新潟第二病院 消化器内科
石川 達
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】経口抗ウイルス薬の認可によりC型慢性肝炎

のウイルス排除 (SVR) 例は増加すると考えられるが､

今後SVR例における肝細胞癌 (HCC) の早期発見・

治療がより重要な課題となるが､ SVR後の適切なサー

ベイランス方法はまだ明らかにされていない｡ われわ

れはSVR後に発見・診断されたHCCの特徴につき､

SVR 後のサーベイランスの観点から検討した｡

【方法】参加7施設におけるSVR後に診断された初発

HCCにつき､ サベーラインスの有無・サーベイラン

スの間隔別に診断時の進行度を比較した｡ また切除例

では分化度を比較した｡

【成績】SVR後HCCは69例あり､ SVR後も3ヵ月ごと

にサーベイランスされていた症例が10例､ 6ヵ月ごと

が42例､ 12ヵ月ごとが4例､ SVR後サーベイランスさ

れていなかった症例が13例であった｡ 診断時の進行度

を比較すると､ 腫瘍径・多発例・診断時Stage (I/II/III/

IV) はSVR後も3ヵ月ごとにサーベイランスされてい

た症例では径1.97±0.86cm・多発0例・Stage：7 (70.0

％) /3 (30.0％) /0/0であったが､ 6ヵ月ごとのサーベ

イランス例では径2.53±1.29cm・多発11例 (26.2％) ・

Stage：13 (30.9％) /23 (54.8％) /6 (14.3％) /0､ 12

ヵ月ごとのサーベイランス例では径 4.00±3.10cm・

多発1例 (25.0％) ・Stage：1 (25.0％) /2 (50.0％) /1

(25.0％)､ サーベイランスのない症例では径6.48±2.48

cm・多発8例 (61.5％) ・Stage：0/3 (23.1％) /6 (46.1

％) /4 (30.8％) であった｡ 69 例中 38 例 (55.1％)
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が肝切除により治療されていた｡ 高分化型肝細胞癌で

あった症例は3ヵ月ごとにサーベイランスで4/5例 (80.0

％)､ 6ヵ月ごとサーベイランスで6/22例 (27.3％)､

12ヵ月ごとサーベイランスで0/2例､ サーベイランス

なし症例では1/8例 (12.5％) であった｡

【考案】肝炎の進行がみられないSVR症例ではHCC

のコントロールがより重要であり､ サーベイランスの

必要性は言うまでもないが､ 今回の検討ではSVR後

6ヵ月ごとのサーベイランスでは早期HCCの状態で発

見される症例は少なく､ 逆に10％以上が診断時にStage

IIIに進行していた｡ 早期肝癌の発見・診断のために

はSVR後においても半年おきでのサーベイランスは不

十分かもしれない｡

Child-Pugh分類A症例での簡易的
肝機能評価としての“ALBI grade”
の有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】肝細胞癌 (HCC) 治療の肝機能評価は内科

ではChild-Pugh (C-P) 分類が､ 外科ではICGを含む肝

障害度が広く使われている｡ しかしこれらの評価には

肝性脳症､ 腹水の所見が入り客観性に欠ける｡ 今回わ

れわれの開発した簡易的スコア“ALBI grade” (Johnson P,

et al. JCO 2014) と従来のC-P分類および肝障害度を

比較した｡

【方法】対象は1995年から2014年の20年間に経験した

HCC1694例中､ C-P分類Aでミラノ基準を満たす796例

である｡ これらの症例でC-P分類点数(5点､ 6点)､ 肝

障害度 (A､ B)､ ALBI grade(1､ 2)を比較した｡ ALBI

gradeは既報の方法で算出した(log10 bilirubin[μmol/L]

x 0.66) + (Albumin[g/L] x -0.0852)､ -2.60以下をスコ

ア1､ -2.60超､ -1.39以下をスコア2)｡ また線維化マー

カーであるFIB-4 index (AST×年齢/[血小板×√ALT]

も検討した｡

【成績】C-P分類では5点が539例､ 6点が257例､ 肝障

害度ではAが491例､ Bが248例､ ALBI gradeでは1が

391例､ 2が405例､ FIB-4 indexでは2.0以下99例､ 2.0

超､ 4.0以下240例､ 4.0超450例であった｡ ハザード比

を求めるとChild5点に対し6点は2.069 (1.660-2.580)､

肝障害度Aに対しBは1.952 (1.552-2.455)､ ALBI grade 1

に対し2は2.131 (1.707-2.660)､ FIB-4 index2.0以下に

対し2.0超､ 4.0以下および4.0超は1.265 (0.823-1.945)

および2.190 (1.465-3.272) を示した｡ 多変量解析では

C-P分類点数､ ALBI grade､ FIB-4 indexが選択された｡

【結論】近年HCCは高齢化に加えC-P分類Aの症例の

占める割合が増加している｡ C-P分類A例ではより詳

細な評価が求められALBI gradeは候補の一つとなり

うる｡

BTR低値かつChild-Pugh分類Aの
肝細胞癌例における予後の検討：
BCAA製剤のインパクト

消化器内科
竹田 尭､ 熊田 卓､ 多田 俊史
豊田秀徳
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】Child-Pugh分類は肝予備能の指標として肝細

胞癌の治療方針決定に重要な位置を占めている. 一方,

BTRはアミノ酸代謝の指標として慢性肝炎から肝硬変

に進行するに伴い低下が認められる. 今回, Child-Pugh

分類AかつBTR低値例においてのBCAA製剤のインパ

クトについて検討した.

【方法】対象は2000年1月から2013年12月の間に当院

にて診断された初発HCC例のうち, (1)HCC初発診断

時にBTRが測定, (2)Child-Pugh分類がA, (3)BTRが4.4

以下, (4)HCCに対する治療が施行, (5)観察開始時に

BCAA製剤の投与なし, (6) HCC再発のサーベイラン

スを施行, を満たした118例である. 年齢：70.0歳(44.0－

84.0), 性別(男/女)：73/45 例, 成因(B/C/B+C/NBNC)：

12/98/2/6例, BTR：3.7 (1.2－4.4), ICG R15(%)：19.3

(5.7－61.4), 血小板：11.2 (3.6－157.0)万/μl, Child-

Pugh分類(5点/6点)：76/42例であった. HCCのStage(I/II/

III/IVA)：52/49/16/1例で, AFP (ng/ml)：18.7 (0.8－

3686.0), 初回治療(肝切/RFA/TACE+RFA/TACE)：91/

13/8/6例で, 観察期間(年)：3.3 (0.1－13.4)であった.

観察期間中にBCAA製剤が投与されたのは41例で, 内
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服期間(年)：1.0 (0.1－9.4)であった. これらの症例の

予後(肝関連死)に関する検討を行った.

【結果】経過観察中に肝関連死が認められたのは35例

で, 死因(癌死/肝不全/静脈瘤破裂)は 29/5/1例であっ

た. 肝関連死に関する累積生存率(3/5/7 年)は83.6/73.8/

45.8%であった. 年齢, 性別, BCAA投与, Child-Pugh

分類, ICG, 血小板, AFP, Stageおよび初回治療を投

入因子としたCox比例ハザードモデル(Stepwise法)によ

る検討では, 年齢：(65 歳以上, HR：2.84, 95%CI：

1.14－7.09, p=0.03), AFP：(100ng/ml以上, HR：2.14,

95%CI：1.02－4.46, p=0.04), とともにBCAA投与 ：

(あり, HR：0.30, 95%CI：0.13－0.71, p=0.01) がそ

れぞれ生存に関与する独立した因子として選択された.

BCAA投与：あり/なしの累積生存率(3/5年)は91.8/83.6

%と73.3/63.4%であった(p=0.02).

【結論】Child-Pugh分類Aの肝予備能が良好な肝細胞

癌であってもBTR低値例ではBCAA製剤投与により予

後が改善することが示唆された.

肝癌診療におけるステージングシステ
ムとしてのALBI-JIS Scoreの有用性：
JIS Scoreとの比較

消化器内科
竹田 尭､ 熊田 卓､ 多田俊史
豊田 秀徳
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】肝細胞癌(HCC)診療におけるステージングシ

ステムとしてJIS Scoreの有用性が報告されているが,

JIS Scoreの肝機能評価はChild-Pugh (C-P)分類が使用

されており, 肝性脳症および腹水の評価の客観性に欠

ける. 今回, われわれの開発した簡易的スコア“ALBI

grade” (Johnson P, et al. JCO 2014)とTMN stageか

ら新たなHCCのステージングシステム(ALBI-JIS Score)

を開発したので, JIS Scoreとの比較・検討を行った.

【方法】対象は1995年から2014年の20年間に経験した

CC1694例である. ALBI gradeは既報の方法で算出し

た. すなわち, (log10 bilirubin[μmol/L]×0.66) +

(Albumin[g/L] ×－0.085)で算出し, －2.60以下をgrade

1,－2.60超かつ－1.39以下をgrade 2, －1.39超をgrade

3とした. これらのgradeをJIS ScoreのC-分類(A=0 点/

B＝1 点/C＝2 点)と同じようにALBI grade (grade 1=0

点/ grade 2=1点grade 3=2点)とし, TNM stageと組み

合わせて, Score 1から5まで点数化した.

【成績】JIS Score (0, n=318/1, n=555/2, n=378/3, n=

243/4, n=139/5, n=61)における生存期間中央値はそれ

ぞれ 8.5/5.6/2.7/1.2/0.3/0.1 年であった (p＜0.001, Log-

rank test, Bonferroni調整). 一方, ALBI-JIS Score (0,

n=157/1, n=477/2, n=453/3, n=309/4, n=221/5, n=75)に

おける生存期間中央値はそれぞれ10.3/6.7/3.6/1.9/0.4/0.1

年であった (p＜0.001, Log-rank test, Bonferroni調整).

続いて, Cox比例ハザードモデル(変数増加法, 投入・

除去p=0.05)にてJISおよびALBI-JIS Scoreを投入して

検討したところ, JIS ScoreではScore 0に対してScore 1

(HR:1.007, 95%CI:0.753－1.349, p=0.960), Score 2

(HR:1.303, 95%CI:0.892－1.902, p=0.171), Score 3

(HR:2.023, 95%CI:1.274－3.213, p=0.003), Score 4

(HR:3.712, 95%CI:2.205－6.251, p＜0.001), Score 5

(HR:6.143, 95%CI:3.167－11.915, p＜0.001)となり

ALBI-JIS ScoreではScore 0に対してScore 1 (HR:1.696,

95%CI:1.179－2.439, p=0.004), Score 2 (HR:3.059,

95%CI:1.973－4.742, p＜0.001), Score 3 (HR:4.156,

95%CI:2.505－6.897, p＜0.001), Score 4 (HR:7.748,

95%CI:4.374－13.724, p＜0.001), Score 5 (HR:10.804,

95%CI:5.361－21.776, p＜0.001)となり, JIS Scoreで

はScore 0から2までの層別化が不十分であったが,

ALBI-JIS ScoreではすべてのScoreにおいて統計学的有

意差をもって層別化が可能であった.

【結論】ALBI-JIS ScoreはHCCのステージングシステ

ムとして有用なScoreのひとつとなりうる

Child-Pugh 5点の肝細胞癌切除例に
おける予後の検討：BTRのインパクト

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】Child-Pugh分類は肝予備能の指標として肝細

胞癌の治療方針決定に重要な位置を占めている. 一方,

BTRはアミノ酸代謝の指標として慢性肝炎から肝硬変
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に進行するに伴い低下が認められる. 今回, Child-Pugh

5点の肝細胞癌切除例においてBTRのインパクトにつ

いて検討した.

【方法】対象は2000年1月から2013年12月の間に当院

にて診断された初発HCC例のうち, (1)HCC初発診断

時にBTRが測定, (2)Child-Pugh分類が5点, (3)肝切除

が施行, (4)観察期間中にBCAA製剤の投与なし, (5)

HCC再発のサーベイランスを施行, (6)3ヶ月以上の観

察期間, を満たした184例である. 年齢：68.0歳(21.0－

83.0), 性別(男/女)：152/32例, 成因(B/C/NBNC)：42/

109/33 例, 飲酒(あり/なし)：46/138例, 静脈瘤(あり/

なし)：14/165例, BTR：5.4 (2.2－11.5), ICG R15(%)：

12.3 (2.7－68.1), 血小板：14.7 (5.5－44.9)万/μlであっ

た. HCCのStage(I/II/III/IVA)：67/89/23/5例で, AFP

(ng/ml)：10.7 (0.8－27242.8), で, 観察期間(年)：3.7

(0.3－14.0)であった. これらの症例の予後(肝関連死)

に関する検討を行った.

【結果】経過観察中に肝関連死が認められたのは54例

で, 死因(癌死/肝不全/静脈瘤破裂)は47/6/1例であった.

肝関連死に関する累積生存率(3/5/7年)は83.4/75.1/64.5

%であった. 年齢, 性別, 成因, 飲酒, 静脈瘤, BTR,

ICG, 血小板, AFP, およびStageを投入因子としたCox

比例ハザードモデル(Stepwise法)による検討では, 成

因：(C型, HR：1.91, 95%CI：1.03－3.53, p=0.03),

飲酒：(あり, HR：2.18, 95%CI：1.02－4.67, p=0.04),

Stage：(I, HR：0.31, 95%CI：0.16－0.60, p＜0.01)と

ともにBTR ：(4.4以下, HR：2.16, 95%CI：1.15－4.04,

p=0.02) がそれぞれ生存に関与する独立した因子とし

て選択された. BTR：4.4以下(n=37)/超(n=147)の累積

生存率(3/5/7年)は78.1/65.7/49.0%と84.9/77.6/68.7%であっ

た(p=0.03, log-rank法).

【結論】BTR低値例はChild-Pugh分類が5点の肝予備

能が良好な肝細胞癌であっても予後不良の因子であり,

そのような症例はアルブミン値が正常であっても

BCAA製剤投与等を考慮する必要があると考えられた.

慢性肝疾患例における
MR ElastographyとShear Wave
Elastographyの比較・検討

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
横山晋也､ 小林奈津子､ 水野和幸
杉山由晃､ 犬飼庸介､ 竹田 暁
第4回びまん性肝疾患の画像研究会
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【目的】Shear Wave Elastography (SWE) 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 T, et al. Hepatology Research.

in press). 今回, MR Elastography (MRE) とSWEお

よび肝線維化スコアとの比較・検討を行った.

【対象】対象は2015年4月より6月までの間に当院で同

時期に肝のMREとSWEの測定が施行され, その弾性

値が得られた慢性肝疾患患者43例である. 年齢は70

(40－87) 歳, 性別 (男性/女性) は18/25例で, 背景

肝はB/C/非B非Cの順に3/36/4例であった. MREの使用

装置はGE社製Discovery MR750w 3.0Tで, SWEの使

用装置はSuperSonic Imagine社製 Aixplorerである. い

ずれの装置も肝右葉において肝硬度を測定した. 検討

項目はMREとSWE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.

【結果】 (1) 弾性値の平均 (±SD) はMERが3.9±1.4

kPa, SWEが10.5±6.4kPaであった (p＜0.001). 両者

の相関はy=2.28＋0.15x (y：MRE, x：SWE) で決定

係数 (R2) は0.49 (p＜0.001) と中程度の相関が認め

られた. (2) MREと肝線維化スコアとの検討ではFIB4-

indexとの相関はR2=0.12, p=0.022, APRIとの相関は

R2=0.27, p＜0.001, Forns indexとの相関はR2=0.26,

p＜0.001であった. (3) SWEと肝線維化スコアとの検

討ではFIB4-indexとの相関はR2=0.01, p=0.434, APRI

との相関はR2=0.03, p=0.127, Forns indexとの相関は

R2=0.10, p=0.042であった. (4) C型肝炎例のみの検

討においてFIB4-index との相関はMREがR2=0.50,

p＜0.001でSWEはR2=0.13, p=0.032であり, MREにお

いて比較的高い相関が認められた.

【結論】MREとSWEの相関は比較的良好であった.
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さらにMERは各肝線維化スコアとも比較的良好な相

関が認められた. ただし同じ弾性値の単位でありなが

ら両者には有意差が認められており, 今後, 臨床の現

場における解釈に対して十分な検討が必要と考えられた.

体外式超音波検査で定期観察中に診断
しえた小膵癌の１例

消化器内科
小林奈津子､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 横山晋也､ 水野和幸
杉山由晃､ 犬飼庸介､ 竹田 暁

放射線科
曽根康博

外 科
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第52回肝胆膵治療研究会

平成27年８月 名古屋

症例は79歳男性｡ 2006年X月に早期胃がんに対して内

視鏡的粘膜剥離術にて治療｡ その後定期検査として上

部消化管内視鏡検査とUSを施行していた｡ 2012年X月

の定期検査のUSで主膵管の拡張及び膵体部に低エコー

腫瘤を認め､ 精査入院となった｡ EUSで長径12mmの

低エコー腫瘤を認めすぐ近傍に分枝膵管の拡張所見を

認めた｡ 造影EUSでは乏血性の腫瘤として観察された｡

ERPでは主膵管に筆尖状の狭窄を認めた｡ 2009年に施

行したPET-CTでは18F-fluorodeoxyglucoseの異常集積

は認めなかったが､ 入院時のPET-CTでは明瞭な限局

性の集積を認めた｡ 以上より膵臓癌の診断で当院外科

にて膵体尾部脾合併切除術を施行した｡ 腫瘍径15mm

のts1膵癌であった｡ 複数回にわたるUSの経過観察中

に出現した小膵癌を経験した｡ US所見の遡及的検討

と併せて当院でのstage Ⅰ膵癌の検討も加え報告する｡

SVR後肝発癌のリスク評価からみた
肝線維化指標の比較

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､ 山 剛基
横山晋也､ 小林奈津子､ 水野和幸
杉山由晃､ 犬飼庸介､ 竹田 尭
第17回岐阜県肝疾患セミナー

平成27年９月 岐阜

HCV genotype 1Bの透析症例に
おける経口抗HCV薬の安全性と初期
治療効果

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史

香川県立中央病院 消化器内科
高口浩一

東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科
銭谷幹男

名古屋市立大学 病態医科学
田中靖人
第19回日本肝臓学会大会

平成27年10月 東京

【目的】経口抗HCV薬ダクラタスビル (DCV) とア

スナプレビル (ASV) はともに肝代謝なため､ 透析症

例に対する投与の可能性が期待される｡ われわれは透

析症例に同剤を用いた抗HCV療法を行い､ 安全性と

初期治療効果について検討した｡

【方法】当院および共同研究施設でDCVとASVによ

る抗HCV療法を開始したHCV genotype 1Bの透析症

例38例について､ 同じ治療を開始した腎障害のない135

例と安全性および初期治療効果を比較した｡ 全例で治

療開始前にNS5A領域の同剤に対する耐性変異の有無

を調べ､ 変異がないのを確認して治療開始した｡ 透析

群への投与は各施設の倫理委員会の承認を受けて開始

した｡ なお透析群の採血は透析前に行った｡

【成績】透析群の血清Cre値は6.7(4.6-11.1)mg/dLであっ

た｡ 透析群でのALTは治療開始前に正常範囲であった
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35例においても､ 開始前21.3±8.5 IU/L､ 開始後１週

目10.4±3.3 IU/L､ ２週目8.7±2.8 IU/Lと有意に低下

した (p＜0.0001)｡ 投与１日後の血中HCV RNA量を

測定した非透析群117例・透析群18例ではHCV RNA

量の低下は非透析群で2.7±0.5logIU/mL､ 透析群3.2±

0.4logIU/mLと透析群で有意に大きく (p＝0.0319)､ 血

中HCV RNAの陰性化は非透析群で投与開始2週以内

22.9％・4週目51.4％・8週目23.8％・8週以降1.9％､ 透

析群で2週以内60.5％・4週目33.3％・8週目7.9％で8週

以内に全例が陰性化し､ 2 週以内に陰性化した症例は

透析群で有意に多かった (p＜0.0001)｡ 非透析群では

14例 (10.4％) でALTが正常化した後に再上昇を認め､

2例 (1.5％) で300IU/L以上となり投与中止したが､

透析群では治療開始後にALTの軽度上昇を認めた症例

が1例 (2.6％) のみであった｡

【結論】DCVとASVによる抗HCV療法は透析症例に

おいても安全に施行でき､ 初期の治療効果が確認され

た｡ また透析群での初期抗ウイルス効果は非透析群よ

りも高い可能性があった｡

HCV genotype 1B・高ウイルス量
症例に対する経口抗HCV薬の背景と
初期治療効果：ペグインターフェロン・
リバビリンとの比較

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､ 山 剛基
第19回日本肝臓学会大会

平成27年10月 東京

【目的】経口抗HCV薬ダクラタスビル (DCV) ・ア

スナプレビル (ASV) による治療を施行したC型慢性

肝炎HCV genotype 1B・高ウイルス量症例の背景因子

と初期治療効果を､ 従来のペグインターフェロン・リ

バビリン併用療法と比較した｡

【方法】保険認可以降にDCV・ASVによる内服治療

を施行したHCV genotype 1B・高ウイルス量のC型慢

性肝炎症例144例 (DCV-ASV群) と､ ペグインターフェ

ロン・リバビリン併用による治療を施行した144例

(PEG-RIB群) について､ 背景因子と初期治療効果を

比較した｡ なおDCV-ASV群では全例投与前にNS5A領

域の耐性変異を測定し､ 変異のないことを確認して治

療開始した｡

【成績】年齢はDCV-ASV群69.5±8.9歳・PEG-RIB群

58.3±8.9歳とDCV-ASV群で有意に高く (p＜0.0001)､

治療前血小板値はDCV-ASV群414.6±6.7 万/μL・PEG-

RIB群16.7±5.1万/μLとDCV-ASV群で有意に低かった

(p＝0.0015)｡ 肝硬変合併症例の割合はDCV-ASV群で

45.1％・PEG-RIB群で17.4％とDCV-ASV群で有意に高

かった (p＜0.0001)｡ 治療開始24時間後のHCV RNA

量の低下を比較すると､ DCV-ASV群3.05±0.79logIU/

mL・PEG-RIB群1.24±0.55logIU/mLとDCV-ASV群で

有意に著明であった (p＜0.0001)｡ 血中HCV RNAの

陰性化時期を比較すると､ DCV-ASV群では2週以内

25.4％・4 週目50.0％・8週目22.8％・12週目0.9％で12

週目までに陰性化しなかった症例は 0.9％であったの

に対して､ PEG-RIB群では2週以内1.8％・4週目5.6％・

8週目17.8％・12週目17.8％で12週目までに陰性化しな

かった症例は57.0％で､ 2・4・8週目までに陰性化す

る割合はDCV-ASV群で有意に高かった (ともに p＜

0.0001)｡

【結論】経口抗HCV薬DCV・ASVによる抗ウイルス

療法は従前のPEG-RIBに比較して高齢かつ進行例に投

与されていたが､ 初期の抗ウイルス効果は､ NS5A領

域の耐性変異のない症例に限ればPEG-RIB療法に比べ

て良好であった｡

C型肝炎ウイルス感染症は全身疾患
です－死因からの解析－

消化器内科
杉山由晃､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 山 剛基
颯田祐介､ 横山晋也
第19回日本肝臓学会大会

平成27年10月 東京

【目的】C型肝炎ウイルス (HCV) は経口の抗ウイル

ス薬出現でほとんどの症例でのウイルス駆除が可能と

なった｡ 一方､ HCV患者の高齢化が著明で､ 肝疾患

関連した死亡率は減少し､ 他臓器疾患で死亡する症例
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の割合も多くなり抗ウイルス療法の適応に関し議論さ

れている｡ 今回われわれはHCVキャリアの死因につ

いてhospital-basedの解析を行った｡

【方法】対象は1995年から2014年の20年間に経験した

HCVキャリア8954名のうち､ 延べ33万6694回の入院

記録から死亡原因の確認できた2081例である｡ これら

の死因を肝疾患関連死(肝細胞癌､ 肝不全､ 消化管出

血)と肝疾患非関連死 (他臓器癌､ 多臓器疾患) に分

け年代別､ ウイルスの因子別に解析した｡

【成績】全体の死因を解析すると肝細胞癌が452例

(21.7%)､ 肝不全・消化管出血が214例 (10.3%)､ 他

臓器癌が555例 (26.7%)､ 他臓器疾患が860例 (41.3%)

で､ 肝疾患関連死は32.0%に過ぎなかった｡ 20年間を

5年ごとに分けて検討すると年代別の死因の差は認め

られなかったが､ 死亡時年齢は有意に増加していた

(p＜0.0001)｡ 他臓器癌の臓器では肺癌が25.4%､ 胃癌

が20.5%､ 血液癌が12.4%､ 大腸癌が11.4%の順で､ 一

般に比し血液癌の増加がみられた｡ 一方､ 他臓器疾患

では心血管系が30.7%､ 呼吸器系が28.4%､ 脳血管系

が20.6%､ 重症感染症が4.9%､ 外傷が4.47％を占めて

いた｡ ウイルス量と死因を比較するとウイルス量によ

る差は認めなかったが､ 遺伝子型では1型が2型に比し

肝疾患関連で死亡する比率が高くなっていた (p＝0.0460)｡

死亡時年齢はウイルス量､ 遺伝子型による差は認めら

れなかった｡

【結論】HCVキャリアの死因として肝疾患関連死は

約3分の1にしか過ぎなかった｡ 多くの症例は肝疾患非

関連死であり､ HCVによって惹起される免疫異常が

他臓器癌､ 多臓器疾患に関連していると推定された｡

以上より HCV感染症は全身疾患として対応する必要

があり､ ウイルスの駆除による肝疾患非関連死亡率の

減少も期待される｡

当院における自己免疫性肝炎(AIH)と
予後の検討

消化器内科
横山晋也､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 長谷川綾平､ 颯田祐介
杉山由晃

第23回日本消化器関連学会週間

平成27年10月 東京

【目的】AIHは比較的予後良好な疾患とされているが,

中には肝硬変 (LC), 肝細胞癌 (HCC) へ進展する

症例や再燃例が認められる. 当院におけるAIHの現状

とその長期予後を検討する.

【方法】1986-2011年に観察開始となった, AIH改訂

版国際診断基準スコアリングシステム (AIHスコア)

が疑診以上のAIH118例を対象とし, 病歴, 検査所見,

転帰につき解析した.

【結果】男性28例 (23.7%), 女性90例 (76.3%) で,

診断時の年齢は中央値62 (29-83) 歳, AIHスコアは

疑診57例 (48.3%), 確診61例 (51.7%), 観察期間は

中央値124 (1-324) ヶ月であった. 他の自己免疫疾患

の合併は16例 (13.6%) で認められた (関節リウマチ

5例, 強皮症4例, シェーグレン症候群4例, SLE2例,

レイノー症候群1例). 経過中の再燃は22例 (18.6%)

で, 再燃までの期間は中央値103 (4－240) ヶ月であっ

た. 治療はUDCAのみの投与群33例, PSL投与群85例

であった. 再燃はPSL投与群で21.8% (18/85) と,

UDCAのみの群12.1% (4/33) であり, 有意差は認め

られなかったp (=0.25). LCへの進展が認められたの

は24例 (20.3%) で, 4例 (3.4%) で HCCの出現が認

められた. 全死亡は19例 (16.1%) で認められ, その

うち肝関連死は8例 (1例HCC発症あり), その他死因

11例であった (心疾患3例, 他臓器癌4例, 肺炎2名,

老衰1名, 不明1名) であった. LCの有無で生存率を

計算するとLC例, 非LC例での5年生存率はそれぞれ

78.4%と95.6%であった. 10年生存率は66.2%と92.2%

であり, 有意差を認めた (p=0.0002).

【結論】AIHにおいて, LCに進行する症例もしばし

ばあり, LC症例では全死亡率の上昇を認めることか

ら, 適切な治療によりLCへの進展防止が必要である

と考えられた.
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膵癌診断における超音波検査の役割

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､ 山 剛基
颯田祐介､ 横山晋也､ 杉山由晃
犬飼庸介､ 竹田 暁
第23回日本消化器関連学会週間

平成27年10月 東京

【目的】各種画像診断の発展に伴い膵癌の診断体系は

確立しつつあるが､ 早期発見は未だ困難であり､ 診断

ストラテジーの構築は急務である｡ 体外式超音波検査

(US) は簡便で低侵襲であり汎用性のある検査法であ

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)｡ 今回我々は膵臓癌の

診断において超音波診断の果たす役割の検討を行った｡

【対象､ 方法】1996年以降､ 当院にて診断された膵臓

癌606症例 (男：女360:246) を対象とした｡ 年齢は中

央値で70歳(41-93歳)､ 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｡ 主膵菅拡張は

USで3mm以上のものとした｡ 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606例 (TS1:TS2:TS3:TS4:TSx; 86:320:

119:26:55) のうち診断機器がUSであったものは390例

(64.4％) であった｡ このうち主膵菅拡張の所見は297

例 (76.1％)､ 中央値は6.0mm (3-15mm) であった｡

嚢胞所見は37例 (9.5％) にみられ中央値は17mm (6-

78mm) であった｡ また60日以上前にUSを施行してい

た149例 (24.6％) のうち1年以上前より施行歴を有す

る症例は92例認め､ 観察期間は中央値で1006.5日 (367-

6424日) であった｡ 92例中の25例 (27.1％) に間接所

見を認めた｡ Stage 1 膵臓癌は25症例認め､ 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13例 (52％) であった｡ US:CT:EUS の腫

瘍の検出感度は各々､ 65%:70%:95%であった｡ USに

おいて腫瘍の間接所見は主膵管拡張が22例 (88％) に

みられ､ 嚢胞は8例 (28％) 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｡ 25例

中12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｡

12例中8例 (67％) は主膵管拡張もしくは嚢胞の所見

を呈していた｡

【結論】超音波検査の腫瘍指摘の感度は他機器と比較

し高いもので無かったが､ EUSなどの精密検査を行う

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｡

Child-Pugh分類Aの肝細胞癌切除例
におけるBTR測定の有用性
―競合リスクモデルを用いた検討－

消化器内科
多 田 俊 史
第18回岐阜慢性肝疾患病態治療研究会

平成27年10月 岐阜

胃リンパ球浸潤癌の１例

消化器内科
水 野 和 幸
東海胃腸疾患研究会

平成27年10月 名古屋

年齢：50歳代 性別：女

主訴：腫瘍マーカー高値

家族歴：なし

既往歴：糖尿病､ 慢性C型肝炎､ 2009年乳癌手術

現病歴：乳癌の経過観察のために腫瘍マーカーのフォ

ローアップを行っていたところ､ CEA高値の上昇を認

め消化管精査のために消化器内科に紹介となった｡

現症：身長156cm, 体重45.4kg

体温36.6℃, 血圧130/88mmHg, 脈拍79回/分

表在リンパ節を触知せず

腹部に明らかな異常所見を認めず
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十二指腸乳頭部原発神経内分泌癌の１例

消化器内科
水 野 和 幸
岐阜県膵・胆道研究会

平成27年10月 岐阜

症例は60歳代の女性､ 2週間前からの皮膚掻痒感のた

めに近医受診し､ 黄疸を認めたため当院紹介受診となっ

た｡ 血液検査ではAST540IU/l, ALT635IU/l, T-bil 4.1

mg/dl, γGTP219IU/lと肝胆道系酵素上昇を認め腫瘍

マーカーは正常範囲内だった｡

腹部超音波検査では肝内胆管・総胆管の拡張､ 主膵管

の拡張を認め膵頭部に22mm×19mmの境界やや不明

瞭な低エコーの腫瘤を認めた｡

ダイナミックCTでは､ 膵頭部または乳頭部に21mm×

19mmの腫瘍を認め動脈相にてリング状の強い濃染を

呈し､ 門脈相､ 平行相と経時的に濃染は減弱された｡

また肝内胆管､ 総胆管､ 主膵管の拡張を認めた､

MRIでは21mm×18mmの腫瘍を認めT１強調画像はや

や低信号､ T2強調画像もやや低信号で脂肪抑制でも

信号低下は認めなかった｡ 拡散強調画像では高信号､

ADCmapでは低値だった｡

造影超音波検査では､ 動脈優位相で均一に濃染された

がソナゾイド注入後約5分で染影は完全に消失していた｡

ERCPでは総胆管､ 主膵管の拡張のほか造影では異常

は認めなかったが､ 乳頭部は発赤腫大し､ 複数の潰瘍

形成を認めた｡ また内視鏡下の生検ではadenocarcinoma

であった｡

腺癌としては画像的には典型的ではないが､ 乳頭部悪

性腫瘍であり幽門輪温存膵頭十二指腸切除を行った｡

切除標本では腫瘍の主座は乳頭部にありoddi筋を一部

越えて浸潤は認めるが膵実質への浸潤は認めなかった｡

腫瘍としては約10%程度粘膜表層の近くに腺癌の成分

を認めたが大半は核小体の目立つN/C比の高い細胞か

ら構成されており索状の配列がみられた｡ 免疫染色で

はsynptophysin(+)､ CD56(+)､ chromogranin (陰性､ 一

部わずかに+) Ki67陽性率>90%で神経内分泌癌の所見

であった｡ LN14にリンパ節転移を認めた｡ 以上より

large cell neuroendocrine carcinomaと診断した｡

内分泌細胞癌は､ 先行する腺癌を発生母地にして発生

するものが多いとされ､ 本症例もその関与が疑われた｡

十二指腸乳頭部NECは予後不良と報告されており､ 本

症例でも術後5か月で肝転移再発した｡ 現在化学療法

を行っている｡

Usefulness of US fusion imaging
in the evaluation of RFA therapy for
hepatocellular carcinoma

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
Asian Conference on Tumor Ablation

(ACTA) 2015

平成27年10月 福岡

【Objective】To clarify the ultrasound (US) fusion

imaging in the evaluation of radiofrequency ablation

(RFA) therapy forhepatocellular carcinoma (HCC).

【Methods】A total of 43 HCC nodules of 41 patients

who underwentthe RFA therapy at our institution

between December 2014 and June 2015 were analyzed.

The patients consistedof 28 males and 13 females with

a median age (range) of 73 (64-87) years. The median

(range) diameter of nodule was 15.2 (6.0-29.0) mm. We

put the Volume Navigation Reference Sensor equipped

with LOGIQ E9with Xdclear at the anterior chest of

patients before RFA, then we got the 3D US imaging

of liver includingthe target nodule performing sweep

scan using the C1-6probe. We evaluated the HCC after

several days of RFA using the contrast-enhanced US

(CEUS) imaging fused the 3D US imaging obtained

before RFA. We evaluated the therapeutic effects in

RFA based on the Response Evaluation Criteria in

Cancer of the Liver (RECICL) proposed by the Liver

Cancer Study Group of Japan.

【Results】Thirty-two (74.4%) nodules were able to be

evaluated by the RECICL using the US fusion imaging.

Of these 32 nodules, twenty nodules (63.2%) were

evaluated as TE4a, and 10 nodules (31.3%) were

evaluated as TE4b, and remaining 2 (6.3%) were

evaluated as TE2 based on the RECICL. Remaining

eleven (25.6%) nodules were not able to be evaluated

by the US fusion imaging because of could not breath-

hold, increasing ascites after RFA, could not get the

B-mod imaging, or anatomical issue.
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【Conclusion】US fusion imaging is useful for not

only diagnosing ortreatment for HCC, but the evaluation

of RFA therapyas well.

Child-Pugh分類Aにもかかわらず
BTR低値の肝細胞癌例における
BCAA製剤のインパクト

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】BTRはアミノ酸代謝の指標として慢性肝炎か

ら肝硬変に進行するに伴い低下が認められる. 今回,

Child-Pugh分類AにもかかわらずBTRが低値であった

肝細胞癌(HCC)例においてBCAA製剤のインパクトに

ついて検討した.

【方法】対象は2000年1月から2013年12月の間に当院

にて診断された初発HCC例のうち, (1)HCC初発診断

時にBTRが測定かつ4.4未満, (2)Child-Pugh分類A, (3)

HCCのStageがIもしくはII, (4)HCCに対する治療が施

行, (5) BCAA製剤投与例は3ヶ月以上の投与, (6) HCC

再発のサーベイランスを施行, (7)1年以上の観察期間,

を満たした88例である. 年齢：71.0歳(48.0－84.0), 性

別(男/女)：55/33例, 成因(B/C/B+C/NBNC)：6/78/2/2

例, BTR：3.73 (2.04－4.38)であった. HCCのStage(I/II)：

47/41例, AFP (ng/ml)：17.0 (0.8－1180.0)で, 初回治

療(肝切/RFA/TACE+経皮的治療/TACE)：68/11/4/5例

であった. 観察期間(年)：4.0 (1.1－13.4)であった.

BCAA顆粒製剤投与例は35例で投与期間(年)：1.7 (0.4－

9.4)であった. これらの症例の予後に関する検討を行った.

【結果】(1)経過観察中に29人の死亡が認められた.

累積生存率(3/5年)は87.1/76.5％であった. (2)年齢, 性

別, BCAA製剤有無, AFP, 初回治療およびStageを投

入因子としたCox比例ハザードモデルによる検討では,

年齢：(65歳以上, HR：3.71, 95%CI：1.32－10.46, p=

0.01), 性別：(男性, HR：3.08, 95%CI：1.26－7.53,

p=0.01)とともにBCAA製剤 ：(投与あり, HR：0.32,

95%CI：0.13－0.79, p=0.01) がそれぞれ生存に関与す

る独立した因子として選択された. (3)BCAA製剤

：投与なし/ありの累積生存率(3/5年)は80.7/69.0%と

96.7/86.7%であった(p=0.03).

【結論】Child-Pugh分類Aで肝予備能が良好な肝細胞

癌であってもBTR低値例ではBCAA顆粒製剤の介入に

より予後延長が期待されることが示唆された.

B型肝炎の死因から見たHBs抗原量の
有用性

消化器内科
横山晋也､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 小林奈津子､ 水野和幸
杉山由晃､ 犬飼庸介､ 竹田 尭
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】B型肝炎ウイルス (HBV) は核酸アナログ

(NA) の出現で大多数例でのウイルスの抑制が可能と

なった｡ しかし中止は困難で近年､ HBs抗原量の有用

性が注目されている｡ 今回われわれはHBs抗原量から

見たHBV感染症の死因を解析した｡

【方法】対象は1995年から2014年の20年間に経験した

HBV感染症3047 例のうち､ 延べ33万6694回の入院記

録から死亡原因を確認できた404例である｡ これらの

死因を肝疾患関連死(肝細胞癌､ 肝不全､ 消化管出血)

と肝疾患非関連死 (他臓器癌､ 他臓器疾患) に分け解

析した｡ なおNA投与例は101例あったが投与前のデー

タを使用した｡ FIB-4 indexはaspartate aminotransferase

(AST) [IU/L] × 年齢 [years]/ 血小板数 [10&lt;SUP&

gt;9&lt;/SUP&gt;/L] ×alanineaminotransferase (ALT)

[IU/L] &lt;SUP&gt;1/2&lt;/SUP&gt;で算出した｡

【成績】404例の死因は肝癌が38.9%､ 肝不全・消化

管出血が8.4%､ 他臓器癌が26.0%､ 他臓器疾患が26.7

％と肝疾患関連死が約半数を占めた｡ 他臓器癌では肺

癌､ 胃癌､ 血液癌､ 大腸癌の順で血液癌の増加が､ 他

臓器疾患では心疾患､ 呼吸器疾患､ 脳血管疾患､ 外傷

の順で外傷の増加を認めていた｡ 20年を4期に分割す

ると最近では高齢化が目立ち､ と肝疾患関連死の割合

が増加してきていた｡ FIB-indexが増加するにつれ肝

疾患関連死が有意に増加した (4.0超で肝疾患関連死

が84.9%) が死亡年齢に差はなかった｡ HBVDNA量を
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5 log copies/mL以上と未満の群に分けると死因に差を

認めなかったが､ 死亡年齢は高値群で低かった｡ HBs

抗原量を1000IU/mL以上と未満に分けると､ 高値群で

肝疾患関連死が有意に多く (p＝0.0023)､ 死亡年齢も

有意に低かった (64歳 vs 70歳､ p＜0.0001)｡

【結論】HBs抗原量が死因および死亡年齢を的確に反

映しており長期予後を推定するマーカーとしては適し

ていると考えられた｡

C型慢性肝炎・肝硬変症に対する経口
抗HCV薬治療によるエコー下肝硬度
所見の変化：Share Waveによる評価

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､ 山 剛基
横山晋也､ 小林奈津子､ 杉山由晃
犬飼庸介､ 竹田 尭
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】経口抗HCV薬によりSVRとなりウイルスが

排除された症例における､ 腹部エコーでの評価による

短期的な肝硬度の変化を評価した｡

【方法】2014年9月～12月の期間に当施設において経

口抗HCV薬ダクラタスビル・アスナプレビルによる

治療を開始したHCV genotype 1型のC型肝炎症例82例

中､ 皮下減衰・息止め不良・消化管ガス等の理由で肝

硬度が測定できなかった14例､ 肝障害により治療中止

した3例およびbreakthroughした3例を除いた62例を対

象とした｡ これらの症例で治療開始前と治療終了時

(治療開始後24週) の時点で肝硬度を測定し､ 治療前

後で比較した｡ 肝硬度の測定はShear Wave Elastograp

hy (SWE：Aixplorer､ SuperSonic Imagine社) を使用

し､ コンベックスプローブ (SC6-1) を用いて行った｡

肋間操作にて肝右葉を評価部位 (ROI) とし､ SWEカ

ラーマップが安定したところで測定した｡ 5回測定を

行い､ 平均値を算出した｡

【成績】症例は年齢69.7±8.9歳､ 男性25例・女性37例､

治療開始時血小板値15.2±6.6万／μL､ 治療開始時ALT

値42.6±27.8IU／L､ 治療開始時FIB-4 index4.81±3.66

であった｡ 23例 (37.1％) で代償性肝硬変を合併して

おり､ 12例 (19.4％) 肝細胞癌の既往を有していた｡

また､ 32例 (51.6％) で治療前のALT値が正常範囲

(＜35IU／L) であった｡ 肝硬度は治療前12.7±5.4kPa､

治療終了時10.7±5.2kPaであり､ 治療開始時に比べて

治療終了時に肝硬度は有意に低下していた (p＜0.0001)｡

開始時ALT正常であった32例で検討しても､ 肝硬度は

治療前11.4±5.2kPa､ 治療終了時9.0±3.3kPaであり治

療により肝硬度の有意な低下を認めた (p＜0.0001)｡

【考案】SWEでの評価による肝硬度は､ 経口抗HCV

薬によるHCV排除にともなってすでに治療終了時の

時点で有意な低下がみられた｡ 治療終了時にすでに肝

線維化が改善しているとは考えにくく､ 短期間での肝

硬度の改善は肝内の炎症の鎮静化が関与している可能

性が考えられた｡ 治療開始前にALT正常の症例であっ

ても肝硬度の低下はみられており､ ALT正常例であっ

てもHCV排除にともなって肝内の炎症の鎮静化がお

こっている可能性が示唆された｡

B型肝炎関連肝細胞癌予後推定における
ALBI gradeの有用性

消化器内科
水 野 和 幸
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】肝細胞癌 (HCC) はしばしば慢性肝疾患を

基礎に発生し､ その肝機能の評価には従来“Child-Pugh

分類”が用いられてきた｡ しかしChild-Pugh分類には

脳症､ 腹水などの所見が入り客観性に欠ける問題点が

あった｡ 今回われわれはシンプルな肝機能スコアであ

る“ALBI grade” (Johnson P, Tada T, Toyoda H,

Kumada T, et al. JCO 2015) を開発し､ B型肝炎関連

HCC予後推定におけるALBI gradeの有用性について

検討した｡

【方法】1995年1月から2014年12月までの間に経験し

たB型肝炎関連HCC256例である｡ ALBI gradeは既報

の方法で算出し(log10 bilirubin[μmol/L] x 0.66) +

(Albumin[g/L] x -0.0852)､ -2.60以下をスコア1､ -2.60

超､ -1.39以下をスコア2､ -1.39超をスコア3に分類し

た｡ これらをChild-Pugh分類およびChild-Pughスコア
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と比較した｡

【成績】ALBI grade1､ 2､ 3はそれぞれ116例､ 106例､

34例で､ Child-Pugh分類A､ B､ Cはそれぞれ180例､

51例､ 25例であった｡ Child-Pugh分類Aの中にはALBI

grade1が116例､ 2が64例含まれた｡ またChild-Pughス

コア5点にはALBI grad1が112例､ 2は38例含まれ､ 6点

にはALBI grade1が4例､ 2が26例含まれた｡ 予後につ

いてみるとALBI grade1､ 2､ 3の5年と10年と15年の

生存率はそれぞれ80.0％と65.2％と51.4％､ 29.2%と15.8％

と10.6％､ 3.1％と0.0％と0.0％でありALBI grade1が

明らかに長期間生存した｡ 一方､ Child-Pugh分類A､

B､ Cの5年と10年と15年の生存率はそれぞれ60.9％と

65.2％と47.0％､ 24.2%と12.1％と0.0％､ 6.4％と0.0％

と0.0％でありChild-Pugh分類Aが明らかに長期間生存

したがALBI gradeでの差が著明であった｡ ALBI grade2

(n=105)の中でChild-Pugh分類A､ Bの5年と10年生存率

はそれぞれ26.8％と15.1％､ 33.1％と16.6％と全く差を

認めなかった｡

【結論】ALBI gradeは肝機能良好症例でのより詳細

な肝機能の評価に有用と考えられる｡

細胆管細胞癌の１例

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 横山晋也､ 水野和幸
小林奈津子､ 杉山由晃､ 竹田 暁
曽根康博
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【背景】細胆管細胞癌(CoCC)はHering管または細胆管

の腺上皮由来の癌と考えられ病理組織学的に異型の乏

しい類円形の腫瘍細胞からなる小腺管状腺癌であり,

線維性間質を伴っていることが特徴とされる. 近年の

研究ではHering管は肝細胞または胆管細胞のいずれへ

も分化することが可能な部位と考えられ幹細胞由来の

癌として注目されている. 特徴的な画像所見として,

腹部超音波検査では低エコー領域として描出され,腹

部造影CT検査では動脈相で辺縁,または腫瘍が濃染す

るがwash outは遅延し,平衡相まで造影効果が持続す

ることが多いとされる.EOB-MRI検査でも血流動態は

同様の傾向を示すが,肝細胞相では明瞭な低信号を呈

する.

【症例】80代男性. 以前よりB型慢性肝炎のため当院

にて半年に1度血液検査と腹部超音波検査にてフォロー

されていた. 2014年11月の定期の腹部超音波検査にて

肝S7に8×6mmの低エコー腫瘤を指摘されEOB-MRI検

査を施行したところ,同部位にT1にて低信号､ T2にて

高信号を呈して,動脈相でわずかに早期濃染を示すが

wash outは遅延し､ 肝細胞造影相にて低信号を呈する

腫瘤を認めた. 造影超音波検査の血管相では同部位は

不均一に濃染され門脈優位相にてwash outされ後血管

相で低エコーを呈した. 精査のために腹部血管造影検

査を施行したところ,CTAPで同部位はperfusion defect,

CTHAでは早期濃染を示すが明らかなwash outは遅

延した.

【臨床経過】鑑別としてCoCCもあげられたが,いずれ

の画像診断においても確証を得るには足りず2015年

1月肝切除術を施行した. 切除標本は10mm大の腫瘤

で被膜や隔壁を伴わず,周囲への浸潤を認めなかった.

腫瘍細胞は胆管上皮細胞に類似し腺管のパターンがや

や細かい増殖を認め,粘液産生を伴わず､ 辺縁では肝

細胞索と連続しており細胆管細胞癌の診断となった.

脈間侵襲はなく切除断端に腫瘍を認めなかった.

【結語】CoCCは本症例のように背景因子として慢性

肝疾患を合併していることが多いとする報告もあるが

統一した見解はない.稀な疾患であるが今回の症例で

は比較的典型的とされる画像所見を呈しており､ 若干

の文献的考察を加えて報告する.

肝切除後の予後予測因子としての
M2BPGiの有用性

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第４回肝線維化マーカー研究会

平成27年12月 名古屋
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当院における出血性胃潰瘍手術例の検討

消化器内科
小林奈津子､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 横山晋也､ 水野和幸
杉山由晃､ 犬飼庸介､ 竹田 暁
第58回日本消化器内視鏡学会東海地方会

平成27年12月 名古屋

【目的】内視鏡的止血困難により外科的手術となった

出血性胃潰瘍症例を検討し, 止血困難例の特徴を明ら

かにする.

【対象と方法】当院において2006年1月1日～2015年

8月31日の9年5か月の間に施行された胃潰瘍出血に対

する止血術件数は987件であり, そのうち内視鏡的止

血が困難で手術となった8症例につき検討を行った.

【結果】8症例は全例男性であり, 平均年齢は71歳, 潰

瘍の部位は穹窿部大彎1例, 胃体上部小彎2例, 胃体上

部小彎後壁2例, 体中部後壁1例, 角部小彎2例であった.

3例がDieulafoy潰瘍であり5例が深掘れ潰瘍であった.

内視鏡的止血術回数は平均2.6回であり, HSE局注法・

エタノール局注法・クリップ法・高周波法が用いられ

ていた. 抗血小板剤使用例は2例, 抗凝固剤使用例が

1例, NSAIDS内服例はなかった. 重篤な基礎疾患とし

て敗血症と急性下肢動脈閉塞が1例ずつあった. 全例

術後生存しており, 胃全摘が5例, 幽門側胃切除が3例

に行われた. 1例は術前にIVRが施行されていた. 手術

標本ではUL-4が5例 (うち1例が穿孔) , UL-3が2例,

UL-2が1例であった.

【考察】当院での検討では手術症例は内視鏡止血術施

行例の0.8％であり内視鏡でほぼ止血ができるように

なったといえるが, 手術でしか止血がはかれないもの

も依然存在する. 手術症例はUL-4潰瘍例が多かった.

慢性肝疾患におけるMR-Laparoscopyと
MR-Elastograpyの比較・検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳

診療検査科(画像)
小川定信

第22回肝血流動態・機能イメージ研究会

平成28年２月 東京

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第5回びまん性肝疾患の画像研究会

平成28年２月 東京

【背景と目的】当院では2015年4月より静磁場3.0テス

ラのMRI Discovery MR750W (GEヘルスケア・ジャ

パン)が導入され, 肝臓に対するMR-Touch (Elastograpy)

が施行可能となった. 今回, 同MRIにより肝の形状

および肝硬度の評価を行い, 比較・検討したので報告

する.

【対象と方法】 対象は2015年5月から9月までの間に,

慢性肝疾患の評価目的にてEOB-MRIが施行され, 良

好な画像が得られた202例である. 性別(男性/女性)：

102/100例, 年齢：71 (23－88)歳, 成因(HBV/HCV/NBNC)：

16/162/18例である. 方法はEOB-MRIにおいて, MR-

Touch, Thin-slice肝細胞造影相 (15～20分後)を撮像し,

MR-Touchでは肝硬度 (kPa)を測定, Thin-slice肝細胞

造影相では3D画像 (MR-Laparoscopy)を作製し肝の形

状評価を施行した. 肝の形状評価項目は(1) 肝表面の

性状 (平滑～凹凸), (2) 肝辺縁部の鈍化の程度, (3)

肋骨圧痕の程度をそれぞれスコア化 (0～2点)した.

【結果】(1)肝硬度は3.5 (1.0-11.1) kPaであった. 肝表

面の性状 (0/1/2点)は115/60/27例, 肝辺縁部の鈍化の

程度(0/1/2点)は47/113/42例, 肋骨圧痕の程度(0/1/2点)

は64/76/62例であった. また肝形状評価3項目の合計

点 (0/1/2/3/4/5/6点)は35/36/40/26/24/24/17例であった.

(2)肝形状合計点別の肝硬度 (中央値)はそれぞれ(0/1/2/

3/4/5/6点), 2.6/2.7/3.15/3.8/5.2/5.3/7.5 kPaであった

(P<0.001, Jonckheere-Terpstra検定). (3)肝硬度 5kPa以

上/未満の診断能 (AUC)は肝表面の性状：0.864, 肝辺

縁部の鈍化：0.794, 肋骨圧痕：0.856であった. さら

に3項目合わせた場合のAUCは0.912でYouden indexに

よりカットオフ値を4点とした場合, 感度：87.1%,

特異度：83.6%であった.

【結論】EOB-MRIのThin-slice肝細胞造影相により作

成されたMR-Laparoscopy画像の評価スコアは肝硬度

が高値になるほど有意に上昇し, 肝の形状評価におい

て臨床での有用性が高まると考えられた.
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胆のう管腫瘍の１例

消化器内科
水 野 和 幸
東海胆道研究会

平成28年２月 岐阜

【症例】73才､ 男性

【主訴】腹痛

【現病歴】前日からの腹痛のために当院受診した｡

【身体所見】腹部平坦軟､ 右季肋部に自発痛・圧痛あ

り､ 反跳痛なし｡

【血液検査】AST22IU/l､ ALT39IU/l､ γGTP82IU/l､

T-bil1.3mg/dl､ CRP8.98mg/dl､ WBC21320μl､ CEA1.4

ng/ml､ CA19-9 27.0U/ml

【画像検査】造影CT：胆嚢に軽度腫大､ びまん性壁

肥厚あり｡ 胆嚢管に強く濃染を呈する全周性壁肥厚あ

り｡ MRCP：胆のう管に急峻な先細り､ 8mｍ程度の

範囲で狭窄を認める｡ EUS：胆のう管内の病変部位は

壁が厚くなり不正な隆起としてとらえられソナゾイド

による造影で染影効果を認めた｡

【入院後経過】胆のう管腫瘍による胆嚢炎として保存

的に抗菌治療を行い､ その後幽門輪温存膵頭十二指腸

切除術を施行した｡

[シンポジウム]

HBe抗原陰性・HBV DNA低値例に
おける肝発癌の検討―FIB4-indexの
有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】高ウイルス量はB型肝炎における肝発癌のリ

スクのひとつである. 今回, 肝発癌の低リスク群であ

るHBV DNA低値例において, 肝発癌に対するFIB4-

indexの有用性を検討した.

【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, HBe抗原陰性, HBV DNA 4 log

copies/ml未満, 3年以上経過観察し, 肝発癌例では

1年以降に発癌例した426例である. 年齢：52 (5－84)

歳, 性別 (男性/女性) ：230/196例, HBV DNA：3.3

(1.8－3.9) log copies/ml, HBs抗原：3.1 (0.1－7.9) log

IU/ml, HBコア関連抗原：2.9 (2.9－6.5) log U/ml,

Gynenotype (C/非C) ：244/53例, プレコア (野生/変

異) ：36/222例, コアプロモーター (野生/変異) ：82/

134例, AFP：4.3 (0.8－864.6) ng/ml, FIB4-index：1.8

(0.1－21.2)であった. また核酸アナログ (投与/非投与)

：21/405例, IFN (投与/非投与) ：3/423例であった.

これらの症例に対して肝発癌の検討を行った.

【成績】(1) 経過観察中に肝発癌が認められたのは13

例であった. 累積発癌率(3/5/10年)は0.2/1.2/4.0%であっ

た. (2) 性別, HBs抗原, HBコア関連抗原, Gyenotype,

プレコア, コアプロモーター, AFP, FIB4-index, 核

酸アナログを投入因子としてCox比例ハザードモデル

で検討した結果, FIB4-index低値(2以上)がHR 7.78 (95%

CI 2.54－23.81, p＜0.001), 性別(男性) HR 4.80 (95

%CI 1.06－21.67, p=0.04)でそれぞれ肝発癌に関与す

る独立した因子として選択された. (3) FIB4-index別

(2未満/以上)の累積発癌率(3/5/10年)は0.2/0.6/1.9%と1.3/

4.2/14.5%であった(p＜0.001, log-rank). また性別 (男

性/女性) の累積発癌率(3/5/10年)は0.4/2.3/6.1%と0.6/0.6/

1.5%であった(p=0.028, log-rank).

【結論】FIB4-indexはB型肝炎の肝発癌リスクが低い

群において, 発癌の予測に有用なマーカーであると考

えられた. すなわち, HBe抗原陰性およびHBV DNA

低値例であってもFIB4-index高値例では肝発癌のリス

クを十分念頭においた経過観察が必要であると考えら

れた.

64列IVR-MDCTを用いた腹部血管3D
構築画像による肝外性供給路の検討

消化器内科
伊藤隆徳､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】肝細胞癌 (HCC) に対して有効な肝動脈化

学塞栓術 (TACE) を行うためには, 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,

また複数の肝内栄養血管や肝外性供血路の同定が重要
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となる. 以前われわれは2013年より導入した64列IVR-

MDCTを用いて腹部血管の3D化を行うことにより撮

像回数を低減できることを報告した (肝臓学会総会

2014年ワークショップ). 今回, われわれは64列IVR-

MDCTを用いてHCCにおける肝外性供血路の検討を行っ

た.

【方法】対象は2013年1月から2014年9月までの間に当

院にてHCCに対してTACEを行った136例である. 大

動脈下CT (CTAo) を行った後アミン社製ZIOSTATION

を用いCTAoを3D化表示し, HCCへの肝外性供血路を

同定しその頻度, 患者背景, TACE後の副作用に関し

て検討を行った.

【成績】年齢中央値は73歳 (37-87), 男性101例・女

性35例, 背景肝はB型：16例, C型：100例, 非B非

C肝炎20例であった. Child-Pugh分類はA：85例, B：

48例, C：3例, 肝内血管のReplaceを有する症例は23

例 (16.9%) であった. 初回治療例は23例であり, 70

例 (51.5%) はこれまでTACE歴があった (平均2.5回,

最大10回). 腫瘍因子に関しては単発：39例, 多発97

例, 最大径は中央値22mm (8-120) であった. 肝外性

供血路を有する症例は16例 (11.8%) であり, それぞ

れの内訳は下横隔動脈 (IPA) 単独：11例, IPA＋副

腎動脈：1例, 副腎動脈：1例, IPA+上腸管膜動脈枝

が1例, 右腎動脈：1例, IPA+右腎動脈＋内胸動脈が

1例であった. 初回TACE時から肝外性供血路が存在

した例は4例であり, その腫瘍最大径中央値は76.5

(39-120)mmで2例が肝癌破裂例であった. 肝外性供血

路の出現に関する因子を多重ロジスティック回帰分析

にて検討すると, AFP-L3分画10%以上 (オッズ比 (OR)：

3.873[95%信頼区間(CI) ：1.017-14.756]) ・腫瘍径3cm

以上 (OR：10.710[95%CI：2.566-44.689]・TACE3回

以上 (OR：10.857[95%CI：2.671-44.133]) が選択され

た. 肝外性供血路に対するTACEを行ったのは12例

(75%) であった. その中でIPAのTACE後に1例反応

性胸水の出現を認めたが, 内服利尿剤で保存的に改善

した. また1例IPAのTACE後に吃逆を認めた. 他には

自制内の疼痛以外には目立った合併症は認めなかった.

【結語】64列IVR-MDCTを用いた腹部血管3D構築画

像による肝外性供給路の検討を行った. AFP-L3分画

陽性, 腫瘍径3cm以上, TACE3回以上施行例では肝外

性供血路の出現に注意する必要がある. また肝外供血

路に対するTACEは比較的安全に施行できると考えら

れた.

肝細胞癌患者に対するBTRとBCAA
顆粒のインパクト：Propensity score
による検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第23回日本消化器関連学会週間

平成27年10月 東京

【目的】HCC例においてBTR とBCAA顆粒が予後(肝

疾患関連死)に寄与するインパクトについて検討した.

【方法】対象は当院にて診断された初発HCC例のう

ち, (1)HCC初発診断時にBTRが測定, (2)Child-Pugh分

類がAもしくはB, (3)HCCに対して治療介入あり, (4)

観察開始時にBCAA製剤の投与なし, (5)BCAA製剤投

与例は3ヶ月以上の内服, (6)3ヶ月以上の観察期間, (7)

HCC再発のサーベイランスを施行, を満たした315例

である. 年齢：69.0歳(21.0-85.0), 性別(男/女)：242/73

例, 成因(B/C/B+C/NBNC)：51/215/3/46例, Child-Pugh

分類(A/B)：292/23例, BTR：4.8 (1.6-11.5), 血小板：

13.5 (3.0－44.9)万μlであった. HCCのStage(I/II/III/

IVA)：124/128/38/5例で, AFP (ng/ml)：17.0(0.8－3686),

初回治療(肝切/RFA/TACE+経皮的/TACE)：265/20/12/

18例で, 観察期間は3.6年(0.3－14.0)であった. BCAA

投与あり/なし：66/249例であった. 検討内容は(1)非B

CAA投与例(n=249), (2)BCAA投与の背景をPropensity

scoreでマッチングを行い(n=132), それぞれ予後の検

討を行った.

【成績】(1)249例の累積生存率(3/5/7年)は82.7/73.2/

67.4%であった. 年齢, 性別, BTR, Child-Pugh分類,

血小板, AFP, Stageおよび治療を投入因子としたCox

比例ハザードモデルによる検討では, BTR (4.4以下,

HR：1.880, 95%CI：1.125－3.143, p=0.016) が生存

に関与する独立した因子として選択された. (2)132例

の累積生存率(3/5/7年)は83.7/69.5/60.8%であった. 検

討(1)およびBCAA投与を投入因子としたCox比例ハザー

ドモデルによる検討では, BCAA顆粒(投与あり, HR：

0.524, 95%CI：0.282－0.973, p=0.041) が生存に関与

する独立した因子として選択された. BCAA投与あり/

なしの累積生存率(3/5/7年)は91.8/73.4/64.2%と75.9/

66.4/57.9%であった(p=0.041).

【結論】非BCAA投与例ではBTRがHCC患者の予後に

関与する因子として選択された. 背景をマッチさせた

検討ではBCAA顆粒投与はBTRに関係なくHCC患者の
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予後を改善する独立した因子として選択された.

高度線維化例での経口 2 剤投与の有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】C型肝炎患者の高齢化が著しい｡ インターフェ

ロン (IFN) をベースとした抗ウイルス療法は高齢者

には行いにくく､ 高度線維化例での効果は不良であっ

た｡ しかしIFNフリー治療の出現によりこれらの因子

は難治の原因とはならなくなった｡ 今回われわれは高

度線維化例でのダクラタスビル (DCV) とアスナプ

レビル (ASV) 併用療法の有効性を検討した｡

【方法】対象は2014年9月から2015年5月の間にDCV

＋ASV治療を開始し､ 4週間以上経過した270症例であ

る､ 前もってすべての症例にdirect sequence法でNS5A

を測定し野生型のみに投与した｡ 男性149例､ 女性121

例､ 年齢は72歳(24-87歳)､ 肝細胞癌有は49例､ 無は221

例､ 前治療無が174例､ 再燃が50例､ 無効が46例であっ

た｡ これらを肝線維化の指標であるFIB-4 index (AST

×年齢/[血小板×√ALT]) から2未満 (A群､ 42例)､

2以上4未満 (B群､ 108例)､ 4以上 (C群､ 120例) の3

群に分類し抗ウイルス療法の効果につき検討した｡ ま

た治療前後の肝硬度をShear wave elastography(SWE)

で測定した｡

【成績】A群､ B群､ C群の年齢､ 肝硬度､ AST､ ALT､

総ビリルビン､ γGTPは有意に順次高くなり､ 血小板

は有意に順次低くなった｡ A群とB群とC群の陰性化

時期を1週間以内､ 2週間以内､ 4週間以内､ 8週間以降

とするとそれぞれ6.7％､ 8.5%､ 5.2％と33.3％､ 18.3

％､ 18.8％と43.3％､ 51.2％､ 56.3％と16.7％､ 22.2％､

19.8％と各群に差を認めなかった｡ 24時間後の低下も

A群､ B群､ C群でそれぞれ3.0､ 2.8､ 2.7 log copies/mL

と各群で差はなかった｡ 経口2剤の投与が終了して投

与前と投与終了時に肝硬度の測定できた症例がA群12

例､ B群29例､ C群28例あった｡ いずれの群でも優位

に肝硬度が低下していた (p=0.0088から0.0019)｡ ま

た治療開始時ALTが30IU/mL以下の症例31例でも肝硬

度は10.0kpasから8.9kpasに有意に減少していた(p=

0.0017)｡ 投与中に4例ブレークスルーを1例に､ 再燃

を認めた (1.9％)｡ 副作用の頻度は各群で差を認めな

かった｡

【結論】DCV＋ASV治療の効果を線維化の程度別に

検討したがその効果に全く差を認めなかった｡ 高度線

維化例はその年齢にかかわらず積極的な治療対象と考

えられた｡

当院での膵腫瘤診断における超音波内
視鏡ガイド下穿刺吸引法 (EUS-FNA)
の役割と迅速細胞診 (ROSE) の併用
についての前向き検討

消化器内科
水野和幸､ 金森 明
日本消化器内視鏡学会東海地方会

平成27年12月 名古屋

【目的】EUS-FNAにおける膵腫瘤に対する診断能の

検討とROSEを併用した前向き検討を行う事｡

【対象､ 方法】EUS-FNAを施行した膵腫瘤99例を対

象とした｡ 多重ロジスティック回帰分析を用いてEUS-

FNAの診断能に寄与する因子を検討した｡ 2012年1月

から2年間はROSEを併用し､ 膵管癌が疑われる41例

を対象に前向き検討を行った｡ 細胞診と組織診の採取

を1セットとし､ 最大で2セット施行した｡ ストローク

は各5回行い､ 両者の診断能を比較した｡

【成績】最終診断は膵管癌87例､ 良性膵腫瘤12例｡ 検

体採取率は96.0% (95/99)､ 感度87.4% (76/87)､ 特異

度100% (12/12)､ 正診率は88.9％であった｡ 診断能に

寄与する因子を年齢､ 性､ 病変サイズ､ 穿刺部位､ 穿

刺回数､ ROSEの併用､ に関して多変量解析を行うと､

病変サイズOR=9.217: 95%CI 1.271-66.81 (P=0.027)お

よびROSEの併用OR=23.99: 95%CI 2.329-247.0 (P=

0.0075)が独立した因子であった｡ 前向き検討におい

て正診率はROSE 92.1% (35/38)､ 組織診 76.3% (29/38)

であった｡

【結論】ROSEの導入により診断能の向上が得られた｡

細胞検査士の同席は適切な検体の採取法､ 回数の軽減

および術者の手技の向上に寄与するものと思われる｡
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脂肪肝､ どこまで診れるか､ 診るべきか：
NASHを視野に入れて

消化器内科
熊 田 卓
第35回日本画像医学会

平成28年２月 東京

[パネルディスカッション]

エンテカビル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
第101回日本消化器病学会総会

平成27年４月 仙台

【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

エンテカビル投与例でどのような症例で肝発癌を生ず

るかを多施設で検討した.

【方法】対象はB型肝炎に対してエンテカビルが投与

された503例 (肝細胞癌の既往なし) 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, 性別, 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

フェロン治療歴) から検討した.

【成績】経過観察中に肝発癌が53例 (10.5%) に認め

られた. 3年/5年/7年の肝発癌率はそれぞれ5.9%/12.0%/

18.0%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, 発癌例において高齢 (p=0.047),

男性が多い (p<0.001), ジェノタイプCの割合が多い

(p=0.009), F因子進行例が多い (p<0.001), 血小板が

低値 (p<0.001), FIB-4 indexが高値 (p<0.001) で,

AFPが高値 (p＝0.001) でとなる結果が認められた.

エンテカビル投与前にインターフェロン治療例は38例

あったが, 両群間に差は認められなかった (p=0.998).

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3.0%/5.9%/7.9%と7.7%/

15.5%/23.9%と2.0超の群で有意に高率であった (p<

0.001). またエンテカビル投与開始時と6ヶ月後の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-22.6% (-71.1-83.3)と-32.6 (-92.9-153.1)

であり発癌群での低下が不良であった (p=0.035).

Genotype, HBV-DNA, γ-GTP, T-Bil, Alb, FIB4-

index, IFN歴を投入したCox比例ハザードモデルでは

FIB-4 index (2超) がハザード比3.201 (95％信頼区間：

1.558-6.579), p=0.002で発癌に関与する因子として選

択された.

【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. 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. 特に核酸アナログ投与によるFIB-4 index

の減少率は重要と考えられ, 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.

超音波検査の間接所見に着目した膵癌
診断の検討

消化器内科
金森 明､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史

診療検査科(検査)
日比敏男

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 橋ノ口信一､ 辻 望
第88回日本超音波医学会

平成27年５月 東京

【目的】各種画像診断が進歩した現在においても､ 進

行が早く自覚症状に乏しい膵臓癌の早期発見は困難で､

早期発見のストラテジーの確立は急務である｡ 体外式

超音波検査 (US) は簡便で低侵襲であり汎用性のあ

る検査法である｡ 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)｡ 今回

我々は膵臓癌の超音波診断において注意を要する間接

所見の検討を行った｡

【対象､ 方法】1996年以降､ 当院にて診断された膵臓

癌584症例 (男：女311:210) を対象とした｡ 年齢は中
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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､ 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｡ 主膵菅

拡張はUSで3mm以上のものとした｡ 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｡ また60日以上前にUSを施行してい

た136例 (23.2％) のうち1年以上前より施行歴を有す

る症例は86例認め､ 観察期間は中央値で965日 (367-

4791日) であった｡ 86例中の22例 (25.6％) に間接所

見を認めた｡ Stage 1 膵臓癌は25症例認め､ 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13例 (52％) であった｡ US:CT:EUSの腫

瘍の検出感度は各々､ 65%:70%:95%であった｡ USに

おいて腫瘍の間接所見は主膵管拡張が22例 (88％) に

みられ､ 嚢胞は8例 (28％) 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｡ 25例

中12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｡

12例中8例 (67％) は主膵管拡張もしくは嚢胞の所見

を呈していた｡

【結論】超音波検査は腫瘍の指摘の感度は他機器と比

較し高いもので無かったが､ 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｡

当院での 85 歳以上の超高齢者に
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
第89回日本消化器内視鏡学会総会

平成27年５月 名古屋

【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85歳以上の超高齢者の胆管結

石に対する内視鏡的治療を検討した｡

【対象､ 方法】当院で内視鏡治療を施行した胆管結石

1389症例のうち､ 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､ 85歳以上のA群; 108例と85歳未満のB群; 1102

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､ 生命予後に関して

は1389症例を対象に検討した｡

【成績】1)平均年齢はA群89.0歳：B群65.2歳｡ A群の

治療法はEST；103例(95.4%)､ EPBD：5例(4.6%) であ

りB群はEST：853例(77.4%)､ EPBD：249例(22.6%)で

あった｡ 結石に関しては単発で径10mm未満の比率は

A群23.1%：B群36.8%であった｡ 短期成績において､

膵炎､ 出血､ 消化管穿孔に有意差はみられなかったが､

心肺系合併症のみA群に多くみられた(A群2%：B群

0.4%；p<0.05)｡ 2)長期治療成績；観察期間は中央値

6.2年で膵胆道系障害の発生が195例(16.1％)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A群2年17.5％ : 3年25.7％､ B群2年7.0％：3年

9.1％でありA群が有意に高い結果であった(log rank

test: p<0.0001)｡ 対象期間中の1389症例での内視鏡治

療後の予後を検討において､ 両群とも死因は悪性腫瘍

が最も多く､ A群8例(23.5%)､ B群62例(34.6%)であっ

た｡ 同一入院での死亡例はA群3例(8.8%)､ B群6例(3.3

%)であり､ 対象症例全体のわずか0.6％であった｡

【結論】高齢者において心肺系合併症が多くみられた､

長期成績では高齢者の方がより多く､ 早い時期に膵胆

道系障害の発生がみられた｡ また内視鏡治療症例での

死亡症例はきわめて少ない結果であった｡

肝臓における判定と注意点

消化器内科
熊 田 卓
第56回日本人間ドック学会学術大会

平成27年７月 横浜

平成25度の悪性新生物の部位別にみた死亡率で肝臓は

10万人に対しそれぞれ男性では32.4人と4位を､ 女性
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では16.0人と5位を示している｡ 男性では平成17年を

ピークとして､ 女性では平成22年をピークとして近年

徐々に減少傾向にある｡ その中で大部分を占める肝細

胞がん (HCC) の成因は､ 従来は90％以上がB型肝炎

もしくはC型肝炎ウイルスに起因するものであったが､

21世紀に入ってからはそのどちらにも起因しない非B

非C型のHCCが目立つようになり､ 最近では30％近く

を占めるまでとなった｡ 腹部超音波検査は任意型検診

として腹部の実質臓器のがんの早期発見を目的として

広く用いられてきたが､ 肝臓に関しては肝炎検診が別

個に行われ､ ウイルス肝炎キャリアであることが判明

すると高危険群として病院もしくは診療所を中心にサー

ベイランスが行われ､ 検診の場で発見されるHCCは

それほど多くはなかった｡ しかし､ 前述したように高

危険群の設定が困難な非B非C型のHCCの増加に伴い､

検診における肝臓の腹部超音波スクリーニング検査の

重要性が増加してくると予想される｡ また､ 最近著増

しているメタボリックシンドロームの一つの表現型と

しての脂肪肝も超音波検診の対象として重要となった｡

腹部超音波検診では最も多く認められる所見で､ 進行

性の非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) と単純性脂肪

肝との鑑別が重要であるが超音波所見のみでは困難で

ある｡ ｢腹部超音波検診判定マニュアル｣ は､ これら

の最近の動向を意識して作成した｡ 本マニュアルでの

肝病変の構成は充実性病変､ 嚢胞性病変､ 肝石灰化お

よびびまん性病変にから成っている｡ これらの所見を

カテゴリー分類､ 超音波所見(結果通知表記載)､ 判定

区分に分けて記載するわけであるが､ 所見のとり方及

び現状の問題点を中心に講演する予定である｡

Volume Navigationを用いた
造影モードfusion imagingの有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第23回日本消化器関連学会週間

平成27年10月 東京

【はじめに】当院では､ 造影エコー検査時にリファレ

ンス画像と造影画像の2画面表示で行っている｡ GEヘ

ルスケア・ジャパン社製のLOGIQ E9 with Xdclearに

搭載されている造影手法のLow MIモードは､ 高分解

能な画像を提供してくれるが､ リファレンス画像を使

用できないため対象病変を見失う症例を経験した｡ ま

た通常のAM (Amplitude Modulation) 法を用いた造

影モードのリファレンス画像は分解能が悪く対象病変

の認識が困難な症例が多い｡ その場合はVolume

Navigationを用いて通常B-mode像やCT､ MRI像をリファ

レンス画像とし､ 造影手法であるAM法やLow MIモー

ドとfusionし2画面表示で造影エコー検査が可能である｡

今回我々は､ リファレンス画像で対象病変が認識困難

例に対し､ 造影モードと他の画像をfusion し良好な結

果が得られたので報告する｡

【対象】2014年7月から2015年2月の間に肝腫瘤性病変

に対して造影エコー検査を行った316症例中､ リファ

レンス画像が認識困難でVolume Navigationを用い造

影モードとfusionを行った肝細胞癌47症例61結節であ

る｡ 内訳は､ US-MRI fusion 51結節 US-US fusion

3結節 US-CT fusion 7結節､ 男性27例 女性20例､ 平

均年齢72.1歳 (59～85歳)､ 平均腫瘍径16.3㎜ (6～36

㎜) である｡

【方法】Volume Navigationを用いて通常のB-mode像

やCT､ MRI像をリファレンス画像としてAM法やLow

MI法を用いた造影エコーモードとfusionして造影エ

コー検査を行った｡

【結果】Volume Navigationを用いた造影モードfusion

imaging 47症例61結節中､ 45症例56結節 (91.8％)

はリファレンス画像で対象病変を参照しながら造影エ

コーが評価可能であった｡ 3症例4結節 (6.6％) は参

照可能であったが造影エコーは染影不良で評価できな

かった｡ 1結節 (1.6%) は存在位置の関係で描出でき

なかった｡

【考察】最近のCT､ MRIの画像検査の進歩に伴い小

さな肝腫瘤が検出されるようになっている｡ 特に肝細

胞癌ではその背景に肝硬変を伴っていることが多く､

超音波検査での小さな腫瘤の同定に難渋する場合は､

当然リファレンス画像も描出不良であり造影エコー検

査が難しくなる｡ このような場合にVolume Navigation

を用いた造影モードfusion imagingは､ 対象病変のリ

ファレンス画像として非常に有用な手法であると思わ

れる｡
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慢性肝疾患例におけるMR Elastography
とShear Wave Elastographyの比較・
検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】Shear Wave Elastography (SWE) 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 T, et al. Hepatology Research.

in press). 今回, MR Elastography (MRE) とSWEお

よび肝線維化スコアとの比較・検討を行った.

【対象】対象は2015年4月より6月までの間に当院で同

時期に肝のMREとSWEの測定が施行され, その弾性

値が得られた慢性肝疾患患者43例である. 年齢は70

(40－87) 歳, 性別 (男性/女性) は18/25例で, 背景

肝はB/C/非B非Cの順に3/36/4例であった. MREの使用

装置はGE社製Discovery MR750w 3.0Tで, SWEの使

用装置はSuperSonic Imagine社製 Aixplorerである. い

ずれの装置も肝右葉において肝硬度を測定した. 検討

項目はMREとSWE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.

【結果】 (1) 弾性値の平均 (±SD) はMERが3.9±

1.4kPa, SWEが10.5±6.4kPaであった (p＜0.001). 両

者の相関はy=2.28＋0.15x (y：MRE, x：SWE) で決

定係数 (R2) は0.49 (p＜0.001) と中程度の相関が認

められた. (2) MREと肝線維化スコアとの検討では

FIB4-indexとの相関はR2=0.12, p=0.022, APRIとの相

関はR2=0.27, p＜0.001, Forns indexとの相関はR2=

0.26, p＜0.001であった. (3) SWEと肝線維化スコア

との検討ではFIB4-indexとの相関はR2=0.01, p=0.434,

APRIとの相関はR2=0.03, p=0.127, Forns indexとの

相関はR2=0.10, p=0.042であった. (4) C型肝炎例の

みの検討においてFIB4-indexとの相関はMREがR2=0.50,

p＜0.001でSWEはR2=0.13, p=0.032であり, MREにお

いて比較的高い相関が認められた.

【結論】MREとSWEの相関は比較的良好であった.

さらにMERは各肝線維化スコアとも比較的良好な相

関が認められた. ただし同じ弾性値の単位でありながら

両者には有意差が認められており, 今後, 臨床の現場

における解釈に対して十分な検討が必要と考えられた.

HBe抗原陰性・HBV DNA低値例に
おける予後の検討
－FIB-4 indexによる分析―

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第41回日本肝臓学会西部会

平成27年12月 名古屋

【目的】高ウイルス量はB型肝炎における肝炎進展・

肝発癌のリスクのひとつである. 今回, HBV DNA

低値例において長期予後を検討した.

【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, HBe抗原陰性, HBV DNA 4 log

copies/ml未満, 核酸アナログ未投与で3年以上経過観

察しえた405例である. 年齢：52 (5－84)歳, 性別

(男性/女性) ：216/189例, HBV DNA：3.3 (1.8－3.9)

log copies/ml, HBs抗原：3.0 (0.1－7.9) log IU/ml, HB

コア関連抗原：2.9 (2.9－6.5) log U/ml, ゲノタイプ

(C/非C) ：226/53例, プレコア (野生/変異) ：36/207

例, コアプロモーター (野生/変異) ：79/122例, AFP：

2.1 (0.8－864.6) ng/mlであった. また肝線維化の指標

であるFIB4-indexは1.3 (0.1－21.2)であった. これら

の症例に対してHBs抗原の陰性化および予後の検討を

行った.

【成績】(1) 経過観察中にHBs抗原陰性化が認められ

たのは62例で, 累積陰性化率(3/5/10年)は0.5/3.1/10.3%

であった. (2) 経過観察に死亡したのは21例で, 累積

発癌率(3/5/10年)は0.0/0.6/4.6%であった. 死因は肝関

連死が8例で, 内訳は肝細胞癌5例, 肝不全2例, 食道

静脈瘤破裂1例であった. さらに非肝関連死は13例で,

内訳は悪性疾患が5例で非悪性疾患が8例であった. な

お, HBs抗原陰性化例からの死亡は3例のみで, 死因

は肝細胞癌, 乳癌, 外傷が各1例であった. (3) 性別,

HBV DNA, HBコア関連抗原, HBs抗原陰性化, ゲノ

タイプ , FIB4-indexを投入因子としてCox比例ハザー

ドモデルで検討した結果, 肝関連死ではFIB4-index高

値(2以上)がHR 23.66 (95%CI 2.62－213.84, p=0.005),

HBコア関連抗原(3 log U/ml以上) HR 6.96 (95%CI

1.15－42.18, p=0.035)でそれぞれ生存に関与する独立

した因子として選択された. さらに非肝関連死ではFIB

4-index高値(2以上)がHR 3.08 (95%CI 1.01－9.42, p=

0.048) で生存に関与する独立した因子として選択さ

れた.
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【結論】FIB4-indexはB型肝炎の肝炎進展・肝発癌リ

スクが低い群において, 肝関連死のみならず非肝関連

死の予測にも有用なマーカーであると考えられた. す

なわち, FIB4-index高値例では肝疾患だけでなく非肝

疾患死のリスクも十分念頭においた経過観察が必要で

あると考えられた.

[ワークショップ]

高齢C型肝炎における抗ウイルス療法
の生命予後に与えるインパクト
－ALT持続正常例と比較して－

消化器内科
熊田 卓､ 多田俊史

千葉徳洲会病院 消化器内科
島田紀朋

香川県立中央病院 肝臓内科
高口浩一

手稲渓仁会病院消化器センター
辻 邦彦

済生会新潟第二病院 消化器内科
石川 達

旭中央病院 消化器内科
糸林 詠
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】C型肝炎はDAAsの出現により今後､ 全例で

ウイルス駆除が期待される｡ IFNを基礎とした治療は

副作用のため高齢者への使用には制限があったが､

DAAsは副作用も少なく今後多くの高齢者で使用され

る｡ しかし､ 高齢者における抗ウイルス療法の有効性

については不明である｡ 今回､ 70歳以降にウイルス学

的著効 (SVR) の得られたC型肝炎患者を､ 抗ウイル

ス療法を行わなかったALT持続正常 (PNALT) 例と

背景をマッチさせ､ 生命予後に与えるインパクトにつ

いて検討した｡

【方法】本研究は､ IFNをベースとした抗ウイルス療

法を行い70歳以上の時点でウイルス学的著効 (SVR)

が確認された症例を集積した多施設共同研究である｡

70歳以上のSVR例112例がエントリーされた｡ 70歳以

上で経過観察が開始され､ 抗ウイルス療法が行われな

かったPNALT 261例をコントロールとした｡ これら

の2群で年齢､ 性､ 血小板､ ALT､ AST､ γGTPをマッチ

させ (propensity score法)､ 発癌率､ 肝疾患関連死亡

率､ 非肝疾患関連生存率､ 全死亡率について検討した｡

【成績】SVR群とPNALT群は各85例選択された｡

Hosmer と Lemeshow検定は0.613､ AUCは0.781 (0.731-

0.830) であった｡ 2群の背景因子はSVR群とPNALT群

で性別(男/女)､ 年齢､ 血小板､ ALT､ AST､ γGTPは

それぞれ40/45と49/36 (p=0.1665)､ 73歳 (70-83) と

73歳 (70-82) (p=0.9725)､ 15.7万 (8.2-40.2) と17.8万

(5.6-65.6) (p=0.1388)､ 21IU/L (5-62) と23IU/L (9-

40) (p=0.2001)､ 25IU/L (12-57) と29IU/L (14-96)

(p=0.0531)､ 24IU/L (12-282) と22IU/L (9-114) (p=

0.1035) と有意差は認めなかった｡ SVR群とPNALT群

の発癌率を比較すると差を認めず(10年で5.1％と10.1

％､ p=0.2563)､ 肝疾患関連生存率でも差が無かった

(p=0.7260)｡ しかし非肝疾患関連生存率はSVR群で

PNALT群より良好な傾向を認めた (10年で100.0％と

84.5％､ p=0.0936)｡

【考案と結語】C型肝炎に起因する免疫学的な異常は

各種全身疾患を惹起することはよく知られている｡ 高

齢者C型肝炎でのウイルス駆除はこれら全身疾患によ

る死亡率を軽減する可能性が示された｡

疫学からみた若年者 C型肝炎の
特徴と問題点

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】45歳以下の比較的若年のC型肝炎症例の特徴

を解析するとともに､ 若年者C型肝炎症例の問題点に

ついて考察した｡

【方法】1990年1月～2013年3月の期間に当施設を初診

したC型慢性肝炎症例3269例について､ 出生年別の患

者数およびHCV genotypeの分布について比較した｡

また1970年代以降に出生した症例において､ 初診後の

通院継続率およびインターフェロンによる抗HCV療

法施行既往例の割合をgenotype別に比較した｡
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【成績】症例全体の構成は男性1790例／女性1479例・

年齢67.1±13.3歳､ genotype分布はgenotype 1b・64.3%､

2a・27.0%､ 2b・7.7%・その他・1.0％であった｡ HCV

感染者数は1930年代生まれが1130例と最も多く､ その

後1940年代生まれ877例､ 1950年代生まれ433例､ 1960

年代生まれ177例と急速に減少し1970年代以降生まれ

の症例は135例であった｡ 出生年別にHCV genotypeの

分布を比較すると､ genotype 1b・2a・2b・その他／

混合型の割合は1950年代以前で66.4％・26.7％・6.0％・

0.9％､ 1960年代で53.1％・28.2％・16.4％・2.3％､

1970年代以降で32.6％・31.8％・32.6％・3.0％であり､

genotype 1bの割合が減少し (p＜0.0001)､ genotype

2aの割合はほぼ一定､ genotype 2bの割合は増加して

いた (p＜0.0001)｡ 次に出生年が1970年代以降の症例

における初診後の通院状況をみると､ 初診1年後・5年

後・10年後の通院継続率はgenotype 1bで93.2％・69.8

％・50.7％､ genotype 2aで74.4％・57.1％・45.0％､

genotype 2bで65.9％・47.7％・21.0％であり､ genotype

2bで有意に低かった (genotype 1b vs. 2a, p＝0.4227；

genotype 1b vs. 2b, p＝0.0014；genotype 2a vs. 2b, p＝

0.0474)｡ インターフェロンによる抗ウイルス療法を

施行された症例はgenotype 1bで61.4％､ 2aで58.1％､

2bで36.4％であり､ genotype 2b症例で有意に低かった

(p＝0.0387)｡

【考案】1970年代以降に出生した若年者においては､

それ以前に出生した症例に比して従来わが国において

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り､ この変化には感染経路の変

化が関連している可能性が考えられた｡ 一方若年者に

おいて増加しているgenotype 2b症例の通院継続率は

他のgenotype感染例よりも低く､ 抗ウイルス療法施行

例が少なかった｡ C型肝炎撲滅の観点からこの集団を

いかに通院させて治療を受けさせるかが今後の課題の

１つになる可能性が考えられた｡

早期肝細胞癌根治切除例における治療
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51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】最近､ 臨床において測定が可能となった新規

糖鎖マーカーM2BPGi値は肝の線維化を反映するマー

カーであるとともに､ C型肝炎においては肝癌発生の

予測因子である可能性が報告されている｡ われわれは

M2BPGi値の早期肝細胞癌の予後予測における有用性

について評価した｡

【方法】2000年～2013年に当施設において診断・治療

したBCLC stage 0またはAの早期肝細胞癌根治切除例

240例について検討した｡ 治療前の保存血清を用いて

血清中のM2BPGi値を測定し､ 根治切除後の再発率・

生存率との関係を解析した｡

【成績】血清M2BPGi値を切除肝非癌部の線維化と比

較すると､ F2で2.01 (95％C.I.1.41－2.63) ・F3で3.32

(2.51－4.13) ・F4で5.06 (4.35－5.78) とM2BPGi値は

線維化の進行とともに上昇した (F2 vs. F3, p＝0.246；

F3 vs. F4, p＝0.0006；F2 vs. F4, p＜0.0001)｡ 多変

量解析にて根治切除後の予後と関連する因子を解析す

ると､ 再発に関与する因子は最大腫瘍径2cm以上[ハ

ザード比1.85 (1.24－2.77) ：p＝0.0025]・非癌部の肝

線維化F4[1.78 (1.19－2.68) ：p＝0.0047]・治療前

M2BPGi3以上[1.80 (1.21－2.71) ：p＝0.0036]､ 生存

に関与する因子は年齢[ハザード比1.05 (1.02－1.09) ：

p＝0.0023]・治療前M2BPGi3以上[1.97 (1.15－3.42) ：

p＝0.0036]であり､ 腫瘍個数や治療前のAFP・PIVKA-

IIは予後に関与しなかった｡ 治療前M2BPGiにより根

治切除後の再発・生存率を比較すると､ 1・3・5年再

発率は治療前M2BPGi ≦ 3.0 (n=124)で21.7％・40.4

％・49.3％､ M2BPGi ＞ 3.0 (n=116)で30.4％・65.1％・

75.3％とM2BPGi高値例で有意に高く (p＝0.0038)､ 1・

3・5・10年生存率は治療前M2BPGi ≦ 3.0で97.3％・

90.1％・82.0％・63.8％､ M2BPGi ＞ 3.0で90.8％・85.7

％・74.1％・38.5％とM2BPGi高値例で有意に低かっ

た (p＝0.0187)｡

【考案】治療前M2BPGi値は切除肝非癌部の線維化の

程度との相関を認めた｡ 一方､ M2BPGi値は切除肝非

癌部の線維化の程度とは独立して肝細胞癌根治切除後

の再発率・生存率に関与していた｡ M2BPGiは単に肝

線維を反映するマーカーではなく､ 肝線維化以上に肝

発癌・治療後再発のリスク因子となる可能性が示唆さ

れた｡
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Bモードおよび造影超音波による早期
肝細胞癌の診断
―高分化肝細胞癌切除例での検討―

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝臓学会総会

平成27年５月 熊本

【目的】 ｢肝腫瘤の超音波診断基準｣ に基づき, 得ら

れたBモードおよび造影超音波の所見から高分化型肝

細胞癌において早期癌と進行癌の鑑別能につき検討を

行った.

【方法】対象は2007年1月から2014年10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5cm以下の高分化肝細胞癌57例,

57結節である. 年齢中央値は71歳, 性別 (男性/女性)

は37例/20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) は17例/35例/5例であっ

た. なお今回の検討では小結節境界不明瞭型を早期癌

(n=17), それ以外を進行癌(n=40)と定義した. Bモー

ド超音波所見は形状 (円形・類円形, 不整形), 境界

(明瞭, 不明瞭), 内部エコー (高, 低, 等, 不均一,

モザイク) に分類し, 造影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, 灌流イメージ；

均一・不均一), 門脈優位相 (washout；あり・なし),

後血管相 (エコー輝度；欠損・不完全な欠損・同等)

に分類し検討を行った.

【成績】(1)早期癌の診断能としてROC解析を行った.

Bモードにおける検討では形状, 境界, 内部エコーの

順にAUROCは0.551, 0.803, 0.629であった. 造影超

音波の検討では血管イメージ, 灌流イメージ, 門脈優

位相, 後血管相の順にAUROCは0.531, 0.550, 0.616,

0.807であった. (2)多重ロジステック解析 (変数増減

法) の結果, Bモードでは境界 (不明瞭) がオッズ比：

21.60 (95％CI：5.440－106.798, p＜0.001), 造影では

後血管相 (欠損がオッズ比：0.020 (95％CI：0.001－

0.157, p＜0.001), 不完全な欠損がオッズ比：0.082

(95％CI：0.014－0.358, p＜0.001)) にてそれぞれ早期

癌に関与する独立した所見として選択された. (3)早

期癌の診断能として, Bモード・境界と造影超音波・

後血管相を組み合わせてROC解析を行った結果,

AUROCは0.902 (95％CI：0.780－0.959)と良好であっ

た. パラメーター推定式はY=1.587-1.542×(Bモード

境界：不明瞭1点/明瞭-1点)＋2.009×(後血管相：欠損

1点/不完全欠損もしくは同等-1点)＋1.026×(後血管相：

不完全欠損1点/欠損もしくは同等-1点)で, カットオフ

値を1.028としたとき, 感度, 特異度, 陽性適中率,

陰性適中率および正診率はそれぞれ82.4％, 82.5％,

66.7％, 91.7％, 82.5％であった.

【考案】多重ロジステック解析により得られたBモー

ド・境界と造影超音波・後血管相の所見を組み合わせ

ることにより, ROC解析にて良好な早期肝癌の診断

能が得られた.

【結語】超音波検査 (Bモードおよび造影) は高分化

型肝細胞癌において早期癌の診断に有用な検査である.

腹部悪性腫瘍の早期診断の限界と
見逃してはいけない所見

消化器内科
熊 田 卓
日本超音波医学会第88回学術集会

平成27年５月 東京

血清アルブミン・ビリルビン値のみに
よる新しい残存肝機能の評価法

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史

Chinese University of Hong Kong
Paul Lai

Clinica Universidad de Navarra
Bruno Sangro

University of Liverpool
Philip J. Johnson
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】肝細胞癌患者の残存肝機能評価には一般に

Child-Pugh分類が用いられるが､ その基準には主観的

な要素があり投与薬剤によっても影響を受ける｡ 一方

肝切除の適応判断における肝機能評価にはICGが使用

されるが､ アナフィラキシーのリスクがあるとともに､
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排泄異常症など正確な残存肝機能の把握が困難な場合

もある｡ われわれは血清アルブミン (ALB) 値とビリ

ルビン (Bil) 値を用いた簡便な肝機能の評価式 (ALBI

score) を構築し (Johnson PJ, et al. J Clin Oncol 2015;

33: 550-8)､ 治療適応判断のための残存肝機能評価

における有用性を国際比較も行って検討した｡

【方法】肝切除・RFA・肝移植のいずれかを施行した

初発肝細胞癌根治治療例を対象とし､ 日本 (1154例) ・

欧州 (英国およびスペイン) (749例) ・香港 (738例)

でALB・Bil値によるALBI scoreとICGとの相関を検討

するとともに､ ALBI scoreによる根治治療後の生存率

を比較した｡ ALBI scoreは＝(log10 bilirubin[μmol/L]

X 0.66)＋(albumin[g/L] X -0.085)で算出し､ 肝機能の

良好な方から≦-2.60をALBI grade 1､ ＜-2.60かつ≦

-1.39をgrade 2､ ＜-1.39をgrade 3と分類した｡

【成績】ICGが施行されていた日本・欧州・香港の計

2218例においてALBI scoreはICG15分値と良好な相関

を示した (r2＝0.63､ p＜0.0001)｡ 肝切除例 (日本645

例・欧州229例・香港463例) では､ 各地域で90％以上

がChild-Pugh Aの症例であったが､ いずれの地域にお

いてもALBI grade 1症例はgrade 2症例のほぼ2倍の生

存期間を示した｡ 経皮治療症例 (日本494例・欧州209

例・香港275例) でも同様の傾向であった｡ 一方､ 欧

州の肝移植症例 (303例) では､ ALBI grade 1～3の

間で移植後の生存率に差は認めなかった｡

【考案】ALBI scoreはChild-Pugh Aの肝切除症例にお

いて有意に予後を分別した｡ 血液データのみによる残

存肝機能の指標なため切除後の経時的な推移も評価可

能であり､ ICGとよく相関していることから術後の残

存肝機能の変化の評価にも有用であると考えられた｡

一方ALBI grade 2・3の症例の予後はgrade 1に比して

悪く､ 可能であれば移植を模索すべきかもしれない｡

RFA治療効果判定における
US fusion imagingの有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第51回日本肝癌研究会

平成27年７月 神戸

【目的】肝癌に対するRFAの効果判定はCT検査やMRI

検査が用いられることが多い. しかし実際のRFAは超

音波ガイド下で行われており, 追加治療を考慮する上

でも造影エコー (CEUS) によるRFAの効果判定が理

想ではないかと考えられる. 今回われわれは, LOGIQ

E9 with Xdclear (に搭載されたVolume Navigationを用

い, RFA前のB-mode像とRFA効果判定時のCEUS像と

fusionし, RFAの治療効果判定を行ったので報告する.

【方法】2014年12月から2015年2月の間に肝癌のRFA

治療効果判定にCEUSがなされた13例14結節である｡

男性10例, 女性3例で, 年齢は72.4歳 (64－87歳), 腫

瘍径は16.1㎜ (9－29㎜) であった. 方法はRFA直前

に患者の胸部にVolume Navigation Reference Sensorを

装着し､ 治療対象となる結節を含めてC1-6プローブを

用い一方向にsweep scanし3D画像情報を収集した. そ

の後fusion同期位置情報を保存し, 3D画像情報を収集

したプローブの位置を患者にマーキングした, RFA後

数日内に行われた造影エコー時に収集した3D画像情

報を読み込み, CEUS像とfusionして結節の位置と焼

灼範囲の評価を行った. 治療効果判定はソナゾイドに

より肝実質が十分染影された時相で評価し, 焼灼範囲

内に腫瘍染影がみられずかつ焼灼範囲径が結節径より

もXYZ軸方向で10㎜以上の場合を効果良好とした.

【成績】後述する1例を除き12例で効果判定CEUS時

に容易にfusion可能であった. 残り１例は結節の位置

がS4横隔膜直下の症例で, 術前の3D画像情報が取得

できずMRIでの効果判定がなされた. 術前の3D画像

情報が取得できた11例12結節はCEUSでRFAの効果は

良好であり, このうち7例8結節はCTもしくはMRIの

同時判定でも効果良好であった. なお1症例1結節はC

EUSおよびCTにて効果不十分とされ追加治療された.

【結論】Volume NavigationによるUS fusion機能は肝癌

の診断や治療のみでなく, RFA治療効果の領域において

も精度を向上させるためには必須の技術と考えられた.

C型慢性肝炎SVR後の肝発癌サーベイ
ランスにおける肝線維化血液マーカー
APRI・FIB-4 index・Forns index
の有用性の比較

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第41回日本肝臓学会西部会
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平成27年12月 名古屋

【目的】経口抗HCV薬の使用によるSVR症例の増加

にともない､ SVR後肝発癌に対するサーベイランス体

制の確立が急務となっている｡ 肝線維化はSVR後肝発

癌と密接な関係が報告されていることから､ われわれ

は採血データによる肝線維化の各種indexのSVR後肝

細胞癌のサーベイランスにおける有用性を評価した｡

【方法】2000年～2013年に当施設においてインターフェ

ロンによる抗ウイルス療法を施行し､ SVRとなったC

型慢性肝炎症例522例を対象とした｡ これらの症例の

SVR24の時点における年齢・血小板値・AST・ALT・

γ-GTP・総コレステロール値を用いて治療開始前と

SVR24におけるAPRI・FIB4 index・Forns indexを算

出した｡ これらの症例をSVR後原則として半年おきに

1.5～22.9年follow-upし､ それぞれのindexのSVR後の

サーベイランスにおける有用性を比較した｡

【成績】患者は治療開始時年齢50.6±11.8歳､ 男性292

例・女性230例であり､ SVR24における肝線維化index

はAPRI0.44±0.34・FIB4 index1.84±1.23・Forns index

5.23±1.88であった｡ 経過観察中21例 (4.0％) でSVR

後肝細胞癌の発生がみられた｡ 報告されているadvanced

fibrosis予測のカットオフ値 (APRI2.0・FIB4 index3.25・

Forns index6.9) を用いてSVR後の発癌率を比較する

と､ 5・10年発癌率はAPRI2.0以下1.1％・5.4％､ 2.0以

上33.3％・33.3％､ FIB4 index3.25以下0.7％・4.3％､

3.25以上5.4％・17.1％､ Forns index6.9以下0.3％・4.3

％､ 6.9以上6.2％・13.2％であり､ SVR後の発癌リス

クをよく分別したが (いずれもp＜0.0001)､ いずれの

場合もadvanced fibrosisと予測されなかった症例にお

いても発癌例が存在した｡ 一方､ SVR発癌例における

SVR24の時点での肝線維化indexの最低値はAPRI0.24・

FIB4index1.26・Forns index5.17であり､ 各indexがこれ

らの値より低かったそれぞれ121例 (23.2％) ・184例

(35.2％) ・238例 (45.6％) からはSVR後肝発癌例は

みられなかった｡

【考案】肝線維化はSVR後発癌の危険因子であるが､

はAPRI・FIB4index・Forns indexの低値例からもSVR

後発癌がみられた｡ 今回の検討ではForns index にお

いてSVR後発癌しない症例をより多く同定できたこと

から､ SVR後サーベイランスの軽減の観点からみると

3つのindexのうちではForns indexを目安にするのが最

もよい可能性が示唆された｡

DLco/VAは間質性肺炎における有用
な指標となり得るか？

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
狩野裕久､ 堀 翔
第55回日本呼吸器学会学術集会

平成27年４月 東京

びまん性肺疾患終末期におけるハイフ
ローネーザルカニューラシステム導入
による呼吸管理の変化

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55回日本呼吸器学会学術集会

平成27年４月 東京

びまん性肺疾患に対するステロイドと
免疫抑制剤併用療法の当科における現実

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55回日本呼吸器学会学術集会

平成27年４月 東京

COPD-PS併用によるCOPD健診の
診断効率の変化に関する検討

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第55回日本呼吸器学会学術集会

平成27年４月 東京
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インダカテロール吸入中のCOPD
患者にアシストユースは有効か？

呼吸器内科
狩野裕久､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 中島治典､ 日比美智子
白木 晶､ 堀 翔
第55回日本呼吸器学会学術集会

平成27年４月 東京

筋炎関連間質性肺炎における予後因子
の検討

呼吸器内科
白 木 晶
第61回日本リウマチ学会学術集会

平成27年４月 名古屋

画像所見よりABPA/ABPMを疑い､
気管支鏡検査を施行した 5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
大曽根祥子､ 堀 翔
第15回岐阜呼吸器感染症セミナー

平成27年４月 大垣

Asthma-COPD Overlap Syndrome
の診断アルゴリズムと臨床診断の際に関
する検討

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
第64回日本アレルギー学会学術大会

平成27年５月 東京

ワークショップ形式の吸入指導講習会
の試み

呼吸器内科
白木 晶､ 進藤 丈

古井医院
古井秀彦

東近江総合医療センター呼吸器内科
小熊哲也

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科
駒瀬裕子
第64回日本アレルギー学会学術大会

平成27年５月 東京

平成26年度COPD検診の結果報告

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第14回西濃COPDフォーラム

平成27年６月 大垣

増悪後リハビリテーションを経て
良好な経過をたどったCOPDの1例

呼吸器内科
日 比 美 智 子
第14回西濃COPDフォーラム

平成27年６月 大垣

末梢型原発性肺癌に対するガイド
シースを用いたアプローチ法の検討

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38回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

平成27年６月 東京
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血栓性血小板減少性紫斑病を合併した
膠原病関連間質性肺炎の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､ 大曽根祥子､ 堀 翔
第107回日本呼吸器学会東海地方学会

平成27年６月 名古屋

胸腔ドレナージで肺損傷を来した
緊張性気胸の２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
大曽根祥子､ 堀 翔

呼吸器外科
重光希公生､ 石黒太志､ 川崎成章
第107回日本呼吸器学会東海地方学会

平成27年６月 名古屋

2型呼吸不全を呈した横隔膜弛緩症の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､ 大曽根祥子
第107回日本呼吸器学会東海地方学会

平成27年６月 名古屋

当院における間質性肺炎終末期の現状

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20回日本緩和医療学会学術大会

平成27年６月 横浜

抗PD-1抗体による薬剤性間質性肺炎
が疑われた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
狩野裕久､ 堀 翔
第226回日本内科学会東海地方会

平成27年６月 名古屋

当院における筋炎関連間質性肺炎に
対するBALの検討

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
大曽根祥子､ 堀 翔
第49回日本気管支内視鏡学会中部支部会

平成27年６月 名古屋

興味ある気管支鏡所見を呈した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
大曽根祥子､ 堀 翔
第49回日本気管支内視鏡学会中部支部会

平成27年６月 名古屋

抗PD-1抗体による薬剤性肺炎が
疑われた1例

呼吸器内科
日 比 美 智 子
西濃がんサポーティブケア研究会

平成27年10月 大垣
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COPD検診による一般住民における
COPD認知度の変化

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成27年10月 浦安

間質性肺炎急性増悪におけるネーザル
ハイフロー治療の意義

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
大曽根祥子､ 堀 翔
第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成27年10月 浦安

【背景と目的】間質性肺炎急性増悪は予後不良の病態

であり､ 呼吸管理においてはQOLの点についても配

慮を要する｡ 近年､ IPPV, NPPVに加えネーザルハイ

フロー(NHF)が使用可能となったがその意義は定まっ

ていない｡

【方法】2010年以降に入院加療を行った間質性肺炎急

性増悪症例を対象とし､ 後ろ向きにデータを収集し解

析を行い､ NHF導入前後での比較を行った｡

【結果】症例はのべ112例｡ 男性87例､ 女性22例､ 平

均年齢71.9歳｡ NHF導入前 (N=53) と後 (N=59) の

比較では､ 死亡率はそれぞれ43.4％､ 50.8％と差を認

めなかった｡ NHF導入後のNHF使用例は25例 (42％)､

人工呼吸器管理施行例はNHF導入前後で17例(32%),19

例(32%)と同程度であった｡ 導入前において増悪日か

らNPPV開始まで4.9日であったの対し､ 導入後は増悪

日からNHFの使用開始までは4.3日､ NPPV開始までは

8.9日であった｡ NPPVを要せずNHF管理中に改善を得

られた症例も3例認めた｡

【結語】 NHFは治療予後に影響を与えることなくNP

PV開始を遅らせることができる可能性があり､ 患者

のQOLの向上に寄与しうるものと考えられた｡

長時間作用性β刺激薬吸入中のCOPD
症例に対するアシストユースの効果

呼吸器内科
白木 晶､ 安藤守秀､ 中島治典
日比美智子､ 堀 翔
第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成27年10月 浦安

【背景】短時間作用性β刺激薬(SABA)を運動前に吸

入するアシストユースが提唱されており､ リハビリテー

ションとの相乗効果が報告されている｡ 一方で強力な

長時間作用性β刺激薬吸入剤(LABA)がCOPD症例に

使用可能となっており､ こういった症例に対するSABA

アシストユースの効果は不明である｡

【目的】LABA吸入中のCOPD症例におけるSABAア

シストユースの効果を､ 運動耐用能の面から検討する｡

【方法】安定期COPD症例を対象とした｡ 漸増シャト

ルウォーキングテスト(ISWT)を施行し､ 5分間休憩の

後プロカテロール 20ugを吸入してもらった｡ 更に20

分間後に再度ISWTを施行し､ SABA吸入の前後での

歩行距離の差を検討した｡

【結果】2013年9月から2015年1月までの期間に､ 74名

のCOPD症例で上記プロトコールを施行した｡ インダ

カテロールを吸入していた症例は42例､ それ以外の

LABAを使用していた症例は14例､ 長時間作用性抗コ

リン薬(LAMA)吸入例が18例であった｡ インダカテロー

ル群はSABA吸入後にISWTの歩行距離が0.24mしか伸

びなかったのに対し､ 他のLABA群では15.0m､ LAMA

群では14.4mの延長効果がみられた｡

【結論】インダカテロール吸入中のCOPD症例では､

SABAアシストユースの効果が弱い可能性がある｡

当院におけるネーザルハイフローの
使用実態

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
大曽根祥子､ 堀 翔
第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会
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平成27年10月 浦安

【背景】ネーザルハイフローは､ 近年新たに登場した

酸素投与のデバイスである｡ その利便性から急速に普

及しているが､ その適応は未だ明確ではない｡

【目的】当院におけるネーザルハイフローの使用目的､

対象疾患を明らかにする｡

【対象と方法】当院でHFNCが導入された2012年４月

から2015年3月末までの3年間にネーザルハイフローを

使用した15歳以上の症例のべ139例(患者数129名)につ

いて診療録を基に後方視的な解析を行った｡

【結果】2012年度は13例､ 2013年度は54例､ 2014年度

は72例と､ 使用件数は年々増加傾向にあった｡ 集中治

療室や救命病棟で装着した症例は41例(29.5%)で､ 残

りは一般病棟で使用していた｡ 使用目的は､ 139例の

うち､ 酸素化維持目的が111例(79.9%)であった｡ PEEP

効果を期待しての使用が19例(13.7%)｡ 加湿目的が9例

(6.5%)｡ 対象疾患は､ 間質性肺炎の増悪が最も多くて

46例(33.1%)｡ 次に､ 抜管後の補助としての使用が32

例(23.0%)､ 肺炎25例(18.0%)､ 心不全12例(8.6%)､ 肺

癌5例(3.6%)､ その他19例(13.7%)であった｡

【結語】ネーザルハイフローは､ 使用場所を選ばず､

効果的な高濃度酸素投与が行えるため､ 酸素化維持の

ために使用されることが多くなってきておりその適応

も多岐に渡る｡ 今後もさらに普及が進むと予想される

が､ NPPVとの適応の棲み分けを検討していく必要が

ある｡

呼気流速が速くディスカスホイッスル
が鳴らなかった気管支喘息の1例

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
大曽根祥子､ 堀 翔
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

全肺洗浄を施行した肺胞蛋白症の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
大曽根祥子､ 堀 翔
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

肺結核治療中に血小板減少を呈した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､ 大曽根祥子
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

月経随伴生気胸が疑われた1例

呼吸器内科
米山将太郎､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 大曽根祥子､ 堀 翔

呼吸器外科
重光希公生､ 石黒大志､ 川崎成章
東山将大
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

バッグバルブマスクを用いてNPPV
使用下に気道異物除去を施行した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
大曽根祥子､ 堀 翔
第50回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会
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平成27年12月 名古屋

[シンポジウム]

院内連携の実際

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成27年10月 浦安

私達の施設では, 現在呼吸リハ専従の理学療法士を

8名おいて急性期から慢性期までの呼吸リハを展開し

ている.

・ICU/HCUにおける急性期呼吸リハ

ICU/HCUでは年間約800例に対し急性期呼吸リハを

実施している. 理学療法士は3名が常駐し, 毎日朝夕

医師と共に回診し介入が必要な患者を拾い上げている.

カンファレンスも連日実施している. リハの実施は原

則退室までとし, 退室後も継続が必要な患者について

は, 理学療法士はICU/HCU担当から病棟担当に交代

している.

・一般病棟における急性期から回復期の呼吸リハ

一般病徴では年間約500例に対して呼吸リハを行っ

ている. 呼吸器内科病棟には2名の理学療法士が常駐

し, 週2回医師と共に回診して介入が必要な患者を拾

い上げている. カンファレンスは隔週で実施している.

呼吸器内科病棟以外については開始時に理学療法士と

ともに呼吸器内科医が回診し, 初回のプランニングを

行っている. COPDなど基礎疾患があり外来継続が必

要と考えられる患者については了承が得られれば退院

時に外来リハの予約を入れている. 外来移行時には理

学療法士は病棟担当から外来担当に引き継いでいる.

・外来における慢性期の呼吸リハ

外来ではCOPD患者を中心に常時約160名の慢性呼

吸器疾患患者に通院リハを継続実施している. 外来担

当理学療法士は5名 (うち2名は外来専従) で, カンファ

レンスは月1回全例に対して行っている.

このように専従理学療法士の間で患者を共有し, ICU/

HCU-一般病棟-外来でそれぞれの部署の専従者が患者

を引き継いでいくことで効率よく多数の患者を診てい

くことが可能となっている. またICU/HCU, 呼吸器

内科病棟については常駐理学療法士を置くことで医師,

看護師をはじめとする病棟スタッフとの密な連携が可

能となっている.

硬性気管支鏡-導入時の問題点とメリット

呼吸器内科
中 島 治 典
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

呼吸器学会における男女共同参画の
取り組みと今後の課題

呼吸器内科
大 曽 根 祥 子
第108回日本呼吸器学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

呼吸器系のCQとコンセンサスについて

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第43回日本集中治療医学会学術集会

平成28年２月 神戸

早期リハビリテーションエキスパートコンセンサスに

おいて, 私達は主として呼吸器系のCQをまとめ, そ

れに対するコンセンサスの作成を行った. 私達の担当

したCQは以下の8項目である.

1.早期離床や早期からの運動は挿管人工呼吸患者にお

いても安全に実施し得るか. 2.早期離床や早期からの

運動はせん妄を改善するのか. 3.早期離床や早期から

の運動はせん妄を予防するか. 4.適正な鎮痛鎮静プロ

トコールは早期リハの効果を促進するか. 5.呼吸理学

療法は呼吸器合併症を予防するか. 6.呼吸理学療法は

無気肺の解除に有効か. 7.早期からの口腔や嚥下機能
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への介入は誤嚥性肺炎を予防できるか (挿管中, 抜管

後). 8.集中治療室での早期離床や早期からの運動の

中止基準 (進行基準) は, このうち1-4および8は主と

して早期離床に関連する項目であり, 早期離床や早期

からの運動は挿管人工呼吸患者においても安全である

ことと, 早期離床はせん妄を改善することにおいて私

達の見解は一致している. しかし早期離床のせん妄予

防効果については十分に期待はされるがまだ直接検証

されておらず現時点では明らかではない. また適正な

鎮痛鎮静プロトコールは早期リハビリテーションの実

施に必要であると考えられるが, 実際にそれが早期リ

ハの効果を促進することはまだ示されていない. 従っ

てこれらはこれから検証されなければならない. 集中

治療室における早期離床の中止および進行の基準につ

いてはこれまでに幾つかの提案が成されており, その

内容も概ね一致しているが, 一つ一つの基準の妥当性

の検証はまだこれからの段階であると考えられる. 5-6

は呼吸理学療法に関する項目であるが, 早期リハビリ

テーションにおける呼吸理学療法の位置づけは明確で

なく, 委員会においても呼吸理学療法に関する項目は

CQとして不要ではないかとの意見も出されていた.

しかし呼吸管理中の患者に対してアプローチする以上,

呼吸に関する項目を検討することは矢張り必須である

と私達は考えている. ここで重要なことは, 排痰や呼

吸練習を中心とした従来型の呼吸理学療法は集中治療

の領域おいて一般に無効であり, 漫然とこれを行うこ

とは推奨されないこと, これに対し非挿管患者に対す

る間欠的CPAP療法や挿管中の患者に対するマニュア

ルハイパーインフレーションなどのリクルートメント

に関連した手技は無気肺や肺炎など呼吸管理に関連し

た呼吸器合併症を防止する可能性があることである.

従って呼吸理学療法に対する視点を今後は変えていく

必要があると考えられる. 以上のコンセンサスを代表

的な文献を紹介しながら解説する.

抗ARS抗体症候群に合併した
間質性肺炎

呼吸器内科
白 木 晶
第35回日本画像医学会

平成28年２月 東京

[パネルディスカッション]

内視鏡所見の読み

呼吸器内科
中 島 治 典
第50回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会

平成27年12月 名古屋

Paradoxical Undersensing of Atrial
Electrograms during Atrial
Tachyarrhythmias in Patients with
Dual Chamber Pacemakers: A Clinical
and in Vitro Study

循環器内科
森 島 逸 郎
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【Purpose】Paradoxical atrial undersensing(PAUS), an

undersensing at high atrial sensitivity and with the

returnof normal sensing at lower sensitivity during atrial

fibrillation(AF), may be caused by repeated activation

of quiet timer blanking inter-val(QTB). The setting

under which PAUS occurs was investigated.

【Methods】 ( 1 )In 3 0 patients with dual-chamber

pacemakers and AF, theatrial sensitivity was increased

in a stepwise fashion up to the maximum sensitivity to

determine whether PAUS occurred. (2 )Six different

types of pacemakers were connected to a pulse generator.

A pulse with 2, 5, 10, 15, 20, and 25mV 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(all had

QTB). 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(CL)(157±20ms

vs. 196±51ms, p=0.03) during AF than those without

PAUS. In vitro study, PAUS was seen only in the

devices equipped with QTB. There was a higher pulse
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amplitude and shorter pulse CL associated with the

lower sensing threshold of the PAUS as shown in the

clinical study.

【Conclusions】PAUS can occur in a substantial proportion

of patients with pacemakers equipped with QTB. Proper

sensitivity settings are necessary to avoid PAUS,

especially in patients with a high sensed atrial amplitude

and short atrial CL during AF.

Which OACs is Better, Vitamin K
Antagonist (VKA) or NOACS, in
Patients Who Undertaken Percuta-
neous Coronary Intervention?

循環器内科
吉 田 路 加
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

Background It was revealed that combination usage of

OACs and antiplatelet agent increased the risk of

bleeding. However, it is unknown which OACs is better,

VKA or NOACs, in patients undertaken PCI. Method

and result We investigated 2051 patients undertaken

PCI between April 2011 and March 2014. In those we

selected 190 patients taking OACs and antiplatelet

agents. The primary outcome was bleeding episode, and

secondary endpoint was composite outcome of death,

myocardial infarction, stroke and target-vessel revascula

rization. Mean age were 71.9 (SD 9.4) years and

mean CHA2DS2-VASC and HASBLED score were4.3

(SD 1.6) and 3.1 (SD 1.0). VKA were used in 136

patients and NOACs were used in 54 patients. The

bleeding episode was tend to less in NOACs group (8

[14.8%] in NOACs and 38 [27.9%] in VKA, hazard

ratio [HR] 0.55, p=0.10) in all follow-up period, and

the difference between NOACs and VKA was statistically

significant in the period of triple therapy (OACs and

DAPT) (1 [4.5%] patient receiving NOACs and 27 [27.6%]

patinets receiving VKA, HR 0.16, 95%CI 0.009-0.78,

p=0.017). The secondary composite outcome occurred

in 4 (7.4%) patients receiving NOACs and 31 (22.8%)

patients receiving VKA (HR 0.36, p=0.03). Conclusion

Usage of NOACs in combination with antiplatelet agent

was associated with a significant reduction in bleeding

complication compared with VKA.

Safety of Electrical Cardioversion of
Atrial Fibrillation with the Novel Oral
Anti-Coagulants in the Real World
Clinical Practice

循環器内科
柴田直紀､ 森島逸郎､ 坪井英之
上杉道伯､ 森田康弘､ 高木健督
井上陽介､ 吉田路加､ 古田竜平
永井博昭､ 友松敏郎､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 内藤千裕､ 都築一仁
曽根孝仁
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【 Background 】The data concerning electrical cardio

version (ECV) of atrial fibrillation (AF) with novel oral

anticoagulants (NOACs) has been limited in the well-

controlled clinical study setting.

【 Methods 】 To elucidate the role of NOACs as alter-

natives of Vitamin K antagonists (VKA) in the real

world clinical practice, analysis of 370 consecutive

patients undergoing ECV of AF during the last 6 years

at our center was performed. Data on baseline

demographics and complications during the subsequent

30 days were collected.

【 Results 】 One hundred and four patients were

anticoagulated with a NOAC (dabigatran 65; rivaroxaban

25; apixaban 14, age 62.8±11.4 years old, male 69.2

%) and 266 with VKA (age 65.1±10.6 years old, male

68%). The CHA2DS2-VASc score was 2 .3±1.7

(NOAC) versus 2.7±1.7 (VKA) (p=0.038) and the

HAS-BLED score was 1.1±0.8 (NOAC) versus 1.6±1.0

(VKA) (p<0.001).Moya echo grade determined by the

trans-esophageal echocardiography prior to ECV was

1.4±0.9 (NOAC) versus 1.2±1.1 (VKA) (p=0.15). D-

dimer levels immediately before ECV were 0.69±0.39
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μg/mL (NOAC) versus 0.66±0.85 μg/mL (VKA) (p=

0.73). After ECV, cerebral infarction occurred in 3

patients in the VKA group (1.1%) and none in the

NOAC group (p=0.56). No other thromboembolic events,

major bleeding, or death occurred in either group.

【 Conclusion 】 This single center study shows that

ECV of AF with NOACs is as safe as ECV with VKA

in the real world clinical practice.

The Difference of Indication for
Transcatheter Aortic Valve
Implantation between Italian and
Japanese Cohorts

循環器内科
高 木 健 督
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

As transcatheter aortic valve implantation (TAVI) becomes

a standardised procedure with reproducible and excellent

peripro-cedural, early and medium-term outcomes, it is

opportune to question whether there is any difference

of indication for TAVI between Japan and Italy. In

Italy, a minimalist approach to TAVI such as local

anesthesia, non-surgical approach and new device already

the standard of care. In this perspective, we compared

our experience and clarified the difference of indication

for TAVI.

Impaired Renal Function may
Negatively Impact on the Outcome
of Atrial Fibrillation Catheter Ablation

循環器内科
友 松 敏 郎
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【Background】Limited data has been available concerning

the relation between renal function and the outcome of

catheter ablation (CA) of atrial fibrillation (AF).

【Methods】To elucidate the impact of impaired renal

function on the CA outcome, we studied consecutive

374 patients (237 paroxysmal AF; 73 persistent AF;64

long-standing AF, 64.6±9.7 years old, male 73.5%,

estimated glomerular filtration rate[eGFR] 70.7±16.9

ml/min/1.73m2, left atrial diameter [LAD] 38.8±7.0

mm) who underwent pulmonary vein isolation-based

CA for AF during the last 4 years at our center. The

patients were divided into two groups: Group 1 (eGFR

50 ml/min/1.73m2, n=338) and Group 2 (eGFR <50

ml/min/1.73m2, n=36). AF-free survival was compared

between thetwo groups.

【Results】With a mean of 1.3±0.5 CA procedures,

318 (85.0%) patients were free from AF for 512±400

days following the last procedure. AF recurred in 46

(13.6%) patients in Group 1 and in 10 (27.8%) patients

in Group 2 (p=0.043). Group 2 had a significantly

greater AF recurrence than Group 1 by using Kaplan-

Meier curve analysis (HR=2.33, 95%CI=1.17-4.64, log-

rank p=0.016). Cox proportional hazards model showed

that eGFR <50 ml/min/1.73m2 was an independent

predictor of AF recurrence (HR=2.65, 95%CI=1.28-5.51,

p=0.009) after adjusting age, LAD, and type of AF.

【Conclusion】Impaired renal function may be associated

with AF recurrence after CA.

Relation of Serum Blood Urea
Nitrogen Levels and Heart Failure
Mortality in Outpatients Continuing
Tolvaptan from Discharge

循環器内科
友 松 敏 郎
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【Background】It is well known that blood urea nitro-

gen(BUN) levels predict heart failure mortality(HFM).

However little was studied whether BUN can predict

HFM of the patients taking tolvaptan continuously in

chronic phase.
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【Methods】Consecutive 68patients(age;73.7±13.3years

old,male;61.8%, LVEF;44.4±18.6%,F/U period;367.8±

265.3days) were retrospectively studied. BUN at starting

tolvaptan were analyzed to reveal the relationship

between BUN and HFM.

【Results】Mean BUN levels were 33.1±17.9mg/dl,

and HF death occurred in 15 patients. The ROC

analysis showed the significant relation of BUN and

HFM(figure1).When divided into two groups by the

median BUN of 30.95 mg/dl, the upper half had 5.46

times significant increased risk of HFM as compared

with the lower half(figure2, p=0.012), even if adjusted

for age and gender(p=0.029).

【Conclu-sion】BUN levels at starting tolvaptan may

predict HFM of the patients continuing tolvaptan in

chronic phase.

Prasugrel Achieved more Powerful
and Stable Platelet Inhibition than
Clopidgrel.

循環器内科
森田康弘､ 上杉道伯､ 坪井英之
森島逸郎､ 高木健督､ 吉田路加
永井博昭､ 友松敏郎､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
曽根孝仁
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【Background】Prasugrel inhibits ADP&#8211;induced

platelet aggregation more rapidly, more consistently,

and to a greater extent than clopidogrel.

【Aim and Methods】To elucidate whether prasugrel

inhibit platelet aggregation more effectively than

clopidogrel, we evaluate ADP induced platelet aggregation

of AMI patients measured by modified screen filtration

pressure with whole blood at the time of discharge. Platelet

aggregatory threshold index (PATI), which is the amount

of ADP necessary to induced 50% aggregation, was

determined.

【Results】From 2014/01/01 to 2014/08/31, 10 patients

administered prasugrel (20mg lording dose and 3.75

mg daily maintenance dose) were registered. 66 patients

administered clopidogrel (300mg lording dose and 75

mg daily maintenance dose) were registered as reference.

PAT I was significantly higher in prasugrel group than

clopidogrel group(14.62±2.64 v.s. 7.68±;5.21, <0.001).

【Conclusion】Prasugrel achieved more powerful and

stable platelet inhibition than clopidgrel.

安静時胸痛精査のため行ったCAGで
左冠動脈主管部狭窄を認めた１例

循環器内科
柴 田 直 紀
第22回Nagoya Clinical Cardiology

Conference

平成27年６月 名古屋

Edoxaban投与後約1週間で著明な
右心負荷の改善を認めた亜急性肺塞栓
の１例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 上杉道伯
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
坪井英之
第145回日本循環器学会東海地方会

平成27年６月 名古屋

症例は66歳女性｡ 1か月前からの労作時の呼吸苦を主

訴に受診した｡ スクリーニングの為に施行した心臓超

音波で推定右室圧70mmHgと著明な上昇を認め､ 造影

CTで肺血栓塞栓が確認された｡ 酸素化は良好である

が両肺に渡る多量の血栓を認めたため入院の上Heparin

およびedoxabanの投与開始した｡ 発症後時間が経過し

ており肺高血圧への進展も危惧されたが第9病日目の

追跡超音波で推定右室圧30mmHgと著明な改善を認め

3か月後の造影CTでは血栓の消失を確認できた｡ 今回

の経験を踏まえて末梢血栓症治療に対するNOACの有

効性を検討したので報告する｡
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中心静脈憩室頸部での通電で治療に
成功したA型WPW症候群の１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､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
寺田和始､ 柴田直紀､ 都築一仁
曽根孝仁
第145回日本循環器学会東海地方会

平成27年６月 名古屋

【症例】59歳女性

【主訴】動悸

【現病歴】40台の頃から心電図異常を指摘､ 2013年2

月にPSVTあり､ 2015年2月に発作頻回となり当院紹介｡

【経過】体表12誘導心電図では⊿はII､ III､ aVFで陰

性､ aVRで陽性､ 前胸部誘導で陽性で左後中隔､ 後壁､

ないしCSの副伝導路が疑われた｡ 僧帽弁輪では良好

な電位をえられず､ CS内では有効な通電ができず｡

CSを造影するとMCVに憩室を認め､ 憩室頸部の通電

にて副伝導路の離断に成功した｡

【考察】左後中隔､ または左後壁の副伝導路をもつ症

例のうちCSに副伝導路を持つのは35%で､ そのうちCS

に憩室を認めるのは21%とする報告がある｡ 本症例で

はMCVに憩室を認め頸部での通電で副伝導路の離断

に成功したものであり文献的考察を加えて報告する｡

心筋梗塞疑いで搬送された
劇症型好酸球性心筋炎の１例

循環器内科
都築一仁､ 森島逸郎､ 上杉道伯
森田康弘､ 高木健督､ 吉田路加
永井博昭､ 寺田和始､ 柴田直紀
坪井英之
第145回日本循環器学会東海地方会

平成27年６月 名古屋

【症例】77歳男性

【主訴】胸痛

【現病歴】15年ほど前に冠攣縮性狭心症の疑いといわ

れた｡ 近医を受診し､ 12誘導心電図にて前胸部誘導の

ST上昇､ 採血にてトロポニンＩの上昇を認め､ 心筋

梗塞の疑いで当院に転院搬送となった｡

【経過】来院時は急性冠症候群の疑いで冠動脈造影検

査を施行しようとしたが有意狭窄はなく､ 心筋炎など

の鑑別も上げ重症病棟に入院している経過中に血行動

態が破綻､ 体外循環導入し､ 来院初期の病理結果から

好酸球性心筋炎と診断し､ ステロイド治療を施行し救

命しえた｡

【考察】一般に心筋炎は全周性の心筋の炎症を呈する

ことが多いといわれているが､ 本症例では来院時は局所の

心筋炎を呈していたと思われる｡ 本発表では､ 心筋炎

の病変の局在に関して文献的考察を加えて報告する｡

Electrical cardioversion of atrial
fibrillation with the novel oral
anticoagulants in the real world
clinical practice : Single center study

循環器内科
柴田直紀､ 森島逸郎､ 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
猪飼佳弘､ 都築一仁
第30回日本不整脈学会

平成27年７月 京都

【 Background 】 The data concerning electrical

cardioversion (ECV) of atrial fibrillation (AF) with

novel oral anticoagulants (NOACs) is limited in the

well-controlled clinical study setting.

【Methods】To elucidate the role of NOACs as

alternatives of Vitamin K Antagonists (VKA) in the

real world practice, analysis of 395 consecutive patients

(123 patients anticoagulated with NOACs: dabigatran

70; rivaroxaban 28; apixaban 25) undergoing ECV of

AF for the last 7 years was performed. Data on baseline

demographics and complications during the subsequent

30 days were collected.

【Results】One hundred and twenty three patients were

anticoagulated with a NOAC (dabigatran 70; rivaroxaban

28; apixaban 25, age 63.9±11.1, male 70.0%) and 272

with VKA (age 65.3±10.6, male 70.2%). The CHA2DS2-
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Vasc score was 2.4±1.7 (NOAC) versus 2.7±1.7

(VKA) (p=0.104) and the HAS-BLED score was 1.2±

0.9 (NOAC) versus 1.6±1.0 (VKA) (p<0.001). Moya

echo grade determined by the trans-esophageal

echocardiography prior to ECV was 1.4±0.9 (NOAC)

versus 1.2±1.1 (VKA) (p=0.15). D-dimer levels were

0.68±0.4 (NOAC)versus 0.7±1.1 (VKA) (p=0.818).

After ECV, cerebral infarction occurred in 3 patients in

the VKA group (1.1%) and 1 patient in the NOAC

group(0.79%) . No other thromboembolic events, major

bleeding, or death occurred in either group.

【Conclusion】This single center study shows the safety

of ECV of atrial fibrillation with NOACs in the real

world clinical practice.

冠動脈瘤を伴ったシロリムス溶出性ステ
ントのCTO病変のPCI後再狭窄に対し
て薬剤溶出性バルーンを使用した1例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
寺田和始､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁､ 坪井英之
第24回日本心血管インターベンション

治療学会

平成27年７月 福岡

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.

We underwent balloon angioplasty only in that time.

Six months later,the patient complained of chest pain

again.We underwent balloon angioplasty with drug coated

balloon in that time. Since then, No restenosis was

detected. Drug coated balloon may be the best strategy

in such case.

A case of deep vein thrombosis
treated with cartheterization

循環器内科
寺田和始､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
友松敏郎､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁､ 坪井英之
第24回日本心血管インターベンション

治療学会

平成27年７月 福岡

Is Discontinuation of Oral
Anticoagulation after Successful
Atrial Fibrillation Ablation Justified
in Patients with a Low Risk of
Embolic Events?

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､ 柴田直紀､ 都築一仁
曽根孝仁
第30回日本不整脈学会

平成27年７月 京都

【Background】Although continuation oflong-term oral

anticoagulation (OAC) therapy post-atrialfibrillation (AF)

ablation is recommended in all patients with a CHA2DS2-

VASc score of &le;2, merits of OAC in patients with

a CHA2DS2-VASc score of &lt;2 after successful

ablation is unclear.

【Methods】To elucidate the safety and benefit of
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discontinuation of OAC after successful AF ablation in

patients with a low risk of embolic events, consecutive

374 patients who underwent AF ablation (age 65&

plusmn;10 years old; CHA2 DS2-VASc score 2.0&

plusmn;1.4) were retrospectively studied in terms of

embolic and bleeding events.

【Results】With 1.3&plusmn;0.5 ablation procedures,

318 (85%) patients were AF free for 18.5&plusmn;13.2

months after their last ablations. OAC was discontinued

in 147/318 (47%) patients at an average 6.0 months

following the last procedure (off OAC).The remaining

171 AF-free patients continued to take OAC (on OAC).

The mean CHA2DS2-VASc score were 1.5&plusmn;1.1

(Off) versus 2.5&plusmn;1.4 (On)(p&lt;0.01). During

follow-up, embolic event occurred in one patient on

OAC at 6 months after ablation and in none off OAC

(p&gt;0.99). The intracranial hemorrhage occurred in 2

patients on OAC (at 8 and 13 months after ablation,

respectively) and in none off OAC (p=0.50).

【Conclusions】Discontinuation of OAC after successful

AF ablation in patients at low risk of embolic events,

which does not increase embolic events and possibly

decrease the risk of bleeding, may be accep

Safety and Efficacy of Catheter Ablation
in Elderly Patients with Atrial Fibrillation

循環器内科
都築一仁､ 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､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
曽根孝仁
第30回日本不整脈学会

平成27年７月 京都

【Background】Although catheter ablation (CA) for

atrial fibrillation (AF) is increasingly being performed in

elderly patients than before, the benefit of the procedure

remains unclear.

【Methods】To elucidate the safety and efficacy of CA

in elderly patients with AF, analysis of 374 consecutive

patients who underwent pulmonary vein isolation-based

CA for the last 4 years was performed. Data on baseline

demographics, peri-procedural complications,AF recurrence

rate during the long-term follow-up were compared

between the elderly patients (≧75 years old) (n=44,

age 77.6±2.0 years old, paroxysmal AF 68.2 %) and

the remaining younger patients (n=330, age 62.9±9.0

years old, paroxysmal AF 62.7%).

【Results】A total of 488 CA procedures were performed

(58 CAs in the elderly patients and 430 CAsin the

younger patients). Peri-procedural major complications

included none in the elderly patients (0%); one cardiac

tamponade, one cerebellar infarction, one transient

ischemic attack, and two transient phrenic nerve

paralysis in the younger patients (1.5%)(p>0.999). AF

recurred in 6 elderly patients (14%) after 1.3±0.5 CAs

and in 50 younger patients (15%) after 1.3±0.5 CAs

(p=0 .964) during 32 month period (5-41 month)

following the last CA.

【Conclusions】 AF CA performed in elderly patients

may equally safe and effective as compared in younger

patients, indicating that the elderly patients with AF

may benefit from CA.

LMTのPCI後にステント内血栓症を
認めた１例

循環器内科
柴田直紀､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 吉田路加
永井博昭､ 友松敏郎､ 猪飼佳弘
寺田和始､ 都築一仁
第34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27年10月 名古屋

70歳男性｡ LMTに不安定プラークとulcerlationを含む

高度狭窄あり引き続きPCIを施行した｡ 入院後経過は

良好であったが第４病日に下痢後レベル低下､ CPAと

なり緊急カテーテルを施行した｡ LMTの完全閉塞を

認め引き続きPCIを施行しIABPを挿入しICU入室となっ

た｡ しかし第17病日に永眠した｡
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三心房心に合併した持続性心房細動の
１例:心房中隔穿刺における
CARTOSOUNDの有用性

循環器内科
森島逸郎､ 森田康弘､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
坪井英之

診療検査科(検査)
神谷嘉彦､ 森 三依､ 北川大祐
カテーテルアブレーション関連秋季大会

2015

平成27年10月 郡山

【背景】左房三心房心は､ 後上方の肺静脈が還流する

副腔 (accessory chamber:AC) と､ 前下方の左心耳・

僧房弁輪につながる主腔 (main chamber:MC) からな

る稀な先天性心疾患である｡ 中隔穿刺部位により､ カ

テーテル操作がAC側わるいはMC側に制限されること

が報告されている｡

【症例】症例は55歳男性｡ 持続性心房細動に伴う心不

全あり｡ 術前のCTで左房内隔壁を認め､ 三心房心と

診断した｡ 他の合併奇形は認めず｡ 中隔穿刺前に､ 右

房側からSOUNDSTARを用いてMCとACの詳細な観察

を行った｡ 結果MCとACは中隔側前下方で交通してお

り､ 卵円窩前方において右房からAC及びMCへのアプ

ローチが可能であることを確認した｡ エコーガイドに

中隔穿刺を行い､ AC側へ3本のシースを挿入し､ 肺静

脈隔離術を施行した｡ また､ 同じ穿刺点からMC側の

マップも可能であった｡ 術後6ヶ月､ 洞調律を維持し

心不全は解消している｡

【結語】三心房心の詳細な解剖の把握､ 理想的な中隔

穿刺部位の決定にCARTOSOUNDが有用であった｡

Edoxabanにて早期に右心負荷の改善
を認めた亜急性肺塞栓の１例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
寺田和始､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁

第19回日本心不全学会学術集会

平成27年10月 大阪

心筋梗塞後の心室中隔穿孔に対して
Tolvaptanが奏功した１例

循環器内科
寺田和始､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
友松敏郎､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁､ 森島逸郎
第23回Nagoya Clinical Cardiology

Conference

平成27年10月 名古屋

第146回日本循環器学会東海・第131回北陸

合同地方会

平成27年10月 名古屋

【症例】78歳男性

【主訴】全身倦怠感

【現病歴】平成27年4月15日頃に胸痛の訴えあり｡ 4月

30日食欲低下出現のため当院総合内科を受診､ 心電図

で下壁誘導に異常Q波およびST上昇を認めたため当科

へ相談｡

【入院後経過】亜急性心筋梗塞の疑いでCAGを行っ

たところ､ RCAが完全閉塞｡ BMSを留置して良好な

血流を得た｡ PCI後のUCGで心室中隔穿孔と判明｡ 入

院後よりCarperitide､ furosemideで心不全治療を行った

ものの､ furosemideによって容易に血管内脱水に陥り

血圧が低下し､ 心不全治療に難渋した｡ 第8病日､

tolvaptanを導入しその後は尿量は飛躍的に増加｡ 次第

に改善に向かい, 胸水は完全に消失した｡ 経過良好で

第31病日に退院となった｡
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通電によりmorphologyの変化した
特発性左室心室頻拍の１例

循環器内科
猪飼佳弘､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
柴田直紀､ 都築一仁､ 坪井 英之
第146回日本循環器学会東海・第131回北陸

合同地方会

平成27年10月 名古屋

【症例】29歳男性

【主訴】アブレーション目的で紹介

【現病歴】下垂体腫瘍術後で汎下垂体機能不全の既往

あり､ 感染に伴う副腎不全で近医入院中に215bpmの

VTを指摘､ 近医総合病院にてアブレーション施行す

るも根治には至らず｡ Verapamil定期内服で経過を見

るもVT再発し当院紹介｡

【経過】VTは右脚ブロック､ 北西軸｡ EPSではSVTと

VTが混在､ VTからアブレーション施行､ 良好なP1､

P2電位を認める部位の通電でmorphologyが変化､ その

後の通電でもさらにmorphologyが変化､ 最終的に基部

よりの位置での通電でVTは停止､ P1 potentialは消失｡

【考察】当初の通電は回路を修飾したのみと考えられ､

基部に近い部位で通電しVTは停止したことからもっ

と上流の部分でP1をブロックしたものと考えられた｡

本症例は通電でmorphologyが変化する興味深いEPS所

見を停止したため文献的考察を加えて報告する｡

繰り返すVFに対して速やかにPCPS
を導入し､ 良好な経過をとった前壁
梗塞の１例

循環器内科
米山将太郎､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 吉田路加
永井博昭､ 友松敏郎､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
第146回日本循環器学会東海・第131回北陸

合同地方会

平成27年10月 名古屋

症例は42歳男性｡ 2015年7月に胸痛を自覚し当院救急

外来に搬送された｡ 来院直後にVFとなり除細動を繰

り返すもコントロールがつかず､ アミオダロン等の薬

剤投与後も持続したため､ 救急外来にて速やかにPCPS

を導入した｡ 緊急冠動脈造影を行い左前下行枝の完全

閉塞を認め､ wire通過直後に再灌流し､ 直後の除細動

で洞調律化し安定した血行動態となった｡ 引き続き薬

剤溶出性ステントを留置しPCPS・IABPサポート下に

ICU入室となった｡ その後血行動態は安定しており翌

日にはPCPSを抜去､ 第2病日に抜管した｡ その後も経

過は良好で第17病日に独歩退院となった｡ 除細動や薬

剤抵抗性のVFに対し､ 速やかにPCPSを導入すること

で神経障害なく早期退院することができた1症例を経

験した｡

左心耳内巨大血栓の治療に苦慮した１例

循環器内科
杉山大記､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 吉田路加
永井博昭､ 友松敏郎､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
第146回日本循環器学会東海・第131回北陸

合同地方会

平成27年10月 名古屋

症例は71歳女性｡ HOCMに対してPTSMA後｡ 心房細

動となりカテーテルアブレーションの方針となったが､

術前経食道超音波検査にて左心耳血栓を認め断念して

いた｡ 今回貧血､ 黒色便のため入院｡ 上部､ 下部消化

管内視鏡検査では出血源がはっきりせず抗凝固療法を

一時的に中止していたところ脳梗塞を発症｡ 幸い後遺

症はのこらず抗凝固療法を開始した｡ しかし抗凝固療

法の継続は再出血のリスクが高く左心耳縫縮術を行う

方針としたが､ 術前日に両下肢のしびれが出現｡ 急性

下肢動脈閉塞と診断し緊急で血栓除去術を施行｡ その

後予定通り手術を施行し､ 洞調律で退院できた症例を

経験したので文献的考察を加え報告する｡

－ 466 －



Electrical stormに対して
心外膜アブレーションを施行した
Brugada症候群の1例

循環器内科
友松敏郎､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 寺田和始､ 柴田直紀
都築一仁

名古屋大学医学部付属病院
因田恭也
第46回アブレーションカンファレンス

平成27年10月 名古屋

中枢側neck高度屈曲AAAに対し
Endurantを使用しアウターシースの
回収に難渋した２症例

循環器内科
吉田路加､ 上杉道伯､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
友松敏郎､ 寺田和始､ 猪飼佳弘
都築一仁､ 柴田直紀､ 坪井英之

胸部外科
横山幸房､ 横手 淳､ 大河秀行
柚原悟史､ 木村拓哉
日本脈管学会

平成27年10月 東京

小児期に心外膜リードの植え込みを施
行された妊婦の１例

循環器内科
駒形真紀江､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
寺田和始､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁､ 坪井英之
第24回Nagoya Clinical Cardiology

Conference

平成28年２月 名古屋

Left Ventricular Dyssynchrony
Assessed with Phase Analysis on
Gated-Myocardial Perfusion SPECT
can Predict Response to CRT only
in Non-Ischemic Cardiomyopathy

循環器内科
森島逸郎､ 森田康弘､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
寺田和始､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
都築一仁､ 曽根孝仁､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【 Background 】 Although phase analysis of gated-

myocardial perfusion SPECT(GMPS), which allows

assessment of LV dyssynchrony, is expected to predict

CRT response, whether it is useful regardless of the

type of cardiomyopathiesremains unkown. Ischemic

cardiomyopathy(ICM) includesextensive scarring that

may possibly hamper CRT response and accuracy of

phase analysis.

【Methods】We studied 50 patients who underwent 99

mTc-MIBI GMPS before CRT. For quantification of

LV dyssyncrhony, GMPS images were analyzed with

cardioREPO to determine histogram bandwidth(HB),

phase SD(PSD), and entropy. The defect extent(DE)

was evaluated as an index of scar extent.

【Results】Thirty-five patients responded to CRT as

demonstrating a ≧10% reduction in LV end-systolic

volume at 6 months. DE was significantly higher in

ICM patients(n=16) than in patients with non-ischemic

cardiomyopathy(NICM, n=34) (38.0±11.7% versus 22.9

±13.2%, p=0.0003). DE was higher in non-responders

than in responders(32.5±15.6 versus 25.7±13.7, p=0.09).

None of the GMPS-derived parameters differed between

responders and non-responders when all patients or only

ICM patients were analyzed. However, in NICM patients

(n=34), responders showed significantly larger dyssynchrony

than non-responders: HB(228±66° versus 148±81°,

p=0.03), PSD(54.0±20.7°versus 32.5±11.9°, p=0.007),

and entropy(0.789±0.009 versus 0.679±0.086, p=0.02).

The AUCs for prediction of response were HB, 0.780

(95%CI, 0.591-0.969); PSD, 0.857(95%CI, 0.723-0.991);
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and entropy, 0.810(95%CI, 0.649-0.970).

【Conclusions】HB, PSD and entropy are useful for

prediction of response to CRT in NICM but not in

ICM that involves extensive LV myocardial scarring.

Negative Impact of Subclinical
Hypothyroidism on the Outcome of
Catheter Ablation for Atrial Fibrillation

循環器内科
森島逸郎､ 森田康弘､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
猪飼佳弘､ 寺田和始､ 柴田直紀
都築一仁､ 曽根孝仁､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【Background】Recent animal study has demonstrated

that hypothyroidism can potentially lead to enhanced

atrial fibrillation(AF) arrhythmogenesis by increasing

atrial interstitial collagen. We hypothesized that subclinical

hypothyroidism may affect outcomes of the AF catheter

ablation(CA).

【Method】We studied consecutive 513 patients who

underwent AFCA. After excluding patients with thyroid

stimulatinghormone(TSH) level >10μIU/mL (n=7), the

remaining patients(65.5±9.8 years old; paroxysmal AF,

58.7%; male, 73.3%) were divided into two groups

based on index TSH levels: patients with 4th quartile

(n=126; TSH,3.406±1.518μIU/mL; Free T4, 1.05±0.23

ng/dL) andthose with 1st , 2nd , and 3rd quartiles(n=

380; TSH, 1.183±0.5000μIU/mL; Free T4, 1.11±0.20

ng/dL).

【Results】Event-free survivals from recurrent atrial

tachyarrhythmias with the blanking period of 90 days

after the initial procedure and after the last procedure

are shown(figure).

【Conclusion】Subclinical hypothyroidism may negatively

impact on the outcome of AFCA.

Apolipoprotein is a Better Predictor
for Prognosis of Acute Myocardial
Infarction than n-3 Polyunsaturated
Fatty Acids

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
坪井 英之
第80回日本循環器学会総会・学術集会

平成28年３月 仙台

【Background】Apolipoproteins and n-3 Polyunsaturated

Fatty Acids were known as risk factors of arthrosclerosis.

【Aim and Method】To elucidate which lipid marker

(apolipoprotein components and fatty acids) was the

best predictor for prognosis of acute myocardial infarction

(AMI), we measured apolipoprotein A1(ApoA1), B(ApoB),

E(ApoE), arachidonic acid(AA), eicosapentaenoic acid

(EPA) at the time of discharge and examined these as

sociation with MACE (cardiac death, stroke, ACS,

revascularization) .

【Results】328 AMI patients, all lipid markers were

available, were followed from 2010 to 2015. 70 MACEs

were documented. ApoA1 was significantly associated

with MACEs [hazard ratio 0.98(95% CI 0.97-0.99, p=

0.02)]. ApoB, ApoE, AA, EPA, EPA/AA were not

associated. After multivariable analysis, ApoA1 remains

significant predictor of MACEs[adjusted hazard ratio

0.98(95%CI 0.97-0.99, p=0.01)].

【Conclusion】Lower ApoA1 was better predictor than

other lipid markers.
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Serum Derivatives of Reactive
Oxygen Metabolites may be Useful in
Predicting Recurrence after Catheter
Ablation for Atrial Fibrillation.

循環器内科
猪飼佳弘､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
寺田和始､ 柴田直紀､ 都築一仁
坪井英之
第80回日本循環器学会総会・学術集会

平成28年３月 仙台

【Background】Oxidative stress(OS) has been suggested

to play a role in the pathogenesis of atrial fibrillation

(AF). The study objectives were to investigate possible

involvement of OS in an outcome of AF catheter

ablation(CA) by measuring serum derivatives of reactive

oxygen metabolites (DROM), a novel biomarker of OS.

【Methods】Serum DROM was measured in consecutive

470 patients who underwent CA for AF. Patients were

categorized into two groups based on DROM levels.

Endpoint was atrial tachyarrhythmia recurrence after the

last procedure (1.3&plusmn;0.5 procedures) (mean follow-

up: 1.75&plusmn;1.08 years).

【Results】DROM level was significantly higher in

patients with persistent AF (n=192) than in those with

paroxysmal AF (n=278) (330.3&plusmn;62.1 vs.303.6&

plusmn;62.7, p &lt; 0.001). The recurrence rate in the

patients in the upper half DROM was significantly

higher than that inothers: 19.5% vs. 8.1% at 1year, and

24.6% vs. 11.7%at 2 year, respectively (crude hazard

ratio 2.16, 95% confidence interval 1.36 &ndash 3.45,

p=0.001). DROM remained as an independent predictor

of recurrence after adjusting variables including age, sex,

AF types, left atrial diameter, and creatinine clearance

(adjusted chazard ratio 2,08, 95% confidence interval

1.27 &ndash 3.39, p=0.003).

【Conclusions】OS may be involved in the pathogenesis

of AF recurrence. DROM may be a useful in risk

stratifying patients who undergo AF CA.

Coexisting coronary artery disease in
patients undergoing catheter ablation
for Atrial fibrillation

循環器内科
柴田直紀､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
友松敏郎､ 寺田和始､ 猪飼佳弘
都築一仁､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【Background】Atrial fibrillation(AF) shares background

comorbidities with coronary artery disease(CAD) such

as hypertension and diabetes mellitus. The aim of the

study was to elucidate the prevalence and clinical

significance of CAD among patients who undergo

catheter ablation(CA) for AF.

【Methods】A total of 552 patients with AF underwent

CA for the last 5 years(age, 65.7±9.7 years old;

CHADS2 score, 1.2±1.1; paroxysmal AF, 57.7%).

Coronary angiography was performed in all the patients.

The prevalence of CAD was compared with 207 patients

who underwent supra-ventricular tachycardia(SVT) CA

during the same period(age, 58.1±17.7 years old;

CHADS2 score, 0.8±1.1).

【Results】Forty-seven(8.5%) patients with AF had a

history of percutaneous coronary intervention(PCI).

Among remaining 505 patients, significant coronary

lesions were newly found in 61(11.1%) patients including

75% stenosis in 41 patients and 90% stenosis in 20

patients. AF patients with CAD had a higher CHADS2

score than those without CAD(1.5±1.1 vs 1.1±1.0, p=

0.002). CAD prevalence of 19.6% in AF patients were

significantly higher than those in SVT patients(10.1%)

(p=0.002 ). Two patients with AF underwent emergent

PCI during CA and after 5 days following CA,

respectively. Another 17 patients with AF underwent

elective PCI within 6 months after CA. Only 2 SVT

patients underwent subsequent PCI.

【Conclusions】CAD coexisted in nearly 20% of the

patients who underwent AFCA. This significant

association should be noted especially when treating

patients with a high CHADS2 score.
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Non-vitamin K Antagonist Oral
Anticoagulants (NOACs) may be
Superior to Warfarin as a Prophylaxis
for Thrombus before Atrial Fibrillation
Ablation

循環器内科
都築一仁､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 寺田和始､ 柴田直紀
坪井 英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【Background】 Increasing use of Non-vitamin K

antagonist oral anticoagulants(NOACs) has been reported

as alternatives for vitamin K antagonists(VKAs) in

patients undergoing atrial fibrillation(AF) catheter

ablation(CA) to prevent stroke. However, efficacy of

the drugs has not fully compared.

【Methods】We recruited consecutive 502 patients who

underwent trans-esophageal echocardiography(TEE)

before AFCA. After excluding following patients:

creatinine clearance < 3 0 mL/min, PT-INR out of

therapeutic range on VKA, and inappropriate dose of

NOACs, the remaining 368 patients(age, 63.8±9.4

years old; persistent AF, 43.7%; NOACs, n=246; VKAs,

n=122) were included to the study. Spontaneous echo

contrast(SEC) graded on a 0(absent) to 4(severe) scale

was determined by TEE and grade>2 was regarded as

at high risk of left atrial(LA) thrombus.

【Results】VKA-patients were younger(62.4±5.9 vs.64.4

±10.7, p=0.022) and had a higher SEC(0.90±1.14 vs.

0.65±0.77, p=0.032) than NOAC-patients. Other factors

were not different between the two treatment groups

including sex, creatinine clearance, LA diameter, or

CHA2DS2-VASc score. SEC>2 was found in 24

patients. VKA was significantly correlated with SEC>

2(crude OR 3.69 , 95%CI 1 .57-8 .70 , p=0 .003).

Multivariate analysis disclosed independent predictors of

SEC>2: persistent AF(adjusted OR 27.94, 95%CI 3.60-

217.03, p=0.001), CHA2DS2-VASc score>3(adjusted

OR 3.75, 95%CI 1.20-11.77, p=0.023), and VKA

(adjusted OR 3.10, 95%CI 1.25-7.70, p=0.015).

【Conclusions】NOACs might be a more efficient

prophylaxis for LA thrombus in patients undergoing

AFCA.

[シンポジウム]

イタリア留学事情

循環器内科
高 木 健 督
Kokura Live

平成27年５月 福岡

当院におけるTAVIへの取り組み

循環器内科
高 木 健 督
麻酔科学会総会

平成27年５月 神戸

TAVI中のモニタリング
HITS (micro-embolic signals)

循環器内科
高 木 健 督
第34回日本脳神経超音波学会総会

平成27年６月 前橋

The Optimal Strategy for ULM
Bifurcation

循環器内科
高 木 健 督
第24回日本心血管インターベンション治療

学会

平成27年８月 福岡
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The importance of micro-embolic
detection during TAVI

循環器内科
高 木 健 督
第18回日本栓子検出と治療学会

平成27年９月 宇都宮

当院におけるACS治療の実際

循環器内科
高 木 健 督
Domestic PCI Strategy Symposium 2015

平成27年10月 名古屋

Impact of KBI on single stenting
for LM bifurcation

循環器内科
高 木 健 督
CCT

平成27年10月 神戸

Video Live

循環器内科
高 木 健 督
第1回Pan－Pacific Primary Angioplasty

Conference 2015

平成27年12月 東京

The Impact of Collapse-to-CPB
Interval on In-hospital Mortality in
Patients with Cardiopulmonary

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 永井博昭､ 寺田和始
猪飼佳弘､ 柴田直紀､ 都築一仁
坪井 英之
第80回日本循環器学会総会・学術集会

平成28年３月 仙台

[パネルディスカッション]

心房細動はアブレーションで治るのか？

循環器内科
森 島 逸 郎
第8回ARRHYTHMIA EXPERT

CONFERENCE KANSAI

平成27年６月 大阪

Brugada症候群を疑った若年例

循環器内科
森 島 逸 郎
第8回臨床不整脈勉強会

平成27年７月 名古屋

Impact of KBI for ULM bifurcation
from MITO registry

循環器内科
高 木 健 督
Complex cardiovascular therapics

平成27年10月 神戸
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[ワークショップ]

核医学による同期不全の評価の現状:
心筋血流SPECTからCRT効果を予測
可能か?

循環器内科
森島逸郎､ 森田康弘､ 高木健督
吉田路加､ 永井博昭､ 友松敏郎
猪飼佳弘､ 寺田和始､ 柴田直紀
都築一仁､ 坪井英之
第63回日本心臓病学会学術集会

平成27年９月 横浜

Gated myocardial perfusion SPECT (GMPS)は､ 解析

ソフトの進化により､ 多彩な心機能指標を呈示するこ

とが可能となっている｡ 代表的解析ソフトである

Quantitative Gated SPETCT (QGS)､ Emory Cardiac

Toolbox (ECT)に加えて､ 本邦からもHeart Function

View (HFV)とcardioREPOが開発され､ 臨床使用が可

能である｡ GMPS解析による左室同期不全の定量法は､

以下の二つに大別される｡ (1)局所壁運動指標｡ 左室

17分画のtime to end-systole (TES､ cardioREPO指標)

から､ 17分画のTES標準偏差 (SDTES)､ 側壁/中隔の

TESの差 (DTES-LS)などの指標が算出される｡ TESの

他にTTMT (time to maximum thickening､ QGS指標)

などからも同様の評価が可能である｡ (2)位相解析指

標｡ ヒストグラム上の95%が含まれる位相幅帯である

bandwidthや､ 標準偏差であるphase SDが用いられる｡

自験例の検討では､ 非虚血性心疾患に限定すると､

6ヶ月後に左室拡張終期容積が10%以上縮小したCRT

responder (n=25)は､ non-responder (n=6)に比べて､

CRT前のGMPS解析において､ SDTES (12.4±6.2% vs.

6.9±2.8%, p=0.04)､ bandwidth (233±78°vs. 154±72

°, p=0.03)､ phase SD (56±21°vs. 35±15°, p=0.03)

が有意に高値であり､ responderではCRT前の非同期の

程度がより大きかったことが示唆された｡ 一方､ これ

に虚血性心筋症を加えて44例で検討すると､ いずれの

有意差も消失した｡ したがって､ 血流欠損の大きい虚

血性心筋症では､ GMPSによる同期不全の定量は困難

なのかもしれない｡ また､ 現時点でGMPSのどの指標

が効果予測に最も有用なのかが明らかでないこと､ あ

るいは同じ指標であってもソフトウェアにより値の解

釈は必ずしも同じでないことなど､ 実際に信頼できる

臨床指標となるには多くの課題の克服が必要である｡

当科におけるてんかん診療についての
臨床的検討

小 児 科
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 青木雄介
川合裕規､ 本部和也､ 伊藤貴美子
岩田晶子､ 中嶋義記
第118回日本小児科学会学術集会

平成27年４月 大阪

【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｡
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小児科を受診する不登校例に発達行動
の視点をいれた臨床病型分類の試み

小 児 科
藤井秀比古､ 福岡明日香､ 川合裕規
鹿野博明､ 稲川明良､ 本部和也
伊藤貴美子､ 岩田晶子､ 中嶋義記
第118回日本小児科学会学術集会

平成27年４月 大阪

【目的】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､ その臨床像は変遷している｡ 近年､ 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｡

【方法】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 (Atypical Development; AD群) と無い例

(Typical Development; TD群) 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｡ TD群は､ さらに身体的関与の強い例 (TD-S群)

と､ 心理的な関与の強い例 (TD-P群) に分類した｡

TD-P群は､ 環境因子 (家族､ 学校､ 地域) と個体因

子 (自己の葛藤､ 確立) について評価した｡

【結果】AD群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｡ TD群15例 (62％) のうち､ TD-S群

は3例 (起立性調節障害1例､ 慢性腎疾患2例)､ TD-P

群は12例 (環境因子8例､ 個体因子4例) であった｡

【考案】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､ 治療や

支援の方針を決定する上で有用であった｡

潰瘍性大腸炎に合併した尿路結石の1例

小 児 科
本部和也､ 中嶋義記､ 藤井秀比古
岩田晶子､ 鹿野博明､ 伊藤貴美子
川合裕規､ 稲川明良
第264回日本小児科学会東海地方会

平成27年５月 名古屋

症例は13歳女子. 1ヵ月前からの腹痛および下痢を主

訴に近医受診し過敏性腸症候群として経過をみられて

いたが軽快せず血便も認めるようになったため他院受

診. 抗生剤点滴等で加療されたが症状改善せず当科へ

転院搬送となった. 症状・所見と大腸内視鏡検査から

重症型の潰瘍性大腸炎と診断し, メサラジン内服, メ

チルプレドニゾロン大量療法, セフトリアキソン投与

を開始したが症状の改善に乏しく治療開始6日目にシ

クロスポリン持続投与を添加した. その後症状は改善

傾向にあったが治療開始14日目に突然強い左側腹部痛

が出現した. 腹部超音波検査, CT検査から左右の腎

盂から尿管に多発する結石像を認めた. 結石は数日の

経過ですべて自然排石され, 結石分析の結果95%以上

がリン酸カルシウムであった. 入院時に施行したCT

検査では結石を認めず, 治療介入により結石が形成さ

れた可能性が考えられた.

学童期よりけいれん発作なく脳波異常
が継続する15歳男子例

小 児 科
藤井秀比古､ 鹿野博明､ 川合裕規
稲川明良､ 伊藤貴美子､ 岩田晶子
中嶋義記
第4回西濃てんかん症例検討会

平成27年６月 大垣

長びく下痢と腹痛を主訴に来院した
好酸球性胃腸炎の1例

小 児 科
乾アイ子､ 川合裕規､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 鹿野博明､ 岩田晶子
藤井秀比古､ 中嶋義記
第１６８回岐阜県小児科懇話会

平成27年６月 岐阜

【背景】好酸球性腸炎は内視鏡による生検が必要であ

り､ 診断が困難なため､ 小児の報告数は少ない｡
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【症例】10歳男児｡ 腹痛､ 水様便､ 嘔気を主訴とし第

9病日に近医より当科へ紹介された｡ 臍周囲に圧痛を

みとめ､ 白血球数10910/μl (好酸球比率40％) と末

梢好酸球数の増加を認めた｡ 腹部レントゲンでは小腸

ガス像､ 腹部超音波および腹部造影CT検査では小腸

壁の肥厚を認めた｡ 入院後の上部消化管内視鏡検査に

て､ 十二指腸粘膜に20/HPFを超える好酸球浸潤を認

め､ 好酸球性腸炎と確定診断した｡ プレドニゾロン静

注､ モンテルカスト､ オロパタジン､ クロモグリク酸

内服にて速やかに症状は改善した｡ プレドニゾロンを

中止して退院された｡ 退院後の再発は認めない｡ 他施

設における症例報告や文献的考察を踏まえ報告する｡

自己免疫性好中球減少症の１小児例

小 児 科
川合裕規､ 鹿野博明､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学
大西秀典
第８回岐阜免疫・感染・川崎病研究会

平成27年７月 岐阜

好酸球性腸炎の1男児例

小 児 科
川合裕規､ 鹿野博明､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記
第51回中部日本小児科学会

平成27年８月 名古屋

【背景】好酸球性腸炎は内視鏡による生検が必要であ

り､ 診断が困難なため､ 小児の報告数は少ない｡

【症例】10歳男児｡ 腹痛､ 水様便､ 嘔気を主訴とし第

9病日に近医より当科へ紹介された｡ 臍周囲に圧痛を

みとめ､ 白血球数10910/μl (好酸球比率40％) と末

梢好酸球数の増加を認めた｡ 腹部レントゲンでは小腸

ガス像､ 腹部超音波および腹部造影CT検査では小腸

壁の肥厚を認めた｡ 入院後の上部消化管内視鏡検査に

て､ 十二指腸粘膜に20/HPFを超える好酸球浸潤を認

め､ 好酸球性腸炎と確定診断した｡ プレドニゾロン静

注､ モンテルカスト､ オロパタジン､ クロモグリク酸

内服にて速やかに症状は改善した｡ プレドニゾロンを

中止して退院された｡ 退院後の再発は認めない｡ 他施

設における症例報告や文献的考察を踏まえ報告する｡

発達特性を考慮した対応が有効であっ
た､ 摂食障害の1男児例

小 児 科
川合裕規､ 藤井秀比古､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 鹿野博明､ 岩田晶子
中嶋義記
第169回岐阜県小児科懇話会

平成27年９月 岐阜

当科で経験した摂食障害の2男児例

小 児 科
川合裕規､ 福岡明日香､ 藤井秀比古
第114回日本小児精神神経学会

平成27年10月 仙台

摂食障害の男性例は患者全体の5～10％と女性例に比

べて頻度が低い｡ 男児の摂食障害には併存症として発

達障害が認められることも指摘されている｡ 今回､ ガ

イドラインに沿った身体的治療に加えて､ 発達特性を

評価した摂食障害の2男児例を経験した｡

症例1：8歳男児｡ 腹痛､ 体重減少(減少率33％)を主訴

に来院｡ 棟内行動制限と見守りの下での食事量漸増を

目的に入院となった｡ 入院後の観察からコミュニケー

ションの苦手さが認められ､ 対人関係のストレスと

嚥下恐怖が影響しているのではないかと考えられた｡

発達評価では､ WISC-III：全検査IQ107/言語性IQ91/

動作性IQ124と個人内差を認めた｡ 発達特性への対応

についての家族面接も併行し､ 体重増加を認め退院と

なった｡

症例2：13歳男児｡ 摂食量低下と体重減少(標準の71.7
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％)を主訴に来院した｡ 血液検査にて軽度肝障害､

T-Cho高値､ 甲状腺機能低下を認めた｡ 発達評価では

WISC-Ⅳ;全検査IQ75/言語理解90/処理速度91/知覚推理

63/ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘｰ79と認知発達の偏りを認めた｡ 入院観

察の中で､ 食後腹痛が発生するといった不安が固定化

している様子が認められた｡ 半夏厚朴湯の内服ととも

に､ 食事量を少量から開始し食後腹痛が生じないこと

を確認する行動療法を施行し改善した｡ 考察：今回経

験した2症例とも､ ガイドラインに沿った身体的治療

に加えて､ 発達特性を考慮した対応が有効であった｡

摂食障害の男児例について文献的考察を含め報告する｡

小児科で臨床心理士が関わった中学生
症例の検討

小 児 科
福岡明日香､ 川合裕規､ 藤井秀比古
第114回日本小児精神神経学会

平成27年10月 仙台

【目的】近年､ 精神病罹患危機状態 (At Risk Mental

State; ARMS)(Yung et al.,1996)という概念が用いられ

るようにもなっており､ 中学生では精神病発症リスク

を念頭においてかかわる必要がある｡ しかし､ 小児科

を受診してきた中学生に心理的援助を行う際､ 精神科

に紹介すべきか否かの判断は難しい｡ そこで､ 小児科

で臨床心理士がかかわった中学生症例について報告し､

小児科にて対応可能な症例と精神科等への紹介が必要

な症例の特徴を検討した｡

【方法】2011年4月から2015年3月までの4年間に小児

科外来および病棟にて臨床心理士がかかわった513名

のうち､ 中学生71名 (男児32名､ 女児39名) を対象と

した｡ 電子カルテの情報をもとに､ 主訴､ 病名､ 臨床

心理士のかかわり､ 精神科等への紹介の有無などを調

査した｡

【結果】臨床心理士がかかわった中学生のうち､ 心理

アセスメントのみを実施した患児が26名､ 小児科にて

カウンセリングを行った患児が24名､ アセスメント後

あるいは経過の中で精神科等に紹介した患児が21名で

あった｡ 主訴に腹痛・頭痛などの身体症状が含まれて

いた患児は全体では35名おり､ そのうち精神科等に紹

介した患児は10名 (28.6%) であった｡

【結論】臨床心理士が小児科においてかかわった中学

生の中には､ 身体症状を訴えて小児科を受診している

ものの精神科的対応が必要な患児が一定数含まれてい

た｡ 小児科にて対応可能な患児と精神科等への紹介が

必要な患児の違いについて､ 考察を加え報告する｡

当科におけるテビペネムピボキシル
処方例の臨床的検討

小 児 科
鹿野博明､ 川合裕規､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記
第47回日本小児感染症学会総会

平成27年11月 福島

【目的】当科でのテビペネムピボキシル

(tebipenempivoxil:TBPM-PI) 処方例の臨床的特徴を

明らかにすること｡

【対象と方法】2014年9月から2015年5月までに当科に

てTBPM-PIを投与された27例 (外来18例､ 入院9例)

を対象とした｡ 診療録より患者背景､ 臨床経過につい

て検討した｡

【結果】平均年齢は2歳11か月､ 性別は男子10例､ 女

子17例､ 診断名は肺炎17例､ 肺炎・中耳炎合併2例､

中耳炎3例､ 気管支炎2例､ 咽頭炎3例であった｡ 人工

呼吸管理を必要とする重症例はなかった｡ TBPM-PI投

与日数は3日間2例､ 5日間21例､ 7日間3例であった｡

TBPM-PI投与前に処方されていた主な抗生剤は､ CTRX

5例､ CDTR 4例､ CFPN 3例であった｡ 投与前後に

血液検査を実施できた11例､ 全例で投与後のCRP値､

WBC数が低下した｡ 培養検査は15例で実施され､ 検

出した菌種は､ H.influenzae 5例､ S.pneumoniae 4例､

M.catarrhalis 2例､ およびS.aureus 2例であった｡

TBPM-PIを投与してから解熱するまでの期間は､ 確認

できた症例では､ 翌日が12例､ 2日後が2例であった｡

入院例で､ 抗生剤の点滴投与により解熱し､ 直後に退

院を希望され､ TBPM-PIに変更した例が4例あった｡

TBPM-PI投与中または投与後に解熱しないために､ 抗

生剤変更を必要とした例はなかった｡ TBPM-PI投与に

よる､ 重篤な副作用はみられなかった｡

【考察および結論】TBPM-PIを他の抗生剤が無効で発
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熱が続く例に投与すると､ 1～2日程度で解熱する例が

多く､ 細菌性肺炎､ 中耳炎などに有効であると考えら

れた｡ 対象例に重篤な副作用はみられず安全に投与す

ることができたと考えられた｡

可逆性白質脳症を合併したアレルギー
性紫斑病の１例

小 児 科
稲川明良､ 鹿野博明､ 川合裕規
伊藤貴美子､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記
第265回日本小児科学会東海地方会

平成27年11月 岐阜

はじめに､ Henoch-Schonlein紫斑病(以下HSP)では､

1-8%程度の割合で中枢神経症状を生じる｡ 今回､ HSP

の経過中に意識障害を来たし可逆性白質脳症(Posterior

Reversible Encephalopathy Syndrome:以下PRES)の合

併が疑われた一例を経験したので報告する｡

症例は5歳男児｡ 第7病日に下肢の紫斑､ 腹痛､ 両側膝

関節痛を認め近医から紹介された｡ HSPと診断し入院

とした｡ PSL静脈内投与を行ったが､ 腹部症状は遷延

した｡ 第25病日に､ 痙攣し､ 意識レベルが低下した｡

痙攣時の血圧は130/81mmHgであった｡ 抗痙攣薬の投

与により痙攣は頓挫した｡ 頭部MRIにて両側後頭葉に

T2強調画像で高信号域を認め､ 臨床経過からPRESと

診断した｡ その後意識レベルは改善した｡ 第120病日

では､ 明らかな神経学的後遺症は認めていない｡

HSPにPRESを合併した症例について若干の文献を交

えながら報告する｡

ネグレクトによる体重増加不良の
１男児例

小 児 科
稲川明良､ 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44回西濃小児科医会学術講演会

平成27年11月 大垣

まずはじめに､ ネグレクトとは ｢児童の心身の正常な

発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置､

その他の保護者としての監護を著しく怠ること｣ と児

童虐待の防止等に関する法律の第2条で定義されてい

る｡ ネグレクトは積極的ネグレクトと消極的ネグレク

トに大別することができる｡ 今回､ 経済的な問題､ 精

神疾患､ 無学といった理由があり育児困難に陥る消極

的ネグレクトの1男児例を経験したため報告する｡

症例は日齢31の男児｡ 既往歴・家族歴に特記すべき事

項なし｡ 在胎39週3日､ 2635gで出生された｡ 一ヶ月健

診で2264gと体重減少を認め当科紹介された｡ 受診時

は､ 皮膚色不良､ 体動が乏しい印象であった｡ 諸検査

にて脱水､ 低血糖が判明｡ その他は特記すべき異常は

認めなかった｡ 入院後､ 体重増加良好で全身状態も改

善傾向であった｡ しかし､ 保護者の育児能力の絶対的

な欠如が判明し､ 育児指導を積極的に行ったが育児能

力の獲得できず児童相談所と度重なるカンファレンス

を行い乳児院へ行かれることとなった｡

岐阜県内の虐待に関する統計､ 文献的考察を含め報告

する｡

心窩部痛を主訴に来院した食道炎の
15歳男子例

小 児 科
加藤雅弘､ 岩田晶子､ 稲川明良
川合裕規､ 伊藤貴美子､ 鹿野博明
藤井秀比古､ 中嶋義記

消化器内科
北畠秀介､ 久永康宏
第170回岐阜県小児科懇話会

平成27年12月 岐阜

音読検査を施行した神経発達障害症例
の検討

小 児 科
川合裕規､ 藤井秀比古､ 稲川明良
伊藤貴美子､ 鹿野博明､ 岩田晶子
中嶋義記
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第3回岐阜小児科医会学術講演会

平成28年１月 岐阜

ベタメタゾン配合剤を長期内服中に
成長障害がみられた２例
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環状15番染色体：r(15)(p12q26.1)の１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
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【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
肺動脈閉鎖症が合併した1例

第２小児科
沼田侑也､ 山田佑也､ 本部和也
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【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5γ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
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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｡

新生児期の上室頻拍の検討

第２小児科
野村羊示､ 太田宇哉､ 西原栄起
倉石建治
第118回東海小児循環器談話会

平成27年５月 名古屋

対象は2004年5月～2015年4月で新生児期に治療を要し

た上室頻拍12例 (PSVT8､ AFL4)｡ PSVTは停止に

Ice bagが6/8例で有効で､ アデノシン三リン酸が7/7例

で有効だった｡ 予防薬はジゴキシン3例､ アテノロー

ル3例､ ジゴキシン+ジソピラミド1例､ ジゴキシン+

フレカイニド１例が有効だった｡ AFLは停止にジゴキ

シン2例､ 電気的除細動1例､ アプリンジン1例が有効

で再発はなかった｡

抗β1アドレナリン受容体抗体及び
抗ムスカリンM2受容体抗体陽性かつ
心抑制性抗体陰性であった新生児発症
心不全の２例

第２小児科
倉石建治､ 野村羊示､ 太田宇哉
西原栄起
第51回日本小児循環器学会総会・学術集会

平成27年７月 東京

【背景】抗心筋抗体は拡張型心筋症(DCM)等で検出さ

れるがその影響等不明である｡ 出生直後心不全であり､

抗β1アドレナリン受容体抗体(抗β1抗体)陽性､ 抗ム

スカリンM2受容体抗体(抗M2抗体)陽性､ 心抑制性抗

体陰性であった２例を報告する｡

【症例1】在胎36週4日に帝王切開で出生した1772gの

男児｡ 出生時呼吸障害で前医に入院し人工呼吸､ 心機

能不良でカテコラミンの投与を受け改善｡ 日齢２に人

工呼吸から離脱し日齢30に退院した｡ 日齢46､ 哺乳力

低下､ 活気なくあえぎ呼吸で前医に再入院し人工呼吸

を再開され､ 左室駆出率(LVEF)40％で当院搬送入院

となった｡ CTR60%､ BNP2513.5pg/ml｡ DOA､ DOB､

ミルリノン､ 利尿剤を開始されLVEFは改善した｡ 日

齢52､ 心筋肥厚を認め以後カテコラミン減量中止､ 日

齢56に人工呼吸から離脱したが､ 日齢70再度心機能が

悪化しDCM様となった｡ DOBとジゴキシン開始も改

善なく､ 日齢91にBNP1836.4pg/mlでカルベジロール

の内服を開始した｡ 後ミルリノン､ エナラプリルと追

加､ LVEF20～30%で推移したが生後４ヶ月心機能が

悪化し永眠された｡

【症例2】在胎37週1日､ 3175gで経腟分娩により出生

した男児｡ チアノーゼを認め当院搬送入院となった｡

CTR61%､ LVEF16%､ BNP328.6pg/mlでDOB､ ミルリ

ノン､ DOA､ γグロブリンを投与され人工呼吸を受

けた｡ 翌朝LVEFは正常化し､ 日齢2に人工呼吸､ 日齢

5にDOB､ 日齢6にDOAから離脱したが軽度の心筋肥

厚を認め､ カルベジロールの内服を開始した｡ 後心筋

肥厚は改善し心機能の悪化を認めていない｡

【考察】症例1は生後4ヶ月､ 症例2は日齢8の検体で抗

β1抗体陽性､ 抗M2抗体陽性､ 心抑制性抗体陰性と判

明した｡ 共にカテコラミンで一旦は心機能が改善し､

一過性の心筋肥厚を認めた｡ 再燃に対しβブロッカー

の早期投与が有効である可能性もある｡ 心抑制性抗体

は免疫吸着療法の指標となるが､ 陰性の場合は不明で

ある｡ 抗心筋抗体の解明には症例の蓄積が必要である｡
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卵円孔早期閉鎖､ 狭窄を伴った左心系
心疾患の予後

第２小児科
太田宇哉､ 野村羊示､ 西原栄起
倉石建治

胸部外科
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【背景】左心低形成症候群(HLHS)を中心とする左心

系の疾患は卵円孔の開存が生命に必須である｡ 出生前

ないし出生直後に卵円孔早期閉鎖､ 狭窄と診断した

4症例について報告する｡

【症例1】病名：HLHS｡ 在胎35週1日に胸水を指摘さ

れ胎児診断｡ 前期破水あり36週2日帝王切開にて出生｡

出生体重2754g､ Apgar1分1点5分2点であった｡ 出生後

に卵円孔早期閉鎖と判明し緊急BAS施行も治療途中で

失った｡

【症例2】病名：HLHS｡ 他院にて出生｡ チアノーゼ

強くショック状態であった｡ HLHS､ 卵円孔早期閉鎖

と診断｡ 緊急BASを施行し成功したが手術適応を得る

事なく失った｡

【症例3】病名：大動脈弁欠損｡ 在胎29週2日胎児水腫

のため初診｡ 大動脈弁は認めず卵円孔は1.7mmと狭小

化､ ARsevere､ MRsevere､ 左心室機能低下による

circular shuntを生じた大動脈弁欠損と胎児診断｡ 34週

0日､ ariabilityが乏しくなり帝王切開にて出生､ 推定

体重1800g､ Apgar1分値3点5分5点であった｡ Ope室を

移動しASD creation､ MV closureを施行｡ 生後から人

工心肺開始まで23分であった｡ しかし､ 体外循環から

離脱できぬまま日齢4に失った｡

【症例4】病名：HLHS｡ 在胎20週5日､ critical AS､

massive MRと胎児診断｡ その後A弁の順行性flowが確

認できなくなりHLHSに移行し卵円孔もrestrictive と

なった｡ 37週4日､ 帝王切開にて出生｡ 推定体重3000g､

Apgar1分値4点であった｡ Ope室を移動しASD creation､

MV closure､ 両側PABを施行｡ 生後から人工心肺開始

まで34分であった｡ 日齢100日にDKS､ Adebanding､

m-BTSφ3.5mm､ TVP施行したがLOSで失った｡

【考察】卵円孔開存が必須の左心低形成を中心とする

疾患群は出生直後より状態悪化の可能性があり詳細な

胎児診断が必須である｡ しかし､ 出生前から診断でき

た症例は計画的に手術を施行する事が出来たが､ 皆重

症であり生存退院は出来なかった｡

ダビガトランにて右室内血栓が消失
した不整脈原性右室心筋症の1例

第２小児科
野村羊示､ 倉石建治､ 西原栄起
太田宇哉

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第22回西濃心臓病学会

平成27年８月 大垣

第２小児科
野村羊示､ 倉石建治､ 西原栄起
太田宇哉､ 山田佑也

循環器内科
森島逸郎

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第18回日本成人先天性心疾患学会

平成28年１月 大阪

【はじめに】不整脈原性右室心筋症(ARVC)は､ 右室

心筋の線維化と脂肪置換を特徴とする心筋症である｡

心室内血栓や急性肺塞栓症の合併が知られているが､

ワーファリンで治療されている報告が多い｡

【症例】32歳男性｡ 中学1年の学校心臓検診で心室期

外収縮を指摘された｡ 1年7ヶ月後に心臓超音波検査

(UCG)で右室拡大と右室機能低下を認め､ ARVCと診

断した｡ 11年後より通院を自己中断していたが､ 13年

後に心不全のため入院となった｡ 心房粗動に対して電

気的除細動を行い停止した｡ エナラプリル10mg/日､

カルベジロール20mg/日､ ソタコール80mg/日などの

内服を行っていたが､ 抗血小板療法､ 抗血栓療法は行っ

ていなかった｡ 16年後､ 外来受診時のUCGで､ 右室

内心尖部の中隔寄りに19×21mmの血栓を認めた｡ 左

室駆出率は41.6%だった｡ ワーファリン3mg/日と低分

子ヘパリンの投与を開始したが､ 血栓の大きさに変化

はなかった｡ 第3病日にダビガトラン300mg/日へ変更

したところ､ 3週後に血栓は14.8×10.2mmへ縮小し､
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5週後には消失した｡ 出血などの副作用はなく､ 1年

3ヶ月後の現在まで再発を認めていない｡

【まとめ】左室機能が低下したARVCは､ 血栓のリス

クが高いとの報告がある｡ 本症例も心機能が低下して

おり､ 心室内血栓を合併した｡ ワーファリンによる治

療の報告があるが､ 今回の経験からARVCの血栓治療

にダビガトランが有効と推測された｡

早産児における予定日相当のProton
MR spectroscopy (MRS) と
神経学的予後との検討

第２小児科
兵藤玲奈､ 孫田みゆき

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､ 片岡英里奈
杉山裕一朗､ 鈴木俊彦､ 北瀬悠磨
見松はるか､ 松沢 要､ 齊藤明子
近藤大貴､ 村松友佳子､ 城所博之
早川昌弘
第60回日本新生児成育医学会・学術集会

平成27年10月 盛岡

【目的】Proton MR spectroscopy (MRS) は原子核の

核磁気共鳴周波数の違いを利用して､ 生体内の代謝物

質の濃度を非侵襲的に測定する手法である｡ 以前我々

は予定日相当に撮像したMRSにおいて､ 早産児と正

期産児では代謝物質の濃度が異なることを報告した｡

今回我々は､ 従来のMRI撮像法では神経学的予後予測

が難しい症例に対して､ MRSが利用できないかを検

討するため､ 早産児において予定日相当に撮像した

MRSと修正18か月の発達予後との関連を調べた｡

【方法】2010年～2013年に当院NICUに入院した出生

体重1500ｇ未満の早産児のうち､ 修正37～42週に

MRSを撮像し､ 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18か月に発達評価を

行った児を対象とした｡ 発達評価の結果により､ 対象

を発達正常群 (DQ＞85)､ 発達境界群 (DQ70～84)､

発達遅滞群 (DQ＜70) に分け比較した｡ MRSは3T

MR systemを使用し､ multi-voxel法で撮像した｡ 関心

領域は両側の前頭葉白質､ 視床､ 後頭葉白質とし､

N-acetylaspartate(NAA)/creatine(Cr) ､ coline(Cho)/Cr ､

NAA/Choを求めた｡ 統計にはMann-Whitney U検定を

用い､ p＜0.05で有意とした｡

【結果】対象は全345例で発達正常群は245例､ 発達境

界群は10例であり､ 発達遅滞群は該当なしだった｡ 対

象の在胎週数は､ 発達正常群､ 発達境界群でそれぞれ

中央値29.56 (範囲23.7-36.37.1) 週､ 30.0 (24.9-35.4)

週､ 出生体重は､ 113240 (624-1492) g､ 1185 (636-

1480) gであり､ MRSI撮像時の修正週数は､ 40.0

(38.1-41.7) 週､ 40.0 (38.0-40.1) 週であった｡ NAA/

Choは､ 右視床：発達正常群0.6970 (0.41-0.78) vs 発

達境界群0.57 (0.50-0.64) (p＝0.021)､ 左視床：発達

正常群0.69 (0.46-0.88) vs 発達境界群0.55 (0.50-0.69)

(p＝0.021) であった｡

【結論】発達境界群では発達正常群と比較して両側視

床のNAA/Choが低く､ 予定日相当のMRSが早産児の

予後予測に有用である可能性が示唆された｡

急性､ 激症型心筋炎15例の臨床像と診断

第２小児科
野村羊示､ 倉石建治､ 西原栄起
太田宇哉､ 山田佑也

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第44回西濃小児科医会

平成27年11月 大垣

対象は1990年1月～2015年10月に入院した15歳以下の

心筋炎13例 (劇症3､ 急性10)｡ 診断時症状は下痢のな

い消化器症状11例､ 活気不良10例､ 呼吸の異常8例､

胸痛/胸部不快感6例､ 発熱2例だった｡ 診断時所見は

頻脈10例､ 顔色不良や末梢冷感9例､ 不整脈7例の順に

多かった｡ 予後は死亡1例､ 拡張型心筋症1例だった｡

下痢のない消化器症状､ 発熱がなく活気不良の症例で

は心筋炎を鑑別する必要がある｡ また心電図変化を全

例で認め､ 心電図は早期診断に有用である｡
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当院NICUにおける真菌の保菌状況と
深在性真菌感染症

第２小児科
沼田侑也､ 本部和也､ 田中 亮
兵藤玲奈､ 孫田みゆき､ 伊東真隆
関連病院カンファレンス

平成28年１月 名古屋

はじめに､ 新生児とりわけ免疫力が弱い未熟児におい

て真菌は致命的な感染症となりうる｡ 新生児期におい

ては生後1週間で50％､ 1カ月では75％にカンジダが生

着するといわれており､ 深在性真菌症は90％以上がカ

ンジダ属感染である｡ 新生児カンジダ血症の発生率は､

出生体重1000g未満の児で約20％､ 1000-1500gの児で

13％であり､ 出生体重1,000g未満の新生児に対してフ

ルコナゾールの予防投与を考えてもよいとされている｡

当院では在胎26週未満の超低出生体重児を対象にして､

最初の2週間はプロジフ 3 mg/kg/doseを72時間毎投

与｡ 3-4週間では同量を48時間毎投与している｡ また､

培養検査は入院時に胃液培養､ 皮膚培養､ 血液培養｡

監視培養として気管支採痰､ 喀痰培養もしくは鼻汁培

養を､ septic workとして血液培養､ 喀痰培養､ 便培養､

尿培養を行っている｡ 2011年1月1日～2015年10月30日

までに当院NICUで管理した児を対象に検討した｡ 対

象期間に､ 5550件の培養検査を行っており､ うち45件

で真菌が検出され､ 45件全例がカンジダ属だった｡ 80

％がC.albicansだった｡ 検出景気は54％がseptic work

で､ 24％が入院時の培養だった｡ 検出場所は気管支最

短が33％だった｡ また､ 当院で対象期間にﾌﾟﾛｼﾞﾌの予

防投与の対象者は36名で､ 先ほどのカンジダ属が検出

された45件中､ プロジフ予防投与を行った後に検出さ

れたのは5名､ 8件だった｡ ﾌﾟﾛｼﾞﾌ予防投与中の検出は

なく､ ﾌﾟﾛｼﾞﾌ予防投与対象者では深在性真菌症を生じ

た症例はなかった｡ プロジフ予防投与非対象者の2名

で深在性真菌感染症を引き起こした｡

右上大静脈欠損を伴う左上大静脈遺残､
右房拡大の胎児診断例

第２小児科
太田宇哉､ 山田佑也､ 野村羊示
西原栄起､ 倉石建治

産婦人科
玉村有希恵､ 伊藤充彰

臨床検査科
北洞久美子
第22回日本胎児心臓病学会学術集会

平成28年２月 東京

胎児期に右上大静脈欠損を伴う左上大静脈遺残症例を

経験した｡ 胎児期の評価では､ 右心房の拡大があり左

心房や肺静脈還流の評価が困難であった｡ 胎児期や出

生後の経過について報告する｡ 症例は在胎10週にnuchal

translucency (NT)φ29mmを指摘され当院産婦人科紹

介受診｡ 在胎16週に羊水検査を施行し正常女性核型で

あった｡ 在胎22週の時点でスクリーニングのため胎児

外来受診｡ 初回評価では､ 胃泡左､ 心臓軸正常､ 心胸

郭面積比23％と一見印象は悪くなかった｡ しかし､ 右

心房の拡大を認め心房中隔と左心房､ 肺静脈の評価は

困難であり複数回の評価を行うこととした｡ 在胎27週､

検査室での胎児全身スクリーニングにて右上大静脈が

はっきりせず､ 左上大静脈遺残を指摘された｡ 在胎29

週の2回目の評価では､ 右上大静脈は欠損しており､

右上半身の血流は右腕頭静脈を介して左上大静脈へ､

左上大静脈はCSへ還流していた｡ 心室から大血管の

起始は正常であった｡ 在胎31週の評価では左房への肺

静脈の還流を認めたが全ての肺静脈の評価は困難で立

ち会い分娩予定とした｡ 在胎39週1日 児心音低下あり

吸引分娩にて出生｡ Apgar scoreは1分8点､ 5分8点で

あった｡ 出生後の超音波診断も胎児診断と同様であっ

た｡ 角度によっては単心房にも見える大きな右心房を

認め､ 肺静脈は左心房へ還流していた｡ 出生後の経過

は順調であり､ 日齢5に動脈管閉鎖を確認し､ 母親と

一緒に退院した｡ 左上大静脈遺残は一般人口では0.3-

0.5％､ 先天性心疾患での合併は4.3％の頻度と報告さ

れている｡ そして､ 右上大静脈欠損を伴う左上大静脈

遺残は先天心疾患で0.07-0.13％の頻度と報告され一般

人口での発生頻度は不明である｡ 本疾患は先天性心疾

患の合併が無い場合無症状であり､ 偶然に発見される

場合が多い｡ 今回､ 胎児期に診断し得たが､ 評価が難

しかった点もあり症例提示させて頂く｡
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急性､ 劇症型心筋炎の臨床像

第２小児科
野村羊示､ 山田佑也､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治

小 児 科
伊藤貴美子､ 中嶋義記

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第120回東海小児循環器談話会

平成28年３月 大垣

対象は1990年1月～2015年10月に入院した15歳以下の

心筋炎13例 (劇症3､ 急性10)｡ 診断時症状は下痢のな

い消化器症状11例､ 活気不良10例､ 呼吸の異常8例､

胸痛/胸部不快感6例､ 発熱2例だった｡ 診断時所見は

頻脈10例､ 顔色不良や末梢冷感9例､ 不整脈7例の順に

多かった｡ 予後は死亡1例､ 拡張型心筋症1例だった｡

下痢のない消化器症状､ 発熱がなく活気不良の症例で

は心筋炎を鑑別する必要がある｡ また心電図変化を全

例で認め､ 心電図は早期診断に有用である｡

進行膵体尾部癌に対するDP-CAR-PG
(Proximal Gastrectomy)

外 科
金岡祐次､ 前田敦行
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【はじめに】1995年以降腹腔動脈に浸潤する膵体尾部

癌に対してDP-CARを29例に行い, 24例でR0/1切除が

可能. 2010年以降は胃全摘の代わりに噴門側胃切除

(PG)を標準としている.

【症例】59歳女性. 膵体部癌が腹腔動脈から総肝動脈,

脾動脈, 左胃動脈に浸潤し, 脾静脈合流部は癌で閉塞.

Teitz靭帯にも浸潤があり, 空腸初部の合併切除を含

むDP-CAR-PGおよび門脈のグラフト再建, 左横行結

腸間膜切除を行った. 手術時間5時間57分, 出血量

1075ml.

【結果】 24例中5例に本術式を行い2例に門脈グラフ

ト再建を施行. 平均手術時間/出血量は295分/697ml,

術後合併症は膵液漏1例, DGE1例, 右下肢知覚異常

1例で胃全摘に比べ合併症は減少した. R0率は60%で,

胃全摘(6例)33%, 胃温存(13例)77%と比べて妥当な結

果である.

【考察】DP-CAR-PGは合併症発生率, 治癒度の点か

らバランスのとれた安全な術式であると考えている.

長期予後など今後症例の集積が必要である.

乳房温存術の切除範囲決定における
造影USガイド下インターベンション
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
深見保之､ 尾上俊介､ 大塚新平
川勝章司
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【目的】乳癌術前に行うMRI/CTで発見された病変に

対する造影USおよびインターベンションの有用性を

調べる｡

【対象と方法】対象は2013年～2014年に術前に切除範

囲決定のために行ったMRI/CTで新規に発見された病

変を有した14例｡ 2nd look USで同定した後に造影US

を行った｡ さらにインターベンションを行い術後の組

織診断と比較した｡ 穿刺吸引細胞診 (FNAC) を10例

に, Core Needle Biopsy (CNB) ・吸引式組織生検

(VAB) を4例に用いた｡ CE-US の同定率, 各インター

ベンションの感度, 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, 2nd look

US時のCE-USでは, MRIで造影された12例すべて造

影された｡ FNACでは, 感度は42.9％, 精度は60％で

あった｡ CNB・VABではともに100％であった.

【まとめ】MRI/CTで指摘された病変に対し2nd look

US時にCE-USを行うことは, 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｡
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大腸癌切除可能両葉肝転移に対する肝
切除前mFOLFOX6+ Bevacizumab
治療
Preoperative chemotherapy with
mFOLFOX6 +Bevacizumab for
resectable bilobar liver metastases
from colorectal cancer

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
深見保之､ 尾上俊介
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【目的】切除可能大腸癌両葉多発肝転移に対して

mFOLFOX6 +Bevacizumab (Bmab) 化学治療後に肝

切除を行い, この成績を前向きに集積・検討した.

【方法】2008年9月から2014年8月に経験した大腸癌切

除可能両葉多発肝転移23例 (同時20例, 異時3例) を

対象とした. レジメンは5FU 400mg/m2 (5分静脈注射)

+ 2400mg/m2 (46時間) , Oxaliplatin 85/m2, Levofolinate

200mg/m 2, Bmab 5mg/kgを1コースとし, 14日ごと

に6コース施行し肝切除を行う. 最終コース時は

Bmabを休薬, 肝切除後の化学療法は行わない. 全生存

期間(OS)については, 2002年から2008年8月までの術

前化学治療を行っていない両葉肝転移切除例27例 (非

NAC群) と比較した.

【成績】年齢は中央値63,2歳(52-79歳). 原発部位直腸

13例・結腸10例,全例局所はR0切除, 化学治療は予定

量の93,3%(83-100%)が投与され, 有害事象は16例(70

%)でGrade 3以上は6例(26%, いずれも好中球・白血

球減少)であった. 21例(91％)で肝切除を実施した, 非

切除3例の理由は腫瘍の急速増大1例, 他病の悪化1例,

最終化学治療から肝切除までは23日(14-76)で, RECIST

基準評価ではPR：SD：PD=6:13:4例 (RR26%) であっ

た. 肝切除術式は葉切除以上5例, 区域切除8例, 部分

切除8例, 手術時間202分 (107-299), 出血330g (60-1110)

で術後合併症はなかった. 肝切除施行21例 (NAC群)

の3年, 5年OSは72％, 36% (MST 47か月) であり,

非NAC群の49%, 49% (31ヶ月) と比較して有意差は

認めなかった(P=0,394). NAC群では異時性(n=3)が同

時性(n=18)と比較して予後良好であり, 3年, 5年OSは

それぞれ100％, 50%と75%, 0%であった(P=0,018).

NAC群の13例に再発を認め, 初回再発部位は残肝6例,

肺5例､ リンパ・腹膜・局所各2例 (重複あり) .

【結論】大腸癌両葉多発肝転移に対する術前mFOLFOX6

+Bebは安全に実施可能であり, 肝臓に対する制御は

期待できるが, 補助化学治療の追加実施も検討すべき

である.

腹腔鏡下ヘルニア手術 (TAPP)に
おけるエネルギーデバイスの比較

外 科
尾 上 俊 介
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【はじめに】当院では､ 2012年11月に腹腔鏡下鼠径ヘ

ルニア手術 (TAPP) を導入し､ 超音波凝固切開装置

(以下LCS､ 定価83000円) を使用していた｡ その後､

コスト削減を目指し､ モノポーラメッチェン (定価

14000円) に変更した｡ モノポーラメッチェンはLCS

と比較し､ 止血能力が劣るため､ 解剖を意識した剥離

操作が重要である｡ また､ デバイス変更当初は､ 手術

時間の延長や術後合併症の増加が懸念された｡

【方法】2014年8月までにTAPPを228例経験した｡ 導

入当初はLCSを使用していたが､ 2013年11月以降はモ

ノポーラメッチェンを使用している｡ LCS群 (n=126)

とモノポーラメッチェン群 (n=102､ 以下メッチェン

群) の手術成績を比較した｡

【結果】年齢､ 性別､ BMI､ 主訴など患者背景は､ 両

群とも類似していた｡ 再発症例はLCS群に6例 (5%)､

メッチェン群に4例 (4%) 認めた (P=0.511)｡ 手術診

断は､ LCS群において､ 外鼠径ヘルニアが87例 (69%)､

内鼠径ヘルニアが28例 (22%)､ 内外鼠径ヘルニアが

3例 (2％)､ その他が8例 (6%) であり､ メッチェン

群では､ それぞれ､ 62例 (61%)､ 36例 (35％)､ 2例

(2%)､ 2例 (2%) であった (P=0.267)｡ 平均手術時

間および平均出血量はLCS群が67.4±22.9分､ 2.1±1.9

ml､ メッチェン群は62.2±33.2分､ 2.4ml±4.4mlであ

り､ 有意差を認めなかった (P=0.181､ =0.614)｡ 術後

合併症はLCS群に7例 (6%､ seroma：5例､ 早期再発：

1例､ 精巣炎1例)､ メッチェン群に6例 (6%､ seroma：

5例､ 出血1例) 認めた (P=0.916)｡ 術後晩期の疼痛､
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違和感を訴えた症例はそれぞれ､ LCS群で6例 (5%)､

9例 (7%)､ メッチェン群で2例 (2%)､ 5例 (5%) で

あった (P=0.220､ =0.621)｡

【まとめ】両群の手術成績に有意差を認めなかった｡

モノポーラメッチェンの使用により､ 解剖を意識した

手術を行い､ 手術時間､ 出血量､ 術後合併症を増大す

ることなく､ コストを削減することができた｡

高度脈管侵襲 (Vp3/4)を伴う肝細胞
癌に対する外科切除の意義

外 科
森 治樹､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺 史裕
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【目的】Vp3/4を伴う肝細胞癌(HCC)に対する外科切

除の意義を明らかにする.

【対象と方法】2001年～2014年に経験したVp3/4併存

HCCは102症例. 肝切群9例(追加内科治療3例含む),

肝動注化学療法(HAIC)を中心とした内科治療群32例

(追加外科治療3例含む), 緩和治療を行った症例61例で

あった.

【結果】術式は拡大肝右葉切除1例, 肝右葉切除4例,

肝左葉切除3例, 肝外側区域切除(腫瘍栓摘出)1例. 手

術時間248分, 出血量1123gで, Clavien分類III以上の術

後合併症2例, 在院死は肝不全の1例であった. 肝切群,

内科治療群,緩和治療群の生存期間中央値(MST)はそれ

ぞれ9.6, 4.9, 1.6ヵ月であった. また肝切除と内科治

療併用(6例)のMSTは20.1ヵ月で有意に予後良好であっ

た. 全症例の単変量解析はChild A (p<0.001), 腫瘍径

7cm未満 (p=0.01), 単発 (p=0.028)が予後規定因子であっ

た. 多変量解析はChild A (p<0.001)のみ抽出された.

【結語】外科切除と内科治療を併用できた症例は予後

が期待できる.

通院治療センターで行う進行再発胃癌
に対する外来S-1+CDDP療法

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
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【はじめに】当院では通院治療センターを設置し､

2010年10月からS-1＋CDDP療法を外来で投与している｡

【目的】S-1＋CDDP療法の外来投与に関する安全性

を検討した｡

【対象】2010年10月以降に治癒切除不能な進行・再発

胃癌に対してS-1＋CDDP療法を外来投与した59症例

を対象とした｡

【投与方法】CDDP投与前日から投与翌日まで1500ml/日

以上飲水するように指導し､ CDDP投与前1000ml､ 投与

中500ml､ 投与後1500mlの補液と利尿剤投与を行った｡

【結果】平均施行サイクルは5.3回 (1-20回)｡ 投与開

始後､ 2サイクル全量投与できた症例は24例(41%)であっ

た｡ 14例(24%)で副作用による入院加療を必要とし､

CTCAE Grade3以上の副作用を29例(49%)で認めた｡

腎機能障害は8例(14%)で認めたが､ 化学療法に関連し

たものは初回投与後の1例 (Grade1) のみで､ 次コー

ス開始時に自然軽快した｡

【結語】S-1+CDDP療法の外来投与は､ 腎機能障害を

認めずに安全に施行可能であった｡

胃石による腸閉塞に対して腹腔鏡手術
を施行した1例

外 科
東 山 将 大
第289回東海外科学会

平成27年４月 名古屋

症例は65歳男性｡ 食習慣の1つにカキがある｡ 心窩部

不快感と嘔吐を主訴に近医を受診し､ 上部消化管内視

鏡検査で胃潰瘍と3cmだいの胃石を認めた｡ PPI内服

で経過観察となったが､ 嘔吐が続くために当院紹介受

診した｡ 当院で施行した腹部造影CT検査では､ 回腸
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内の胃石とその口側の小腸拡張を認め､ 胃石による腸

閉塞と診断した｡ 手術は腹腔鏡補助下胃石摘出術を施

行した｡ 臍にカメラポート､ 左下腹部に5ｍｍポート

を2か所挿入して手術を開始した｡ 回盲部から150cm

口側の回腸に､ 胃石による黒色の透見像を認めた｡ カ

メラポート部を4cm小開腹し､ 回腸を体外に引き出し､

横切開を加えて暗赤色の胃石 (4×3×3cm) を摘出し

た｡ 経過良好で､ 術後8日目に退院した｡ 胃石による

腸閉塞に対して腹腔鏡アプローチが有用であったので

報告する｡

直腸癌術後に小腸間膜デスモイド腫瘍
を発症した１例

外 科
仲 野 聡
第289回東海外科学会

平成27年４月 名古屋

症例は61歳男性. 58歳時に直腸癌T3N0M0 stageⅡA

(UICC)に対して腹会陰式直腸切断術を施行した. 術後

3年目の造影CT検査で, 下腹部に50mm大の境界が比

較的明瞭な低濃度腫瘤を認めた. PET-CT検査では, 同

部位にFDGの集積(SUVmax3.57)を認めたが, 他に明ら

かな集積は認められなかった. 単発の小腸間膜リンパ

節または腹膜播種再発を疑い, 切除の方針となった.

手術所見では, 腫瘍は小腸間膜を主座とし, 小腸に浸

潤していた. 150cmの小腸合併切除を伴う小腸間膜腫

瘍摘出術を施行した. 病理組織学検査では膠原繊維と

紡錘形の線維芽細胞の増生を認め, デスモイド腫瘍と

診断した. 直腸癌術後に小腸間膜デスモイド腫瘍を発

症した１例を経験したので報告する.

胃GISTを併存した食道アカラシアに
対して食道切除胃管再建を施行した1例

外 科
岡本和浩､ 原田 徹､ 金岡祐次
亀井桂太郎
第289回東海外科学会

平成27年４月 名古屋

【症例】51歳女性. 既往歴は心室中隔欠損(5歳時手術)､

卵巣癌 (14歳時子宮全摘､ 両側付属器摘出), 骨粗鬆

症. つかえ感を主訴に近医受診. 造影CT､ 上部消化

管造影､ 内視鏡で下部食道のスムーズな狭窄および食

道の強い蛇行と著明な拡張､ 胃体上部小彎に壁外発育

型の粘膜下腫瘤 (3cm) を認め､ 食道アカラシア

(sigmoid型) と胃GISTと診断した｡ アカラシアに対し

てバルーン拡張術施行されたが軽快せず, 手術目的で

当院紹介受診となった｡ 手術は胸腔鏡腹腔鏡補助下に

食道亜全摘術､ 胸腔内食道胃管吻合術を行った｡ 病理

組織学的検査では食道狭窄部は平滑筋線維の乱れを認

め, 胃の腫瘍は低リスクのGISTと診断された｡ 術後

逆流性食道炎を認めPPI内服中であるが経口摂取の改

善を認めた｡

【まとめ】食道アカラシアは筋層切開術が行われるこ

とが多いが､ 自験例では胃GISTを併存し､ もともと

の食道蠕動の低下､ sigmoid型などを考慮し食道切除

した.

上腹部小切開からの膵断端処理・再建
を併用した腹腔鏡下膵切除

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27回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成27年６月 東京

【目的】膵切除の合併症では膵液瘻が最も致死的であ

り､ 膵断端の処理と再建法が鍵となる｡ 開腹と同様の

安全性を保ちながら腹腔鏡手術特有のメリットを享受

するために､ われわれは上腹部小切開(5-7cm､ 体型に

応じて延長)を用いて断端処理・再建を行っている｡

その手技と成績を報告する｡

【方法】2010年6月から2014年11月までに経験した膵

腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除は27例であった｡ 年齢中

央値45歳 (20-74)､ 男：女比18：9､ BMI 22.4 (16.8-

32.7)､ 適応疾患 (病理組織診断) はIPMA 9例､ IPMC

2例､ 浸潤性膵管癌､ 下部胆管癌､ 乳頭部癌各1例､

NET 3例､ SPT 2例､ その他の良性腫瘍7例であった｡

術式は体尾部切除16例(DP, 脾温存3例､ 腹腔動脈切除
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1例を含む)､ 幽門輪温存膵頭十二指腸切除(PPPD)8例､

中央切除2例､ 部分切除1例｡ 腫瘍最大径は2.5cm (1.0-

10.0)であり､ これらを対象とした｡

【成績】ポート数6 (5-9)､ 創部長7cm(3-13)｡ DPの手

術時間中央値156分(38-363)､ 出血量50g (5-1140)､

在院日数14日(11-67)､ PPPDではそれぞれ334分 (291-

356)､ 50g (30-150)､ 22日(19-40)であった｡ 合併症に

ついてClavien-Dindo Grade II以上であったものは11

例(40%､ II 4例､ IIIA 7例)｡ 膵液瘻は6例で､ DP5例､

PPPD1例であった｡ これらの内訳は膵断端処理で縫合

器を使用した2例全例(100%)と手縫い処理の4例(16.0%)

であった｡ 退院後の再入院はイレウスの1例(3.7%)に

認め､ 開腹手術を要した｡

【結論】腹腔鏡下膵切除術は上腹部に約7cmの小切開

を加え､ 膵処理をおこなうことにより開腹手術と同等

の安全性を確保しながらDP 2時間半､ PPPD 5時間半

前後の手術が可能と考える｡

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
尾上俊介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之
第27回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成27年６月 東京

【目的】発症後72時間を経過した急性胆嚢炎に対する

緊急手術は､ 難易度が高いことが知られ､ 手術適応は

施設によって異なる｡ 当院では2012年以降､ 急性胆嚢

炎に対し､ 腹腔鏡下胆嚢摘出術を積極的に施行してき

たので､ その手術成績を報告する｡

【方法】急性胆嚢炎に対して､ ①80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11月までの間に､ 87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65例 (A群) と72時間以降に実施した22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｡

A群の29例 (45%) は胆石を保有していることを認識

していたが､ B群は3例 (14%) しか認識していなかっ

た (P=0.009)｡ 術前白血球数､ CRP値の中央値 (範囲)

は､ A群が11950 (3170-24500) μL､ 1.0 (0.1-24.2)

mg/dL､ B群が13010 (1250-21430) μL､ 11.1 (0.3-38.0)

mg/dLであり､ B群で有意にCRPが高値であった (P＝

0.006)｡ 手術時間､ 出血量の中央値はA群で80(37-141)

分､ 10 (1-650) ml ､ B群で89 (48-234) 分､ 50 (3-3500)

mlであり､ いずれも有意差は認められなかった (P＝

0.054､ =0.180)｡ 一方､ 開腹移行症例はA群で1例

(2%)､ B群で3例 (14%) であり､ 有意差を認めた (P＝

0.048)｡ 入院期間中央値はA群が5 (4-12) 日間､ B群

が6 (5-36) 日間であった (P=0.093)｡ 合併症はA群で

3例 (5%､ 創感染､ 無気肺､ 腹壁瘢痕ヘルニア)､ B群

で1例 (5%､ 総胆管結石) に認めた (P=0.999)｡

【まとめ】発症後72時間を経過した症例は､ 72時間以

内に施行した症例と比較し､ 開腹移行例が多かったも

のの､ 手術時間､ 出血量､ 入院期間､ 合併症に有意差

は認められなかった｡

進行膵体尾部癌に対するDP-CARの
治療成績

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 尾上俊介､ 磯谷正敏
第27回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成27年６月 東京

【背景】進行膵体尾部癌に対する腹腔動脈合併切除を

伴う膵体尾部切除 (DP-CAR)は, 腹腔動脈およびその

周囲組織をen blocに切離することができるため, 従

来局所進展により非切除とされていた症例に対しても

根治切除を目指すことができる術式である.

【目的】進行膵体尾部癌に対するDP-CARの治療成績

を報告する.

【方法】腹腔動脈や総肝動脈への進展が疑われる局所

進行膵体尾部癌に対して, 1999年から2014年までに

DP-CAR (他臓器合併切除含む) を28例に施行した.

28例中10例 (36%) に門脈合併切除を並施し (5例は

門脈グラフト再建), 2例に動脈合併切除再建を施行し

た. R2切除は4例 (14%), 組織学的傍大動脈リンパ節

陽性を含むpM1を5例に認めた. 術前化学療法は施行

していないが, 術後PS良好例 (n=12) では補助化学
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療法 (S-1:2例, GEM:9例, UFT:1例) を施行した.

【結果】１) 患者背景：平均年齢64歳, 男女比15:13,

術前糖尿病合併8例 (29%), 病変の主座は膵体部20例/

尾部8例, 平均腫瘍径48mm. リンパ節転移陽性21例

(75%). ２) 手術成績：平均手術時間252分, 平均出

血量668mL. Grade BCの膵液瘻を8例 (29%) に認め,

Clavien分類3以上の合併症は10例 (36%), 入院死亡は

誤嚥性肺炎の1例 (4%) であった. ３) 長期成績：腫

瘍径, 組織型, リンパ節転移, 門脈合切の有無で予後

に有意差を認めなかった. 一方, R0/1切除群 (n=24,

MST 14ヵ月) がR2切除群 (n=4, MST 6ヵ月) に比

べ有意に予後が良く (p=0.013), 術後補助化学療法施

行群 (n=15, MST 16ヵ月) も非施行群 (n=13, MST

7ヵ月) に比べ有意に予後が良好であった (p=0.019).

2年生存を4例に認めた.

【結語】進行膵体尾部癌に対するDP-CARは安全に施

行可能である. R0/1切除と術後補助化学療法施行例の

予後が良好であった.

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27回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成27年６月 東京

【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｡

直腸癌､ 両葉多発肝転移に対する化学療
法が著効し3回の肝切除術を行った1例

外 科
渡邉夕樹､ 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､ 千馬耕亮､ 堀米香世子
吉川晃士朗､ 寺 史浩
第15回岐阜肝臓外科研究会

平成27年６月 岐阜

症例は30歳女性, 2012年7月の当院初診時に直腸癌,

切除不能両葉多発肝転移と診断した. イレウス回避の

ため双孔式人工肛門造設と化学療法目的にIVHリザー

バー造設を行い,化学療法を開始した. ｍFOLFOX6+

BV療法を9コース施行したところでL-OHPアレルギー

のため, FOLFIRI+BV療法に変更し5コース行った.

化学療法が奏功(PR)したため, 2014年5月に低位前方

切除術と多発肝転移に関しては2期的切除を予定した.

初回肝切除は拡大前区域切除, S2/3部分切除術を施行

した. 術後の胸腹部造影CT検査では3カ所に肝転移の

残存を認め, 再びFOLFIRI+BV療法を2コース施行し

た後に2014年8月に2回目の肝内側区域切除, 尾状葉合
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併切除, S2, S6部分切除術を施行した. 組織学的に

は原発巣である直腸に腫瘍の残存はなかった. 肝転移

については1回目に切除した転移巣はほとんどが壊死

し一部にviableな腫瘍残存を認めたのみであり, 2回目

に切除した転移巣はどの病変も壊死に落ちいり腫瘍の

残存は認めなかった. 術後補助療法は行わず経過観察

を行った. 2015年3月の胸腹部造影CT検査でS5とS8の

2カ所に残肝再発を認めたため, 2015年4月に残肝の

S5, 8部分切除術を施行し現在再び経過観察をしてい

る. 多発肝転移に対する化学療法が著効し3回の肝切

除を行った１例を経験したため報告する.

膵炎後の難治性膵液瘻に対して瘻孔空
腸吻合を施行した2例

外 科
渡邉夕樹､ 金岡祐次､ 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､ 吉川晃士朗､ 寺 史浩
第46回日本膵臓学会大会

平成27年６月 名古屋

【背景】膵液瘻は膵炎, 膵外傷, 膵手術に伴って発生

する. ドレナージなどの保存的治療で軽快することも

多いが治療に難渋する症例も経験される. われわれは

難治性膵液瘻に対して瘻孔空腸吻合を施行し良好な経

過を得た2例を経験したので報告する.

【症例1】26歳女性. 重症急性アルコール性膵炎を発

症し, 保存的治療により軽快した. 外来で経過観察さ

れていたが半年後に壊死による膵仮性嚢胞の増大を認

めた. ERCPでは主膵管は膵体部で途絶していた. 経

皮的ドレナージを行ったが排液の減少は認めず,

necrosectomyを施行した. 術後膵液瘻を生じ, 経皮的

ドレナージを行ったが改善しなかった. MRCPでは膵

体部で主膵管が断裂しており, 拡張した尾側主膵管が

膿瘍腔と連続し, 破綻部からの唯一の流出経路となっ

ていた. 保存的治療では治癒困難と判断しnecrosectomy

の4か月後に6Frステントチューブを用いて瘻孔空腸吻

合を施行した. 術後21日目にステントチューブを抜去

して翌日退院となった. 術後8年6か月経過した現在ま

で膵液瘻は再発していない.

【症例2】76歳男性. 重症急性アルコール性膵炎を発

症し, 保存的治療により軽快した. 2か月後に左膵性

胸水を認め1か月間で5回胸水穿刺を繰り返したが改善

しなかった. 膵尾部の仮性嚢胞も増大傾向であったた

め膵体尾部切除術を予定したが, 術中に壊死所見が強

くnecrosectomyとなった. 術後膵液瘻を生じ, 経皮的

ドレナージを継続したが改善しなかった. 術後4か月

後のMRCPでは尾側主膵管は頭側主膵管とは断裂して

おり, 膿瘍腔と連続していた. 6Fr膵管チューブを残

存尾部膵の主膵管内に留置して瘻孔化を待ち, 2か月

後に瘻孔空腸吻合を施行した. 吻合部には6Frロスト

チューブを留置した. 術後22日目に退院となった. 術

後4年5か月経過した現在まで膵液瘻は再発していない.

【結語】難治性膵液瘻に対する瘻孔空腸吻合は有効な

治療手段の1つであると考える.

6cmの嚢胞を伴う膵頭部浸潤性膵管癌
の1例

外 科
寺 史裕､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
第46回日本膵臓学会大会

平成27年６月 名古屋

膵頭部癌における上腸間膜動脈・門脈
浸潤度分類による外科治療の選択

外 科
尾上俊介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之
第46回日本膵臓学会大会

平成27年６月 名古屋

【目的】膵頭部癌の術前画像診断で上腸間膜動脈

(SMA)・門脈(PV)浸潤度診断を行い､ 外科治療の役割

を検討した｡

【方法】2005～2012年の間に当院で膵頭十二指腸切除

を施行した浸潤型膵管癌 103例(男：女＝59:44､ 40～
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85歳､ 平均68.9歳)を対象とした｡ 術前のMDCT､

MPR像を用いPVの浸潤度診断は変形のないもの(PV0,

n=39)､ 片側変形(PV1, n=35)､ 両側変形(PV2, n=21)､

閉塞+側副血行路あり(PV3, n=8)の4群に分け､ SMA浸

潤度については接しない(SMA0, n=76), 接触1/4周以

下(SMA1, n=12)､ 1/4～1/2周 (SMA2, n=7)､ 1/2周以

上(SMA3, n=8)に分けて治療成績を比較した｡ 更に門

脈合併切除再建の行わなかった例(NVR群, n=44)､ 門

脈切除再建例(PVR群, n=42), 門脈切除グラフト再建

例(PVG群, n=17)の3群に分けて比較も行った｡

【成績】施行術式はPPPD:SSPPD:PD＝49:46:8例で､

手術時間中央値270分(157-518)､ 出血量600g (55-3204)､

術後合併症Clavien-Dindo Grade IIIA以上は11例(11%)

で在院死亡は1例 (脳出血) であった｡ R0の得られた

のはPV0:1:2:3で95%:77%:38%:38%であったが､ SMA0:

1:2:3では88%:67%:0%:0%とSMA2,3では無かった｡ 同

様にNVR:PVR:PVGのR0率はそれぞれ89%:67%:47%で

あり拡大手術に従い低下した｡ 生存期間中央値(MST)

についてR0:R1:R2＝22.6:8.9:5.9ヶ月でR0の5年生存率

(OS)は24.1％であったがR1,2の3年生存はなかった｡

PV0:PV1:PV2:PV3のMSTは40.9:14.7:7.3:9.6ヶ月であり､

それぞれの5年OSは32.1%:17.2%:0%:0%であった｡ ま

たSMA0:SMA1:SMA2:SMA3のMSTは20.7:18.8:6.3:7.3

ヶ月であり3年OSはSMA0で36.8%であったがSMA1, 2,

3では0%であった｡

【結論】SMA浸潤を伴う膵頭部癌の手術適応は1/4周

までに限局すべきであると考える｡ 門脈切除再建を伴

う場合についてはR0の得られた場合に長期生存が期

待できる｡

MRI/CTで指摘された病変に対する
2nd look US時に行う造影超音波
検査の検討

外 科
亀井桂太郎､ 原田 徹､ 金岡祐次
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介､ 大塚新平､ 森 治樹
千馬耕亮､ 渡邉夕樹､ 堀米香世子
吉川晃士朗
第23回日本乳癌学会学術総会

平成27年７月 東京

【目的】MRI/CTで発見された新規病変を診断するた

めに, 2nd look USを行うことが一般的である｡ しか

し, 両者が同一のものかどうかについては迷うことが

ある｡ 近年, ソナゾイドを用いた造影超音波検査

(CE-US) が乳腺疾患の診断にMRIや通常のUSよりも

正確であると報告された｡ 本研究の目的は, MRI/CT

で発見された病変に対する2nd look US時に行うCE-US

の有用性を調べることである｡

【対象と方法】対象は, 2012年12月̃2014年12月まで

に当院でCE-USを行った126例中, MRI/CTで発見され

た病変に対して2nd look US時に行った44例｡ MRI/CT

で発見された病変に対するUSおよびCE-USの同定率,

確信度を検討した｡

【結果】CE-USの検査目的は, 乳癌術前の拡がり診断

が26例, MRI/CTで新規に発見された病変の診断が18

例｡ 腫瘤性病変が29例で腫瘍径は6.8mm (2̃17mm),

非腫瘤性病変が15例で腫瘍径は10.5mm (3̃16mm)｡

USカテゴリーは, C1；0 例, C2；14 例, C3；25 例,

C4；5 例, C5；0 例｡ MRI/CTで発見された病変の同

定率は, USで100％, CE-US で84.1％であった｡ CE-

US で造影されなかった7 例はすべて, MRI/CT では

造影効果の弱い症例であり, その後の病理学的検索で

もすべて癌ではなかった｡ また, 病変を描出した確信

度を評価するために, 最も確信度が高い4から確信度

の低い1までスコア化して検討すると, USでは2.3 (1̃

4), CE-US では2.9 (0̃4) であった｡ 造影されたもの

に限定するとUSの2.4に比しCE-USは3.4と有意に確信

度を増した (p＜0.0001)｡

【まとめ】MRI/CTで指摘された病変に対して, 2nd

look US時にCE-US を行うことは, 病変を同定するた

めには有用であると考えられる｡ MRI下のインターベ

ンションが保険収載されていない現状においては, そ

の後のインターベンションを行う際にも確信を持って

行うことができると期待される｡
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当院における乳癌緩和ケアパスの現状
について

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､ 深見保之､ 尾上俊介
大塚新平､ 川勝章司､ 森 治樹
米川佳彦
第23回日本乳癌学会学術総会

平成27年７月 東京

【目的】乳癌患者の数は増加の一途をたどっており､

その全てを急性期基幹病院で対応するのは困難である｡

当院では2009年1月から乳癌手術症例に対して積極的

に地域連携パスを導入し､ 診療所と連携して診察にあ

たっている｡ また2010年7月以降は進行再発乳癌患者

に対して緩和ケアパスを導入し､ 終末期医療の質の向

上に努めている｡ 当院における緩和ケアパスの状況を

報告し､ その有用性を検討した｡

【対象】2010年7月から2014年12月までに当院で緩和

ケアパスを導入した担癌患者305人中22人が乳癌患者

であり､ 検討対象とした｡

【結果】進行再発乳癌に対して緩和ケアパスを導入し

た22例中19例は現在までに死亡しており､ 2例は現在

もパス継続中､ 1例は転院により予後不明であった｡

死亡した19例について緩和ケアパスの導入からの生存

期間の中央値は79日 (5-340日) であり､ 在宅療養期

間の中央値は54日 (0日-181日) であった｡ 最終治療

からの生存期間の中央値は66.5日 (17-488日) であっ

た｡ 看取りの場所は5例が在宅､ 14例は病院であった｡

14例の最終入院期間の中央値は23日(1-163日)であった｡

14例のうち10例は当院､ 4例は転院先で死亡した｡ 緩

和ケアパス導入目的は疼痛などの症状緩和目的が15例､

栄養管理目的が1例､ 症状出現前の早期に導入した症

例は6例認めた｡ 導入場所は8例が外来､ 14例が入院中

であったが､ そのうち2例は退院できず緩和ケアパス

は実質的に運用できなかった｡ 22例中5例に対して緩

和ケアパス導入前に地域連携パスが導入されており､

1例は緩和ケアパス導入時に受け入れ困難のため連携

施設を変更したが､ 4例は同じ連携施設で導入するこ

とができた｡

【まとめ】急性期基幹病院のみでターミナル患者を最

期まで加療することは困難であるが､ 緩和ケアパスに

よってさまざまな職種がかかわることで､ 患者の望む

場所での看取りが可能となる｡ 死亡された19例のうち

他院で死亡した4例を除く15例に対して最期まで当院

も主治医として終末期にかかわることができた｡ 入院

死亡した14例の最終入院期間の中央値は23日と比較的

短期間であり､ 急性期基幹病院での入院としては許容

できる範囲内である｡ 緩和ケアパスの連携施設はまだ

まだ少ないのが現状であり､ その裾野を広げるために

は乳癌術後地域連携パスの連携施設が再発時に引き続

き緩和ケアパスの受け皿となることが期待される｡

乳癌に対する化学療法による発熱性
好中球減少症の実態

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23回日本乳癌学会学術総会

平成27年７月 東京

【背景・目的】発熱性好中球減少症(febrile neutropenia；

以下FN) に対してはFN診療ガイドラインにより診断､

リスク分類､ 治療方針までが定められており､ 当科で

もガイドランに則り診療を行っているが､ 病院の規則

により熱発時には当院を受診することとなっている｡

今回我々は当院におけるFN患者について検討したの

で報告する｡

【対象と方法】2007年7月から2014年12月末までの期

間に､ 乳癌に対する術前・術後化学療法を施行した

378例のうちFNを発症した47例 (12.4%) について検

討した｡

【結果】症例は全て女性､ 平均年齢は54歳 (28̃73歳)､

平均BMIは22であった｡ 術前化学療法5例､ 術後補助

化学療法42例で施行したレジメンの内訳はAC：9例､

EC：21例､ TC：11例､ FEC100：4例､ その他：2例で

あった｡ 各レジメンごとのFN発症率はAC：14.0%､

EC：18.4%､ TC：42.3%､ FEC100：57.1%であった｡

平均熱発期間は2日間でFNからの離脱には平均して

3日間を要した｡ G-CSFを42例 (89.3%) に対して平均

3日間 (1̃5日) 投与した｡ 投与した抗生剤はCFPM：

38例､ COZP：6例､ その他：3例であった｡ 次コース
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での対応については､ 投与量を減量した症例が25例

(53.1%)､ 予防的にG-CSFを投与した症例が12例 (25.5%)

であった｡ 予防的G-CSFは前コースでのFN発症日の

平均2.8日前から平均3.5日間投与した｡ そのうち次コー

ス以降にFNを再発した症例は､ 減量した25例中3例

(12.0%)､ 予防的にG-CSFを投与した12例中3例 (23.0

%) であった｡

【結語】FEC療法､ TC療法では他のレジメンと比較

しFNの発症率が高かった｡ また予防的G-CSF投与の

タイミングはFN発症日の2日前からでは遅いと考えら

れた｡

空腸間置再建による腹腔鏡下噴門側
胃切除術

外 科
森 治 樹
第57回名古屋腫瘍外科研究会 内外症検

平成27年７月 名古屋

【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｡ LAPG

の手術手技を供覧し､ 有用性を報告する｡

【手術手技(LAPG)】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｡ 空腸挙上後､ 上腹部正中に小開腹 (約4cm)

を加える｡ 体外で胃切除後､ 鏡視下で自動吻合器にて

食道空腸吻合を行い､ 体外で手縫いで空腸残胃吻合､

続いて空腸空腸吻合を行う｡

【対象と方法】2007年7月より2014年12月までに上部

早期胃癌に対して噴門側胃切除術を施行した60例を対

象とし､ LAPG群24例､ OPG群36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:190.8分､ OPG群：147.8分 (p＜0.01)､

平均出血量はLAPG群：36.0ml､ OPG群:269.0m l (p

＜0.01)､ 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：3例(11.1%)､ OPG群:

5例(13.2%) (NS)､ 縫合不全は認めなかった｡ 平均術

後在院日数はLAPG群：14.3日､ PG群：16.9日であっ

た (p＜0.01)｡

【まとめ】空腸間置再建によるLAPGはOPGに比べて

リンパ節郭清個数､ 術後合併症に差はなく有用と思わ

れた｡

肝胆膵領域における連続縫合を用いた
肝動脈再建手技

外 科
大塚新平､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
亀井桂太郎
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【はじめに】当院では肝動脈浸潤を伴う胆膵領域腫瘍

に対して, 肝動脈再建を肝胆膵外科医が行うことで積

極的に手術を施行している. 肝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】2000年1月から2014年11月の間で胆膵領域癌

切除例380例[胆管癌118例, 膵癌189例(膵頭十二指腸

切除例のみ), 胆嚢癌73例(肝切除例のみ)]のうち24例

(6.3%)(胆管癌16例13.6%, 膵癌5例2.6%, 胆嚢癌3例4.1

%)で肝動脈再建を行った. 平均年齢63歳[50-73]. 男

性16例, 女性8例. 肝切除兼膵頭十二指腸切除8例, 肝

切除10例, 膵頭十二指腸切除6例. 再建は3倍ルーペを

用いて術者が行った. 肝動脈およびドナー血管はスリッ

トを入れることでへら状に吻合口を拡大し, 7-0プロ

リン糸による連続縫合で行った.

【結果】1) 平均動脈再建時間20分[9-31]. 2) 再建対

象:右肝動脈18例, 左肝動脈4例, 総肝動脈2例. 3) 再

建方法:同種動脈7例, 異種動脈17例(結腸動脈9例, 胃

十二指腸動脈4例, その他4例). 4) 開存性:全例手術終

了時ドップラー超音波にて肝動脈血流を確認, 18例

(78%)は退院後画像検査(造影CT or 血管造影検査)で

再建血管の開存を確認. 非開存例では胆管空調吻合部

からの側副血流が十分であった. 5) 術後合併症10例

(腹腔内膿瘍3例, 膵液瘻2例, 肝膿瘍1例, 胆汁漏1例,

胆管炎1例, 術後出血1例, 脳梗塞1例, イレウス1例).

6) 在院死亡1例(肝転移).

【結語】肝胆膵外科医による肝動脈再建は安全に施行

可能であった. 血管径の拡大による連続縫合手技が肝
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要である.

GIST再発症例の検討

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､ 深見保之､ 尾上俊介
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【背景】原発GISTに対する治療の第一選択は外科的

切除である. しかし再発GISTの治療は稀に外科的切

除が行われるが, 原則はイマチニブ投与であり, イマ

チニブ耐性後はスニチニブへの変更が行われている.

今回GIST再発症例の特徴, 治療, 予後について検討

した.

【対象と方法】2001年1月から2014年11月に当院で経

験した消化管GISTのうち術後再発を認めた9例を対象

とし, 患者背景, 原発部位, 手術術式, 悪性度, 再発

形式, 再発までの期間, 再発後の治療方法・耐性後の

治療方法, 予後について検討した.

【結果】

①患者背景:全例男性で, 初回手術時の平均年齢は62

歳(45-77)であった.

②原発部位:胃が5例と最も多く, 小腸, 直腸が2例ず

つであった.

③初回手術術式:胃の1例で全摘, 4例で部分切除(1例

は腹腔鏡下)が施行され, 小腸の2例では部分切除, 直

腸の2例では腹会陰式直腸切断術が施行された.

④悪性度:腫瘍径は平均60.7mm(25-130), 核分裂像は

5＞が4例, 6-10が1例, 10＜が1例で3例が不明であっ

た. 腫瘍径と核分裂像を併せたFletcher分類では, 低

リスクが1例, 中間リスクが2例, 高リスクが3例, 不

明が3例であった.

⑤再発形式:初回の再発部位(重複あり)は肝臓が5例,

腹膜播種が4例, 局所再発が2例であった.

⑥再発までの期間:平均42.0ヵ月(8.4-130.4)であった.

⑦再発後・耐性後の治療:5例(肝転移3例, 局所再発

1例, 腹膜播種1例)で外科的切除, 4例でイマチニブ内

服を行った. 外科的切除5例のうち4例で再再発を認め,

再度手術を行ったものが3例, イマチニブ内服を行っ

たものが1例であった. 再発巣非切除のうち2例がイマ

チニブ耐性となり, 2例ともスニチニブ内服へ切り替

えた. このうち1例はさらにスニチニブ耐性となった.

⑧予後:初回再発後外科的切除を行った5例中1例がGIST

の再発で死亡(初回再発後48ヵ月), イマチニブ投与を

行った4例中1例が心不全で死亡(初回再発後26ヵ月)し

た. 初回再発後の平均生存期間は外科的切除で89.6ヵ

月(26-190), イマチニブ投与で32.8ヵ月(13-79)であった.

【結論】GIST再発後の治療は切除可能なら外科的切

除を行うことで長期予後が得られる.

当院における緩和ケアパス4年間の検討

外 科
亀井桂太郎､ 原田 徹､ 金岡祐次
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介､ 大塚新平､ 森 治樹
第13回日本臨床腫瘍学会学術集会

平成27年７月 札幌

【目的】がん診療連携拠点病院である当院と地域医療

が連携し2010年7月から2014年12月までに緩和ケアパ

スを305例施行した｡ 緩和ケアパスの実績を検討する

ことにより今後の問題点を提示する｡

【方法】対象は､ 当院で登録した緩和ケアパス305例

中､ 2014年7月までに外科で登録した146例｡ 登録後の

生存期間・在宅療養期間､ 当院での看取り時の入院期

間､ 在宅看取り率等を検討した｡

【結果】平均年齢は､ 72.0歳 (50～91)､ 男性79例､

女性67例｡ 大腸癌；54例､ 胃癌；44例､ 乳癌；20例､

膵臓癌；19例､ その他；9例であった｡ 緩和ケアパス

で連携した施設は44施設､ しかし45.2％の症例は3施

設に集中していた｡ 依頼内容は麻薬処方を含めた疼痛

管理が83例､ 補液を含めた栄養管理が54例であった｡

登録後の生存期間は78.4日 (1～340日)､ 登録後の在

宅療養期間は66.5日 (0～385日)､ 当院での看取り時

の最終入院期間は17.6日 (1～141日)｡ 在宅看取り率

は43.2％であった｡

【結語】患者・家族・連携先の医療機関にとっては､

必要時に拠点病院のサポートが得られるという安心感

が､ 地域の緩和医療の円滑な運用に寄与していると考

えられる｡ 現在､ 当院のモデルを基に県内統一の緩和
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ケアパスを作成中である｡ しかし､ 登録が一部の施設

に集中するので､ 他の施設も安心して係われるような

支援を拠点病院が果たす必要があると思われる｡

膵体尾部癌の組織学的脾動静脈浸潤が
予後に与える影響

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 尾上俊介
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【はじめに】脈管浸潤を伴う膵癌は予後不良であるが,

膵体尾部癌の組織学的脾動静脈浸潤が予後に与える影

響は明らかでなく, UICCのT分類ではT3にとどまる.

【目的】膵体尾部癌の組織学的脾動静脈浸潤が予後に

与える影響を明らかにする.

【対象と方法】1993年1月から2014年12月までに切除

された通常型膵体尾部癌は67例あり, そのうち遠隔転

移を伴う8例を除外した59例を対象とし, 組織学的脾

動脈浸潤の有無による臨床病理学的特徴を検討し, 予

後規定因子についてCox比例ハザードモデルを用いた

多変量解析を行った.

【結果】対象59例の平均年齢は68歳, 男性34例, 女性

25例, 腫瘍占拠部位は膵体部41例, 尾部18例であった.

術式は膵体尾部切除(DP) 35例, 腹腔動脈合併膵体尾

部切除 (噴門側胃切除含む) (DP-CAR)が24例で, 平

均手術時間201分, 平均出血量572mL, GradeB以上の

膵液瘻12例, Clavien-Dindo分類III以上の合併症16例,

在院死亡を1例に認めた. 組織学的脾動脈浸潤を20例,

脾静脈浸潤を28例, 脾動脈かつ脾静脈浸潤を17例に認

めた. 性別, 年齢, 腫瘍占拠部位, 腫瘍径, 分化度,

前方浸潤, 後方浸潤, 神経叢浸潤, 脾動静脈浸潤, リ

ンパ節転移, R0切除等を用いて多変量解析を行った

ところ, 腫瘍径2cm以上 (MST 16 vs 41ヵ月, p=0.031)

と脾動静脈浸潤 (MST 17 vs 33ヵ月, p=0.041) が独

立した予後規定因子として選択された.

【結語】膵体尾部癌における組織学的脾動静脈浸潤は

予後不良因子の一つである.

透析患者における腹腔鏡手術成績の検討

外 科
須磨崎真､ 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
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【目的】腹腔鏡手術の普及に伴い従来はHigh Riskと

されていた症例にも積極的に腹腔鏡手術が導入される

ようになった. 透析患者では循環血液量の管理も含め

た周術期管理が問題となるが, 血液維持透析が行われ

ている患者に対しても腹腔鏡手術は安全に行い得るか

を検討した.

【方法】2005年1月から2014年12月までに当院で施行

された血液維持透析患者に対する手術症例(計44例)を,

腹腔鏡手術群(12例;以下LA群)と開腹群(32例;以下OP

群)に分類し, 両群における臨床病理学的背景, 術中

因子(手術時間・出血量・輸液量), 術後合併症, 術後

在院期間を比較検討した.

【結果】LA群:平均年齢60.8歳, 男性10例, 女性2例,

全例PS0～1. OP群:平均年齢67.7歳, 男性22例, 女性

11例, 10例(30.3%)がPS2以上. 切除臓器:LA群:胆嚢

6例, 大腸2例, 胃1例, その他3例, OP群:胃9例, 胆

嚢8例, 大腸8例, その他7例. 平均手術時間 LA群 99.1

分;OP群 99.6分, 平均出血量LA群175ml;OP群 294ml,

平均術中補液量LA群 895ml;OP群647ml. (p=0.391).

術後合併症:LA群1例8.3%(SSI);OP群12例37.5%(SSI

6例, 胸水2例, 腸閉塞, 肺炎, 不整脈, 肝不全が1例

ずつ)(p=0.039), 在院死亡:OP群2例6.2%(不整脈, 肝不

全). 平均在院日数 LA群 9.0日;OP群16.3日 (p=0.002).

【結語】腹腔鏡手術は術後成績の増悪とは関連してお

らず, 血液維持透析患者においても腹腔鏡手術は安全

に施行可能と考えられた.

Postero-superior segments
(S4b,7,8)病変に対する腹腔鏡下肝切除

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
第70回日本消化器外科学会総会
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平成27年７月 浜松

【目的】Postero-superior segments (PS, Couinaud分類

によるS4b,7,8)に存在する肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝

切除を解析し, その治療上の問題点を検討した.

【方法】2010年6月から2014年11月までに経験した肝

腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除は82例であった. 平均年

齢65.3歳(30-82), 男:女比54:28, BMI 22.9 (14.1-31.6),

ASA1:2:3=21:61:0, 適応疾患は良性2例, 肝細胞癌60

例, 転移性肝癌18例, 肝内胆管癌2例であった. 個数

は1/2/3個がそれぞれ73/5/4例, 腫瘍最大径は平均2.2

cm (0.8-8.0)であった. これをPS群(n=36)とそれ以外

のnon-PS群(n=46)の2群に分けて, 術式, 安全性, 断

端陽性率を解析し至適アプローチを検討した.

【成績】年齢, 性, 対象疾患, BMI, ASA, 腫瘍個数,

最大径について2群間に差は認めなかった. ICG R15

もそれぞれ14.5±8.0% vs. 15.9±10.2 % (P=0.577)と

差はなかった. ポート数は6.3±1.1 vs. 5.3±0.9とPS

群で増加し(P＜0.0001), 手術時間の延長(210±64分

vs. 138±56 分, P＜0.0001), 出血量の増加(440±367g

vs. 186±283 g, P＜0.0001)も有意であった. Pure

laparoscopicの症例はそれぞれ23例(63.9%) vs. 27例(58.7%)

であり(P=0.673) 差を認めなかった. PS群では入院期

間の延長を認めたが有意差はなかった(16.1±14.7 日

vs. 12.5±2.3日, P=0.455). 術後合併症(Clavien-Dindo

Grade≧II)はそれぞれ3例(8.4%, 腹水2例, ガス塞栓に

伴うDIC死亡1例), 2例(4.3%, 腹水2例)であった(P=

0.577). 亜区域切除以上の占める割合はPS群で低く

(55.6% vs. 63.0%, P=0.496), 切除断端陽性率(SM=

0mm)はPS群で高率ではあったが(13.9% vs. 4.3%, P=

0.125), いずれも有意差を認めなかった. なお亜区域

切除以上の症例(n=49)はそれ以下の部分切除(n=33)と

比較して, 断端陽性率は低い傾向にあったが(2例(4.1

%) vs. 5例(15.2%), P=0.079), ICG-R15は有意に良好

であった(11.9±5.8% vs. 20.1±11.0%, P=0.002).

Pure (n=50)といわゆるhybrid (n=32)を比較すると肝機

能(ICG-R15), 断端陽性率に有意差は無かった.

【結論】PS病変はnon-PSと比較して侵襲が大きく腹

腔鏡下肝切除の適応はより慎重を要すると考える. 断

端陰性化のために, 肝機能を鑑み亜区域以上の切除を

選択するのが望まれる.

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の
短期, 長期成績

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 尾上俊介､ 亀井桂太郎
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【はじめに】当院では2009年より腹腔鏡下胃切除術

(LG)を導入した. 当初, 病期はcT1N0を, 術式は幽門

側胃切除術のみであったが, 手技の向上に伴いT因子

はcT2,T3, N因子は旧規約(13版)のcN1症例にまで適応

を広げ, 胃全摘術, 噴門側胃切除術も導入した. 現在

では幽門側胃切除術(DG), 胃全摘術(TG), 噴門側胃

切除術(PG)にLGを施行している. 今回進行胃癌に対

する腹腔鏡下胃切除術の短期, 長期成績を報告し, 進

行胃癌への適応拡大の是非につき検討する.

【対象と方法】2009年6月から2014年11月までにLGを

318例に施行した. これらのうち術後の病理診断で進

行癌と診断した101例(31.8%)(MP癌47例, SS癌28例,

SE癌24例, SI癌2例)を対象とし, 患者背景, 手術成績,

術後合併症, 長期成績について検討した.

【成績】平均年齢63.7歳(32-81歳), 男性66例, 女性35

例, 平均BMI22.8(16.5-36.9)であった. 術式はDG:49例,

TG:50例(膵脾合併切除1例, 脾合併切除1例), PG:2例,

平均手術時間(分)はDG:158.5, TG:204.4, PG:196.0,

平均出血量(ml)はDG:40.3, TG:45.0, PG:20.0, 平均郭

清リンパ節個数(個)はDG:27.5, TG:32.3, PG:29であっ

た. Clavien-Dindo分類GradeIII以上の合併症は6例(5.9

%)に認め, 内訳は膵液瘻5例(DG4例, TG1例), 縫合

不全1例(TG1例)であった. またTGの4例(8%)で術後吻

合部狭窄によりバルーン拡張を必要とした. 術後平均

在院日数は15.0日であった. StageはIB/IIA/IIB/IIIA/IIIB/

IIIC=31/16/20/14/12/8であった. 3年生存率(OS)はStageIB:

93%, StageII:93.8%, StageIII:66.9%であった. 再発は

18例(17.8%)に認め, 腹膜転移9例(SE癌8例, SI癌1例),

肝転移5例(MP癌2例, SS癌3例), 大動脈周囲リンパ節

転移4例(MP癌2例, SS癌2例)であった. また旧規約

(13版)の2群リンパ節への転移は18例(17.8%)(MP癌2例,

SS癌7例, SE癌9例)に認め, SE癌の5例が腹膜転移を,

SS癌の2例が大動脈周囲リンパ節転移を, MP癌の1例

が肝転移を来した. 領域リンパ節への再発は認めなかった.

【まとめ】進行胃癌に対する腹腔鏡下手術は安全に行
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われており, また長期成績においても従来の開腹手術

の報告と比べて遜色なかった. 現在, 旧規約(13版)の

cN1症例までを適応としているが, すべての進行胃癌

に適応拡大は可能と思われる. しかし, 腹腔鏡手術で

は不用意な鉗子操作, リンパ節の把持やSE/SI症例で

の腫瘍の把持には十分注意が必要である.

胆道癌術後再発に対する化学療法の
治療成績

外 科
尾上俊介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 亀井桂太郎
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【目的】胆道癌は外科的治療が唯一の根治療法で, 当

院の切除症例の5年生存率は60%と比較的良好である.

一方, 1, 3, 5年無再発生存率はそれぞれ75%, 59%,

52%であり, 高率に再発する. 当院の再発に対する化

学療法の成績を報告する.

【方法】2008年から2013年の間に, 103例の胆道癌を

切除した. うちR2切除となった4例を除く99例(R0:82

例, R1:17例)の中から, 再発を認め, 化学療法を施行

した21例について検討した.

【結果】対象症例の年齢中央値は69歳(55-76歳), 男性

12例, 女性9例であった. 占拠部位は肝内胆管癌2例,

肝門部胆管癌1例, 中下部胆管癌9例, 胆嚢癌9例であ

り, 術式は肝切除7例, 膵頭十二指腸切除9例, 肝膵同

時切除4例, 胆嚢摘出1例であった. 術前補助化学療法

は全症例に施行せず, 術後補助化学療法はS-1を3例に,

GEMを6例に施行した. 再発後化学療法(一次)はS-1を

9例に, GEMを11例に, S-1+GEMを1例に施行した.

化学療法開始後の全生存期間, および無増悪生存期間

中央値は, 10.5ヶ月, 6.2ヶ月であった. S-1施行9例と

GEM施行11例を比較すると, 奏効率は各々0%, 36%

(P=0.068), 制御率は各々56%, 76%(P=0.370)であり,

いずれもGEMの方が良好であった. 化学療法開始後

の全生存期間はS-1が10.8ヶ月, GEMが10.4ヶ月とほ

ぼ同等であったが(P=0.313), 無増悪生存期間はS-1が

8.5ヶ月, GEMが6.0ヶ月であり, 有意差こそ認めない

もののS-1の方が良好であった(P=0.213). Grade 3以上

の有害事象は, 血液毒性をS-1に1例(11%), GEMに

4例(36%)認め, 非血液毒性を各々5例(56%), 2例(18%)

認めた.

【まとめ】再発後化学療法の全生存期間中央値は10.5

ヶ月であった. 奏効率, 制御率はGEMの方が良好で

あったが, 無増悪生存期間はS-1の方が良好であった.

血液毒性はGEMに多く, 非血液毒性はS-1に多く認めた.

膵神経内分泌腫瘍25例の検討

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､ 深見保之､ 尾上俊介
大塚新平
第70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【目的】膵神経内分泌腫瘍(P-NET)の唯一の根治的治

療は手術とされ, 遠隔転移を認めても切除可能であれ

ば外科的切除が推奨される.当院におけるP-NETの手

術成績を報告する.

【方法】1991年から2014年の間に当院においてP-NET

25例を切除した.これらの臨床病理学的所見を

retrospectiveに検討した.

【結果】年齢中央値は62歳 ( 24-84 歳) で,男性15例,

女性10例であった. 機能性NETは13例( 52% ), 非機

能性NETは12例( 48% )認めた. 機能性NETの内訳は

insulinoma 9例, insulinoma + glucagonoma 1例,

glucagonoma 1例, gastrinoma 1例, VIPoma 1例であっ

た.MEN1型を含む機能性NETは3例認め,それぞれ

insulinoma + glucagonoma, gastrinoma, VIPomaであっ

た. 占拠部位は膵頭部6例, 膵体尾部19例であり, 腫

瘍径の中央値は1.4cm ( 0.5-13.0cm) であった. 術式

は膵体尾部切除術を15例, 幽門輪温存膵頭十二指腸切

除術を6例, 腫瘍核出術を3例, 膵中央切除術を1例で

あった. ENETSによるTNM分類ではStageⅠ, Ⅱ, Ⅲ,

Ⅳがそれぞれ13例,10例,0例,2例であった. 観察期間の

中央値は75ヵ月( 3-272ヵ月)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1例, 他

病死4例( 膵癌1例, 胆嚢癌1例, 乳頭部癌1例, 誤嚥性
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肺炎1例 )であった. StageⅣのP-NETを2例経験し,

1例は術後早期に再発死亡し,1例は長期生存している.

前者は非機能性NETで, サンプリング郭清した傍大動

脈リンパ節に転移を認め,術後2ヵ月で多発肝転移,傍大

動脈リンパ節転移が出現し, 術後3ヶ月で死亡した.

後者はgastrinomaで膵体尾部切除後に, 肝転移に対し

て肝左葉切除を施行し, 術後6年2ヵ月無再発生存中で

ある. 再発生存は2例経験した . 1例はStageⅠ

( 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. 再発後にジア

ゾキシド内服を継続し術後11年11ヵ月生存中である.

もう1例はStageⅡ( 非機能性NET, 腫瘍径8.5cm )で脈

管侵襲を認めず, Ki67は1-2%でWHO分類(2010年)の

G1に該当したが,術後1年7か月で多発肝転移を生じた.

肝切除と3回のTACEが奏功し, 初回手術後から3年

2ヵ月生存中である.

【結論】P-NETは進行度が早期の病変でも再発・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.

脾梗塞後に脾動脈瘤を形成した
抗リン脂質抗体症候群の1例

外 科
三岡裕貴､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
原田 徹
第44回愛知臨床外科学会

平成27年７月 名古屋

症例は65歳女性. 既往歴に大動脈弁狭窄症, 僧帽弁狭

窄症, 心房細動があり, 抗血小板薬, 抗凝固薬を内服

中であった. 左側腹部痛を主訴に当院を受診. 腹部造

影CT検査で脾臓に造影不良域を認め脾梗塞と診断し

経過観察入院とした. 第10病日の腹部造影CT検査で

脾門部に26×23mmの動脈瘤を認め, 第13病日に経カ

テーテル的動脈塞栓術(TAE)を施行した. TAE後の第

21病日に軽快退院した. 血液検査にてループスアンチ

コアグラントが陽性で, 流産既往もあり抗リン脂質抗

体症候群と診断した. 本症例では抗リン脂質抗体症候

群により脾梗塞をきたし, それによる感染を契機に脾

動脈瘤が生じたと考えられた.

腹腔鏡下胆嚢摘出術の落下結石による
腹腔内膿瘍の2例

外 科
米山将太郎､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
三岡裕貴
第44回愛知臨床外科学会

平成27年７月 名古屋

腹腔鏡下大腸手術後の腸閉塞予防の
ための工夫

外 科
高山祐一､ 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､ 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､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第33回東海大腸治療研究会

平成27年 7月 名古屋

【はじめに】腹腔鏡下大腸切除術の腸閉塞症例を検討

し､ 現在当科で行っている腸閉塞予防のための工夫を

報告する｡

【対象と方法】2008年9月から2014年4月までの318例

のうち､ 術後腸閉塞を発症した14例 (4.4%) を対象

として検討した｡

【結果】保存的治療8例､ 手術治療6例｡ 腸閉塞の原因

は腸間膜欠損部の内ヘルニア2例､ 癒着12例 (うち創部

1例､ 後腹膜の血管止血クリップへの癒着1例) であった｡

【予防のための工夫】腸間膜は結腸切除では縫合閉鎖
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し､ 直腸切除では血管止血用クリップ小腸と触れない

ように同部の後腹膜は閉鎖した｡ その結果､ 2014年

5月から2015年5月までの97例中腸閉塞は1例(1.0%)に

認めたのみであった｡

【結語】結腸の腸間膜欠損部は閉鎖し､ 直腸の血管止

血用クリップ部の後腹膜は閉鎖したほうがいいと思わ

れた｡

当院における乳房再建に対する患者
意識のアンケート

外 科
亀井桂太郎､ 原田 徹､ 金岡祐次
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介､ 堀米香世子

形成外科
森島容子､ 岩本昌熙､ 有沢宏貴
第3回日本乳房オンコプラスティック

サージャリ―学会

平成27年９月 札幌

【目的】乳房再建を希望する術後患者に適切な医療を

提供するために, 乳房再建に対する意識と現状を把握

すること｡

【対象・方法】2014年9月, 院内の乳癌患者会に出席

した74名に対し無記名でアンケートを行った｡ 調査項

目は患者背景, 乳房再建に対する関心, 再建するため

の社会的障害, 情報に関する11項目｡ 全摘術症例61例

のうち, (興味ありを含む) 希望あり群25例と希望な

し群36例との2群を比較検討した｡

【結果】年齢別で比較すると, 希望あり群は50歳未満/

50歳代/60歳代/70歳代以上でそれぞれ, 75％/56％/

32％/20％で若年者ほど多くみられた｡ 術後経過年数

は再建希望あり群は術後3年未満は72％であったが,

以後, 減少傾向となり5年以上では20％であった｡ 再

建を行う際の障害は ｢費用｣, ｢手術が怖い｣ がともに

多かった｡ 再建に費やせる可能額は, ともに ｢30万円｣

が最も多かった｡ 情報をどこから得たかについては,

ともに病院や患者会が多く, 希望あり群では36％がイ

ンターネットから得ていた｡

【考察】術後経過期間が3年経過するとともに希望が

減る要因として, 時間の経過とともに現状への受け入

れが進んだものと思われる｡ 希望あり群の一部でイン

ターネットを利用しているものの, 多くは病院からの

情報提供に依存している｡

【結論】乳癌術後患者に対するアンケート結果で, 若

年, 術後経過3年未満の患者が再建を希望｡ 費用をは

じめとした情報提供が望まれている｡

乳房再建の意思決定支援に対する当院
の取り組み

外 科
亀水優子､ 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､ 千馬耕亮､ 堀米香世子
渡邉夕樹

形成外科
森島容子､ 岩本昌熙､ 有沢宏貴
第3回日本乳房オンコプラスティック

サージャリ―学会

平成27年９月 札幌

【背景】当院では形成外科の協力のもと2011年より乳

房再建術を開始し, 特にアナトミカル型のシリコンイ

ンプラントが保険適応となった2014年以降は乳房全摘

例には乳房再建術を積極的にお勧めしてきた｡ しかし,

2014年までの4年間で全摘症例355例中9例 (2.5％) が

一次再建を行ったのみであった｡ 原因としては, 乳癌

の受容すらできていない時期に, 初めて会う形成外科

医から術式の詳細な話を聞くことによりさらに混乱を

きたしていた｡

【方法】外科外来の医師・スタッフが再建に対する知

識を得るとともに, 患者向けパンフレットを作成した｡

再建希望者にはパンフレット, 質問票を渡し自己学習

していただく｡ 後日再面談した時点で希望があれば形

成外科に紹介することとした｡

【結果】再建症例は形成外科初診時に術式が決定し,

2015年には全摘症例30例中3例 (10％) で一次再建を

行った｡

【考察】乳癌患者は短時間に乳癌を受容し術式選択す

ることを迫られる｡ 再建に関する基礎知識をつけるた

めのパンフレット, 患者背景を知るための質問票は再
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建に対する意思決定支援および形成外科医への負担軽

減のために有用なツールとなりえると思われる｡

【結論】再建の意思決定の支援に際しては, 形成外科

まかせにするのではなく, 看護師を含めた外科と形成

外科が協力することが大切である｡

豊胸術後乳癌の２症例

外 科
堀米香世子､ 亀井桂太郎､ 亀水優子

形成外科
森島容子､ 岩本昌熙､ 有沢宏貴
第3回日本乳房オンコプラスティック

サージャリ―学会

平成27年９月 札幌

症例1は50歳女性, 約10年前に豊胸目的に乳腺下へシ

リコンバックを挿入した. 左乳房に腫瘤を自覚し受診,

精査にて左乳癌(cT2N1M0, StageⅡB)と診断した. CT

で, 乳腺下に挿入されたシリコンバックは大胸筋背側

へ穿破しており破損が疑われた. また､ 対側には乳腺

腫瘍を認めた. 左Auchincloss術, 右乳腺腫瘍摘出術,

両側異物除去を施行した. シリコンジェルの漏出が著

明であり, 可及的にそれらを取り除いた.

症例2は54歳女性, 13年前に右乳癌で乳房全摘を施行,

その後患側の再建と対側の豊胸目的に生食バックを挿

入した. 左乳房に腫瘤を自覚し受診､ 精査にて左乳癌

(cT1cN0M0, StageⅠA)と診断した. また, 右乳癌術

後の創部に皮膚肥厚を認め, 生検で皮膚再発と診断し

た. MRIで左乳癌は12時方向､ NT23mmと生食バック

から十分に離れて存在していたため, 左Bp+SNBを施

行し生食バックは摘出しなかった. 右手術創の部分切

除も同時に行ったが, こちらも生食バックの摘出は施

行しなかった. いずれも断端は陰性であった.

豊胸術後乳癌の場合, 一般的には多くの症例で乳房切

除が施行されているが, 局在を正確に把握することで

部分切除も可能であると考える.

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
成績と開腹移行のリスク因子

外 科
尾上俊介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之
第51回日本胆道学会学術集会

平成27年９月 宇都宮

【目的】発症後72時間を経過した急性胆嚢炎に対する

緊急手術は､ 難易度が高いことが知られている｡ 当院

では発症時間にかかわらず､ 腹腔鏡下胆嚢摘出術を積

極的に施行してきたので､ その手術成績を報告し､ 開

腹移行､ 合併症のリスク因子を解析する｡

【方法】2012年から2015年2月までの間に､ 94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70例 (A群) と72時間以降に実施し

た24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｡

術前CRP値の中央値 (範囲) は､ A群が1.05 (0.05-24.

20) mg/dL､ B群が9.81 (0.41-38.00) mg/dLであった

(P＝0.001)｡ TG13の重症度判定は､ A群で69例 (89%)

がGradeⅠであるのに対し､ B群では23例 (96%) が

GradeⅡであった (P<0.001)｡ 手術時間､ 出血量の中

央値はA群で76 (37-171) 分､ 10 (1-650) ml ､ B群

で89 (48-234) 分､ 40 (1-3500) mlであり､ いずれも

有意差を認めた (P＝0.048､ =0.007)｡ Critical viewの

術野展開はA群では64例 (91%) に確認できたが､

B群では13例 (54%) しか確認できなかった (P<0.001)｡

開腹移行はA群で1例 (1%)､ B群で3例 (17%) であっ

た (P＝0.014)｡ 合併症はA群に7例 (10%)､ B群に

5例 (21%) 認めた (P＝0.154)｡ 入院期間中央値 (範

囲) はA群が4 (3-11) 日間､ B群が6 (4-35) 日間で

あった (P<0.001)｡ 開腹移行と合併症のリスク因子を

単変量解析すると､ 前者では発症72時間以降､ CRP値

が10mg/dl以上､ 重症度判定GradeⅡ以上､ Critical view

の未確認が挙げられ､ 後者では手術時間90分以上､ 出

血量100ml以上が挙げられた｡

【まとめ】発症後72時間を経過した症例は､ 開腹移行

率が高く､ 入院期間が長かった｡ 術前CRP値が10mg/dl

未満の症例では､ 開腹移行率を減らせられる可能性が

ある｡ 合併症の減少には､ 手術時間の短縮と出血量の

減少が肝要である｡
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胆道癌術後再発に対するS1・GEMの
成績

外 科
寺 史裕､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之
第51回日本胆道学会学術集会

平成27年９月 宇都宮

早期十二指腸癌に対して十二指腸部分切除
術､ Double tract再建を施行した１例

外 科
寺 史裕､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
原田 徹
第290回東海外科学会

平成27年10月 浜松

医原性主膵管穿孔を伴った膵頭部癌の
１例

外 科
仲野 聡､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺 史裕､ 三岡裕貴
原田 徹
第290回東海外科学会

平成27年10月 浜松

腹腔鏡下直腸低位前方切除術後に直腸
精嚢瘻をきたした１例

外 科
岡本和浩､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺 史裕､ 仲野 聡
三岡裕貴
第290回東海外科学会

平成27年10月 浜松

【症例】68歳男性｡ 既往は糖尿病で内服治療中であっ

た｡ 軟便を主訴に受診し､ 下部内視鏡検査､ 注腸造影

検査にて直腸 (Ra) に2型腫瘤を認めた｡ 腹部造影CT

検査では同部に全周性の不整な壁肥厚と周囲のリンパ

節腫大を認め､ 直腸癌の診断で腹腔鏡下直腸低位前方

切除術を施行した｡ Denonvilliers筋膜は温存し､ 直腸

はリニアステイプラー (60mm) 2回で切除し､ 吻合

はサーキュラーステイプラー (31mm) で行った｡ 術

後経過は良好であったが､ 術後10日目で気尿が出現し

た｡ 造影CTでは精嚢内に遊離ガスを認め直腸精嚢瘻

と診断した｡ 絶飲食で抗生剤治療を行い､ 術後18日目

の造影CTでは膀胱､ 精嚢内に遊離ガスを認めたが血

液検査では炎症所見を認めなかった｡ 術後22日目で食

事を開始し､ 術後28日の造影CT検査では精嚢内の遊

離ガスは消失していたため術後35日目に退院した｡

【結語】直腸精嚢瘻に対して人口肛門造設等を行うこ

ともあるが､ 本症例では保存的治療で治癒した｡

検診発見乳癌の触診・画像所見の検討

外 科
堀米香世子､ 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､ 千馬耕亮､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
三岡裕貴
第25回日本乳癌検診学会学術総会

平成27年10月 つくば
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【目的】検診発見乳癌の発見契機となった触診・画像

所見と, 精査機関で行った触診・画像所見を比較し,

検診で発見しづらい乳癌の特徴を明らかにする.

【対象と方法】2010年1月から2015年4月に当院で施行

した乳癌手術症例のうち, 検診発見乳癌252例の触診・

画像所見を検討した.

【結果】平均年齢は55.6歳, 検診の種類は住民検診が

63.5％と最多であった. 触診で異常を指摘されたのは

66例で, うち腫瘤を指摘されたものが64例, 乳頭分泌

物, 皮膚陥凹が各々1例であった.精査機関での触診で

は157例で腫瘤を触知した. 検診MMGは247例で施行

されており, Cat3以上が79.4％であったのに対して,

精査機関でのMMGではCat3以上が87.3％であった. 検

診USは124例で施行されており, Cat3以上が79％であっ

たのに対して, 精査機関でのUSではCat3以上が93.6％

であった. 検診での腫瘤像非形成が17.7％であったの

に対し, 精査機関では23.0%で腫瘤像非形成病変の指

摘が可能であった.

【まとめ】精査機関ではMMG所見を踏まえて触診・

USを施行しているため, 検診では指摘できない病変

の検出が可能である.

Stanford B型大動脈解離術後に発症し
た門脈ガス血症を伴うNOMIの1救命例

外 科
佐久間理香､ 金岡祐次､ 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
森 治樹､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
三岡裕貴
第225回岐阜外科集談会

平成27年11月 岐阜

肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除

外 科
大塚新平､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
亀井桂太郎
第77回日本臨床外科学会総会

平成27年11月 博多

【目的】腹腔鏡下肝切除は保険収載とともに広く適応

されている｡ 当院の症例を検討し､ その安全性と適切

な術式選択について検討した｡

【方法】2010年6月から2015年5月までに経験した肝細

胞癌に対する腹腔鏡下肝切除65例68回を対象とし､ そ

の周術期因子と安全性を検討した｡ また亜区域切除以

上 (S群, n＝36) とそれ未満の部分切除 (P群, n＝32)

の2群に分けて切除縁状況 (SM) から見た適切な術式

の選択について検討した｡

【成績】平均年齢66.2±10.7歳 (32～82歳)､ 男女比46:

22､ Stage I:II:IIIが62:5:1例｡ 開腹併用26例､ 開腹移行

3例､ 全腹腔鏡操作39例｡ 切除断端陽性は4例(5.9%)｡

Clavien-Dindo Grade II以上の術後合併症は4例(5.9%､

腹水3例､ ガス塞栓+DICによる死亡1例)､ 術後在院

14.5±10.7日(8～97)｡ S群vs. P群の比較で年齢､ 性別､

Stage､ ICG (15分消失率13.6±3.4% vs. 15.6±15.3%,

P=0.322)､ 手術時間､ 出血量､ 合併症発生(1例2.8%

vs. 3例9.4%, P=0.25) (P群に死亡1例)､ 術後在院日数

に有意差はなかった｡ しかしSM陽性(0% vs. 4例12.5

%, P=0.029 )､ 開腹併用(11例30.6% vs. 18例56.2%, P=

0.033)であり､ 部分切除では開腹併用が有意に高頻度

でありSM陽性率が高率｡

【結論】肝細胞癌の腹腔鏡下肝切除においてはSM陰

性化の点からも亜区域以上の肝切除が必要であり､ 安

全性の損なわれることはないと考える｡

退形性膵管癌の3例

外 科
森 治樹､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
亀井桂太郎
第77回日本臨床外科学会総会

平成27年11月 博多
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【背景】退形成性膵管癌は全膵癌の0.18%と稀である.

髄様に増殖する癌細胞と多核巨細胞の混在を特徴とし,

一部に浸潤性膵管癌成分が認めることから, 膵管癌の

1型と考えられている.

【対象】2000年から2015年6月までに当院で経験した

退形成性膵管癌3例の臨床病理学的検討を行った.

【結果】年齢中央値は69歳(64～78歳), 全例男性.

3例とも膵尾部に発生し, 腫瘍径中央値は66.5mm(21̃

91mm)であった. 画像的特徴として腫瘍の急速増大に

伴う中心部の出血・壊死を反映し, CTで腫瘍内部の

低吸収域や嚢胞成分を示した. 手術は膵体尾部切除に

加えて全例何らかの他臓器合併切除(胃2, 結腸3, 腎・

副腎1例 ※重複含む)を行った. 病理学的検査では

plemorphic type 1例, giant cell type 1例, osteclastoid

type 1例と診断された. plemorphic typeの1例は術後

3ヶ月で腹膜播種, 肝・肺転移のため原病死し, giant

cell type の1例も腹膜播種のため術後2か月で原病死

した. osteclastoid type の1例は術後3か月目に肝転移

を認めたが, 化学療法によりcomplete response(CR)を

得て26か月を経た現在も生存中である.

【まとめ】退形成性膵管癌は膵管癌の中でも特に予後

不良であり, 腫瘍発見時に既に手術適応の無い症例も

少なくない. しかしosteoclastoid typeは核異型性が低

く, 臨床的に予後良好といわれており, 当科で経験し

た症例も切除により予後の改善を得られた.

乳癌センチネルリンパ節生検800例の
領域リンパ節再発の検討

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
亀井桂太郎
第77回日本臨床外科学会総会

平成27年11月 博多

目的】センチネルリンパ節生検 (SLNB) を施行した

原発性乳癌800例の領域リンパ節再を検討した.

【対象・方法】当院において2005年から2015年の間に

RI (99mTc標識フチン酸) 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800例を検討

した.

【結果】SLN陽性・腋窩郭清群は80例 (10.0%). SLN

陰性で腋窩郭清を省略した症例は706例 (88.3%) 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16例 (2.0%) であった｡ SLN陽性・

郭清省略群のうちSLN転移が微小転移であったのは15

例 (93.6%), 腋窩への術後治療としては内分泌療法

9例､ 化学療法2例､ 放射線＋内分泌療法5例であった｡

観察期間中央値56.2か月において腋窩再発を含めた再

発率はSLN陽性・腋窩郭清群では6例 (7.5%)､ SLN陽

性・郭清省略群で1例 (6.3%)､ SLN陰性・郭清省略群

で17例 (2.4%) であり､ SLN陽性・腋窩郭清群とSLN陽

性・郭清省略群では有意差を認めなかった. 腋窩再発

はSLN陽性・S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5例 (0.71%) 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陽性症例でも腋窩に対する術後療法を行うこ

とで腋窩郭清を省略できる可能性がある.

右前・後上区域(Segments 7,8)に
対する腹腔鏡下肝切除

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 尾上俊介､ 大塚新平
第28回日本内視鏡外科学会総会

平成27年12月 大阪

【目的】腹腔鏡下肝切除は保険収載とともに広く適応

されている｡ 当院の症例を検討し､ その安全性と右前・

後上区域(Segments 7,8)に対する適切な術式選択につ

いて検討した｡

【方法】2010年6月から2015年5月までに経験した

Segments 7,8の悪性腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除33例

を亜区域切除以上 (S群, n＝18) とそれ未満の部分切

除 (P群, n＝15) の2群に分けて周術期の安全性を比

較し､ 特に切除縁状況 (SM) から見た適切な術式の

選択について検討した｡

【成績】年齢中央値67歳 (35～78歳)､ 男女比21:12､

疾患は肝細胞癌24例､ 転移性肝癌8例､ 肝内胆管癌1例｡

全腹腔鏡操作22例､ 開腹併用10例､ 開腹移行1例｡ SM

陽性は4例(12.1%)｡ Clavien-Dindo Grade II以上の術後
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合併症は4例(5.9%､ 全て腹水)､ 術後在院期間は13日

(9～97)｡ S群vs. P群の比較で年齢､ 性別､ 疾患に差は

無かった｡ ICG (15分消失率10.6±4.5% vs. 16.7±9.4

%, P=0.063)とS群で良好な傾向｡ 手術時間は､ 出血量､

開腹併用､ 合併症発生､ 術後在院日数に有意差はなかっ

た｡ しかしSM陽性(0% vs. 4例26.7%, P=0.019 )はP群

で有意に高率であった｡

【結論】Segments7,8の腹腔鏡下肝切除においてはSM

陰性化の点からも肝機能の許す範囲です､ 亜区域以上

の肝切除選択が必要であり､ 安全性の損なわれること

はないと考える｡

安全性とコスト削減を目指した手縫い
吻合を標準とした腹腔鏡下胃癌手術

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 尾上俊介､ 大塚新平
森 治樹
第28回日本内視鏡外科学会総会

平成27年12月 大阪

【はじめに】腹腔鏡手術ではコストが高額なことが問

題となっている｡ コストの計算は手術にかかる費用,

術後管理, 術後合併症にかかる費用も考慮に入れる必

要がある. 腹腔鏡手術の再建手技では器械を用いるこ

とが多く､ そのために手術のコストが高額となってい

る｡ 当院は開腹手術と同様に再建では､ 主に手縫い吻

合 (3－0吸収糸､ Gambee吻合) を行っている｡ コス

ト面､ 安全面において有用性を報告する｡

【手術手技】幽門側胃切除術 (DG) は小開腹創(5-7

cm)より手縫い吻合する｡ 胃全摘術 (TG) は､ 食道空

腸吻合は食道断端に手縫い巾着縫合でアンビルを留置

し自動吻合器にて､ 空腸空腸吻合は小開腹創(4cm)よ

り手縫い吻合する｡

【結果】2009年6月から2015年5月までに腹腔鏡下胃癌

手術334例 (DG：224例､ TG：110例) を施行した｡

平均年齢64.2歳､ 男性230例､ 女性104例｡ 平均手術時

間2時間51分､ 平均出血量は39ml｡ 吻合関連合併症は

縫合不全2例 (0.6％) (DG：1例､ TG：食道空腸吻合

1例)､ 吻合部狭窄6例 (1.8％) であった｡ 吻合に要す

る材料費はDG：3000円 (器械吻合：90000円)､ TG

(食道空腸)：98000円､ TG (空腸空腸) ：3000円 (器

械吻合：56000円) であった｡

【まとめ】手縫い吻合による再建はコスト削減だけで

なく､ 安全面でも器械吻合の諸家の報告と比べて遜色

なく有用であった｡

緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術における
critical view of safety作成不能
症例の臨床所見と手術成績

外 科
尾上俊介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之
第28回日本内視鏡外科学会総会

平成27年12月 大阪

【目的】東京ガイドラインによると､ 急性胆嚢炎に対

する腹腔鏡下胆嚢摘出術 (ラパ胆) において､ Critical

view of safety (CVS) の作成が困難であれば開腹移

行が推奨されている｡ 当院のCVS作成不能症例につい

て報告する｡

【方法】2012年から2015年3月までの間に､ 94例の緊

急ラパ胆を経験した｡ CVS作成不能であった17例 (no

n-CVS群) とCVSを作成し得た77例 (CVS群) を比較

した｡

【結果】発症後平均経過時間はnon-CVS群が112時間､

CVS群が41時間であった (P＝0.001)｡ 術前平均CRP

値は､ non-CVS群が10.9mg/dL､ CVS群が5.4mg/dLで

あった (P＝0.008)｡ 重症度分類Grade 2以上はnon-

CVS群で12例 (71%)､ CVS群で20例 (26%) であっ

た (P＝0.002)｡ 平均手術時間､ 出血量はnon-CVS群

で115分､ 318ml ､ CVS群で78分､ 38mlであった (P＜

0.001､ ＝0.004)｡ 開腹移行はnon-CVS群で5例 (29%)

に認めたが､ CVS群は全症例ラパ胆で施行し得た (P

＜0.001)｡ 入院期間はnon-CVS群で有意に長く (P＜

0.001)､ 合併症率は有意差を認めなかった (P＝0.143)｡

【まとめ】non-CVS群は発症後経過時間が長く､ 高

CRP値を示し､ 開腹移行率の増加､ 手術時間の延長､

出血量の増大､ 入院期間の延長を認めた｡
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空腸間置再建による腹腔鏡下噴門側胃
切除術

外 科
森 治樹､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
大塚新平
第28回日本内視鏡外科学会総会

平成27年12月 大阪

【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｡ LAPG

の手術手技を供覧し､ 有用性を報告する｡

【手術手技(LAPG)】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｡ 空腸挙上後､ 上腹部正中に小開腹 (約4cm)

を加える｡ 体外で胃切除後､ 鏡視下で自動吻合器にて

食道空腸吻合を行い､ 体外で手縫いで空腸残胃吻合､

続いて空腸空腸吻合を行う｡

【対象と方法】2007年7月より2014年12月までに上部

早期胃癌に対して噴門側胃切除術を施行した60例を対

象とし､ LAPG群24例､ OPG群36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:190.8分､ OPG群：147.8分 (p＜0.01)､

平均出血量はLAPG群：36.0ml､ OPG群:269 .0ml

(p＜0.01)､ 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：3例(11.1%)､ OPG群:

5例(13.2%) (NS)､ 縫合不全は認めなかった｡ 平均術

後在院日数はLAPG群：14.3日､ PG群：16.9日であっ

た (p＜0.01)｡

【まとめ】空腸間置再建によるLAPGはOPGに比べて

リンパ節郭清個数､ 術後合併症に差はなく有用と思わ

れた｡

腹腔鏡下脾臓摘出術19例の治療成績
(血小板減少性紫斑病を中心に)

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 尾上俊介

第28回日本内視鏡外科学会総会

平成27年12月 大阪

【目的】腹腔鏡下脾臓摘出術 (以下, LS) の治療成

績を報告する.

【対象と方法】2007年1月から2015年5月までに当院で

施行されたLSは19例で, その内訳は, 血小板減少性

紫斑病(以下, ITP) 7例, 悪性リンパ腫 5例, 遺伝性

球状赤血球症 3例, 肝硬変 1例, SLE 1例, epidermoid

cyst 1例, 子宮頸癌術後脾転移 1例. 血小板減少性疾

患 (ITP 7例) と他疾患(12例)について手術結果を比

較した.

【結果】平均年齢はITP群58 (19-78) 歳, 他疾患群46

(12-74)歳. 男女比はITP群1：6, 他疾患群4：8. 他疾

患群の8例 (75%) に巨脾を認めた. ITP発症時の平均

血小板数は1.5(0.4-2.8)万で, ステロイド無効 6例とス

テロイド禁忌1例に手術を施行した. ITP群全例に術前

γグロブリン療法が施行され, 術直前の平均血小板数

は6.1万に改善していた (他疾患群 24.7万, p <0.001).

自動縫合器による脾門部一括処理は, ITP群で4例 (57

%), 他疾患群で5例 (42%). 平均手術時間はITP群86

分, 他疾患群133分 (p =0.002). 平均出血量はITP群

183mL, 他疾患群270mL (p =0.668). 術後合併症は

ITP群 (逆流性食道炎1例), 他疾患群 (門脈血栓1例,

血小板増多1例). 術後平均在院日数はITP群8.3日, 他

疾患群7.5日 (p =0.401). ITP群7例中1例に再燃を認

めた (平均観察期間30ヵ月).

【結語】ITPに対するLSは手術時間が短く, 出血量も

少ない.

再発鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下
ヘルニア修復術 (TAPP) の検討

外 科
高山祐一､ 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､ 森 治樹､ 堀米香世子
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴､ 原田 徹
第21回岐阜内視鏡外科研究会

平成27年12月 岐阜

【はじめに】鼠径部再発ヘルニアに対する腹腔鏡手術
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は腹腔内から観察することで再発部位, 再発形式の診

断が確実に行えて, その部分をメッシュで補強できる

ことから有用であると多く報告されている｡ 当院では

2012年11月よりTAPPを導入し､ 再発症例に対しても

TAPPで行っている｡ 当院での治療成績を報告する｡

【対象と方法】2012年11月から2015年11月までTAPP

を施行した397病変中､ 再発例に施行した14例(3.5%)

を対象として､ 手術成績､ 術後合併症を検討した｡

【当科でのTAPP標準治療】手術前日入院で術後2日目

に退院｡ 手術は3ポートで当初はLCSを使用していた

が､ 2013年11月からはモノポーラーメッチェンを使用

している｡ 腹膜前腔を剥離後3D maxを留置し､ タッ

カーで固定｡ 腹膜は3-0吸収糸で連続縫合する｡

【結果】平均年齢68歳 (50-82歳)､ 男性13例､ 女性

1例｡ 初回術式は従来法:3例､ MP:法9例､ PHS:1例､

TAPP:1例であった｡ 再発形成は外鼠径3例､ 内鼠径10

例､ 大腿1例であった｡ 女性の1例が大腿再発で嵌頓で

発症し緊急手術を施行した｡ 平均手術時間90分 (43-

130分)､ 平均出血量4.9ml(0-30ml)｡ 全例合併症なく､

大腿ヘルニア嵌頓の1例が術後5日目に退院したがほか

はすべて術後2日目に退院して､ 現在まで再発を認め

ていない｡ MP法以外の再発例は通常通りに手術施行

可能であった｡ しかしMP法後の再発9例では､ 4ポー

トで4例 (44.4％) 施行し､ 8例(88.9%)でプラグを切除

し､ 切除のためにLCSの使用を必要とした｡ 全例で腹

膜閉鎖は可能であった｡

【まとめ】鼠径部再発ヘルニアに対してもTAPPは有

用と思われる｡ ただしMP法後の再発例に対してはポー

トの追加やLCSの使用などの工夫を必要とする｡

脾動脈, 門脈浸潤を伴う局所進行膵癌
に対して根治切除し得た１例

外 科
渡邉夕樹､ 金岡祐次､ 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
森 治樹､ 堀米香世子､ 吉川晃士朗
寺 史裕､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第14回岐阜膵臓外科研究会

平成28年１月 岐阜

症例は69歳女性, 食後のげっぷ症状を主訴に近医受診

し､ 腹部超音波検査で膵腫瘍を認め当院紹介となった.

腹部CT検査で膵頭部～体部に脾動脈と門脈に接した

40×33mmの腫瘤を認めた. また肝動脈は上腸間膜動

脈から分岐していた. MRCP検査では腫瘍尾側の数珠

状の膵管拡張と腫瘍による胆管の軽度圧排所見を認め,

PET-CT検査では膵腫瘍に一致してFDGの高度集積

(SUVmax15.68) を認め, 明らかな遠隔転移所見は認

めなかった. 以上より脾動脈, 門脈浸潤を伴う局所進

行膵癌の診断で, 亜全胃温存膵頭十二指腸切除術, 門

脈合併切除再建を施行, 手術時間は4時間59分, 出血

量は1320gだった. 術中に脾動脈は根部で結紮切離し,

左胃動脈は温存, 門脈は6cm合併切除しグラフトを用

いずに再建, 上腸間膜動脈は全周性に神経叢を切離し

た. 組織学的には, 中分化型腺癌で膵内胆管浸潤をと

脾動脈周囲の膵外神経叢浸潤を認めた. 腫瘍はかなり

近接しているが脾動脈と門脈には明らかな浸潤は認め

なかった. No.13bのリンパ節転移を2個認め, pT4N1M0,

StageⅣa (癌取り扱い規約) であった. 術後は腹腔内

神経叢の切離による下痢を認めたが, 経過は良好で術

後20日目に退院し, 術後6週間後から術後補助化学療

法としてS-1内服開始した. 術後7ヶ月後の胸腹部CT

検査で腹膜播種再発を認め, 現在は術後9ヶ月生存し

外来で緩和療法中である. 画像上, 脾動脈浸潤のある

局所進行膵癌でも血行再建によって根治切除はし得る.

空腸間置再建による腹腔鏡下噴門側胃
切除術

外 科
高山祐一､ 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
堀米香世子､ 渡邉夕樹､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第20回愛知内視鏡外科研究会

平成28年１月 名古屋

【はじめに】当科では､ 上部早期胃癌に対して開腹に

よる噴門側胃切除､ 空腸間置法による再建を行ってき

た｡ 2010年7月より腹腔鏡手術 (LAPG) を導入し､

同様な方法で切除､ 再建手技を行っている｡ 今回当院
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で行っている手術手技を供覧し､ その手術成績を報告

する｡

【手術手技】鏡視下にリンパ節No1,2,3,4sa,4sb､ 膵上

縁の7,9,11郭清を行い､ 術前SMの診断では8aも行った｡

血管処理郭清終了後､ 食道断端に手縫い巾着縫合を行

い､ アンビルヘッドを挿入留置する｡ 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)

し､ wound retractorを装着する｡ 胃を体外で切除後､

腸間膜を処理し空腸断端より自動吻合器本体を挿入､

ベッセルテープで固定する｡ その後再気腹して鏡視下

に食道空腸吻合施行､ 空腸断端を自動縫合器で閉鎖す

る｡ 続いて食道空腸吻合部より約15cm肛門側で体外

にて手縫いで空腸残胃吻合､ 腸間膜の処理を追加施行

後手縫いで空腸空腸吻合を行う｡

【結果】2007年7月より2015年11月まで31例にLAPG

を施行した｡ 平均年齢68歳 (46-80歳)､ 男性21例､ 女

性10例｡ 疾患は悪性28例､ 良性3例｡ 平均手術時間3時

間17分 (2時間14分-4時間57分)､ 平均出血量47ml (13-

250ml )｡ 術後合併症は4例(12.9%)に認め､ 吻合部狭

窄2例 (食道空腸吻合部1例：､ 小腸小腸吻合部1例)､

膵液瘻1例､ 肺炎1例であったが､ 縫合不全は認めなかっ

た｡ 平均術後在院日数は15日(10-40日)であった｡

【まとめ】空腸間置再建によるLAPGは短時間で安全

に行えており有用な術式と思われた｡

肝部分切除術､ 左肝静脈再建後のグラ
フト閉塞に対し､ 再度肝静脈再建した
１例

外 科
寺 史浩､ 金岡祐次､ 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
森 治樹､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第61回東海肝臓外科懇談会

平成28年２月 名古屋

成人に発生した仙骨部dermoidの１例

外 科
三岡裕貴､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
原田 徹
第45回愛知臨床外科学会

平成28年２月 名古屋

症例は40歳女性. 既往歴は腎盂腎炎. 腎盂腎炎精査時

の腹部造影CT検査で仙骨前部に96×49mmの低濃度で

造影効果を認めない嚢胞性病変が発見された. MRI検

査では辺縁平滑, 内部は不均一で隔壁, 被膜様構造を

認め陳旧性血腫, 髄膜腫, Dermoid cyst, Tailgut cystが

示唆された. その他の検査で異常所見はなく, Dermoid

cystの疑いで経仙骨的摘出術を行った. 手術所見では

尾骨と腫瘍は離れておりTailgut cystは否定的であった.

尾骨と仙骨の一部は視野を確保するために腫瘍と共に

切除した. 摘出腫瘍は7×5×5㎝で充実性であった. 病

理組織学的診断は重層扁平上皮で覆われた嚢胞性病変

で, 上皮下は平滑筋線維を含む線維性結合組織で, Der

moid cystであった. 成人におけるDermoid cystは比較

的稀である.

緊急開腹胆嚢摘出術を施行した胆嚢
捻転の２例

外 科
仲野 聡､ 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
千馬耕亮､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 三岡裕貴
原田 徹
第45回愛知臨床外科学会

平成28年２月 名古屋
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消化器手術を同時に行う場合の鼠径
ヘルニア根治術の術式選択

外 科
渡邉夕樹､ 金岡祐次､ 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
森 治樹､ 堀米香世子､ 吉川晃士朗
寺 史裕､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第13回日本ヘルニア学会東海地方会

平成28年２月 名古屋

【背景】腸管切除を要する鼠径部ヘルニア嵌頓ではメッ

シュ感染が危惧されるため従来法を標準術式としてい

る. しかし待機的に同時消化器手術を行う場合には一

定の見解が得られていない. 今回これらのヘルニア術

式について検討した.

【対象】2009年4月から2015年11月までに待機的に鼠

径ヘルニア根治術と準清潔消化器手術を同時に行った

13例.

【結果】平均年齢67.6歳, 男性11例, 女性2例. 消化

管手術：胆嚢2例, 胃2例, 小腸2例, 右半結腸１例,

S状結腸2例, 直腸4例. 鼠径ヘルニアは片側12例, 両

側１例. ヘルニア術式：従来法5例, MP法8例, TAPP

1例 (LADGとの同時手術). 同時消化器手術がメッシュ

を用いた術式は胆嚢, 胃, 小腸では6例中5例 (83％),

結腸手術では7例 (鼠径ヘルニア症例8例) 中3例

(37.5％). 合併症：縫合不全1例, 吻合部狭窄1例. メッシュ

感染を含むヘルニア手術に関連する合併症はなかった.

【考察】上腹部手術より下腹部手術で従来法を選択す

る割合が高く, 術野が近いことでメッシュ感染の危惧

が選択に影響を与えると考えられた. 術後合併症とし

てメッシュ感染は認めなかった.

腹腔鏡下大腸手術後の腸閉塞予防の
ための工夫

外 科
高山祐一､ 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､ 森 治樹､ 堀米香世子
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
第52回日本腹部救急医学会総会

平成28年３月 東京

【はじめに】大腸手術で腸管切除後に生じる腸間膜欠

損部は､ 開腹手術では内ヘルニアの原因となるため一

般的に閉鎖するのに対し､ 腹腔鏡下手術では閉鎖は不

要とする意見が多い｡ 腹腔鏡下大腸切除術後の腸閉塞

症例を検討し､ 現在当科で行っている腸閉塞予防のた

めの工夫を報告する｡

【対象と方法】2008年9月から2014年4月までの318例

のうち､ 術後腸閉塞を発症した14例 (4.4%) を対象

として､ 患者背景, 術後腸閉塞を含めた臨床経過に関

して検討を行った｡

【結果】保存的治療8例､ 手術治療6例｡ 腸閉塞の原因

は腸間膜欠損部の内ヘルニア2例､ 癒着12例 (うち創

部1例､ 後腹膜の血管止血クリップへの癒着1例) であった｡

【予防のための工夫】腸間膜は結腸切除では縫合閉鎖

し､ 直腸切除では血管止血用クリップ小腸と触れない

ように同部の後腹膜は閉鎖した｡ その結果､ 2014年

5月から2015年8月までの133例中腸閉塞は1例(0.8%)に

認めたのみであった (p＜0.05)｡

【結語】結腸の腸間膜欠損部は閉鎖し､ 直腸の血管止

血用クリップ部の後腹膜は閉鎖すべきである｡

孤立性上腸間膜動脈解離の9例の治療
成績と経過

外 科
渡邉夕樹､ 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
堀米香世子､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴
第52回日本腹部救急医学会総会

平成28年３月 東京

2010年7月より2015年4月までに当院で孤立性上腸間膜

動脈 (SMA) 解離症例を9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. 9例中8例が男性,

１例が女性であり, 年齢中央値は57歳 (40～77歳) で

あった. 9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8例が上腹部痛, 1例が下腹部痛であった. 解離形態

は6例が偽腔閉塞型解離であり, 3例が偽腔開存型解離
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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. 9例中3例で降圧療

法, 4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6例中3例で発症から3̃8ヶ月後の比較的早期に偽腔

の消失を認めた. １例のみ発症5か月後に他病死(COPD

の増悪)の転帰となったが, 他8例は保存的治療により

予後良好であった. 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.

腹腔鏡下巾着縫合とサーキュラーステ
イプラーによる体腔内食道空腸吻合

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 尾上俊介､ 大塚 新平
第88回日本胃癌学会総会

平成27年10月 別府

【手術手技】鏡視下に食道周囲を十分剥離し､ 食道胃

接合部に脱着式腸鉗子をかける｡ 腸鉗子のすぐ口側よ

り､ LCSにて食道を約3/4周切離する｡ 食道を全周切

離していないため､ 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る｡ 3-0バイクリルにて

食道切離端より外－内､ 内－外と全周に巾着縫合をか

ける｡ 食道断端にアンビルを挿入し巾着縫合のバイク

リルを結紮､ このバイクリルを残った食道壁の背側に

もう一度回し結紮する (Double Ligation法)｡ 小開腹創

より吻合器を挿入し鏡視下に食道空腸吻合を施行する｡

【結果】2011年4月から2015年8月までに129例 (胃全

摘107例､ 噴門側胃切除22例) にこの方法を施行｡ 平

均手術時間3時間19分､ 平均出血量42ml､ 巾着縫合に

要する時間は平均6.6分だった｡ 吻合部狭窄を5例(3.9

%)に認めたが､ 縫合不全は認めなかった｡

【まとめ】本法は特別な手技､ 器具を必要とせず､ コ

ストも削減でき有用な方法と思われる｡

当科での胃癌に対するオキサリプラチ
ンの使用経験

外 科
大塚新平､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 尾上俊介､ 高山祐一
第88回日本胃癌学会総会

平成28年３月 別府

敗血症性DICに対するリコモジュリン
の検討

外 科
吉 川 晃 士 朗
旭化成研究会

平成28年３月 名古屋

[シンポジウム]

腰麻下開腹手術

外 科
高 山 祐 一
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【はじめに】腹腔鏡下手術の導入に伴い､ 急性虫垂炎

の治療も腹腔鏡下虫垂切除､ Interval appendectomyな

ど多様化している｡ 当院では､ 急性虫垂炎と診断した

場合､ 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(後

期研修医)が執刀してきた｡ 今回当院での開腹手術に

よる治療成績を報告し､ その有用性を論じる｡

【治療方針】術者基準は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｡ 前立ちは主に卒後

4年目の外科医が行う｡ 術後管理はクリニカルパスを

用いて行い､ 術後在院日数はドレーンなしの場合は

6日､ ありの場合は10日とした｡

【対象】2006年1月から2014年8月までに急性虫垂炎の
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診断で手術を施行した1577例を対象とした｡

【結果】1)患者背景：平均年齢は35.5歳(4-99歳)､ 男

性886例(56.2%)､ 女性691例(43.8%)｡ 2) 手術成績：手

術開始時間帯 (日勤/準夜/深夜) は714例/634例/229例

で時間外に863例 (54.7%) 施行された｡ 術者：初期

研修医/若手外科医/上級外科医は943例(59.8%)/573例

(36.3%)/61例(3.9%)｡ 平均手術時間(分)：60.4±29.7､

平均出血量(g)：26.2±85.2｡ 術式 (虫垂切除/回盲部切

除) ：1534例(97.3%)/43例(2.7%)｡ 3)術後成績：術後

合併症は95例(6.0％)に認め, SSIが最も多く77例 (4.9

％) (切開創54例､ 臓器・体腔23例)､ 腸閉塞9例(0.6%)､

消化管瘻6例(0.4%)､ 腹腔内出血1例(0.1%)であった｡

晩期合併症としての腸閉塞は9例(0.6%)であった｡ 在

院死亡は脳出血の1例(0.1%)であった｡ 平均術後在院

日数6.7±3.9日であった｡ 4)コスト：手術材料は主に

糸のみであり､ 電気メス代を含めて約3000円であった｡

【考察】当院では2008年より腹腔鏡手術を導入し､ 手

技的には腹腔鏡手術は十分可能と考える｡ しかし ｢外

科はアッペに始まりアッペに終わる｡｣ と言われるよ

うに若手外科医の開腹手術の鍛錬の場として､ また研

修医教育の一環として開腹で虫垂切除術を行っている｡

そして患者は症状を有するために緊急で行うことを基

本方針としている｡ 手術点数では腹腔鏡手術は開腹手

術よりも高いが､ コストがかかるために収益では開腹

手術のほうが優れていると報告されている｡

【結語】半数以上の症例を時間外に施行し､ 9割以上

の症例を初期研修医､ 若手外科医が執刀したが､ 安全

に施行可能であった｡ 開腹手術は教育面､ コスト面に

おいて有用と考える｡

80歳以上の鼠径部ヘルニアに対する局所
麻酔下tention freeヘルニア根治術

外 科
高山祐一､ 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､ 森 治樹､ 米川佳彦
原田 徹
第13回日本ヘルニア学会学術集会

平成27年５月 浜松

【はじめに】当院では2012年11月より鼠径部ヘルニア

に対して腹腔鏡下ヘルニア修復術 (TAPP) を導入し

た｡ しかし80歳以上の症例に対しては併存疾患や心肺

予備能の低下を考慮し､ TAPPは施行せず､ 従来通り

局所麻酔下tention free根治術を施行している｡ 今回こ

の治療成績を検討した｡

【対象と方法】2008年から2014年11月までに局所麻酔

下tention free(Mesh Plug､ PHS)根治術を施行した初発

鼠径部ヘルニア1046例 (1093病変) を対象とし80歳以

上 (高齢群：184例192病変)､ 79歳以下 (非高齢群：

862例901病変) に分け､ 患者背景､ 治療成績を比較検

討した｡

【結果】1.患者背景：平均年齢は高齢群84.2歳､ 非高

齢群66.5歳､ 性別に有意差なし｡ 併存疾患は高齢群

125例(67.9%)､ 非高齢群447例(51.9%)(p＜0.0001)､ 高

血圧を除く心肺併存疾患は高齢群35例 (19.0％)､ 非

高齢群119例 (13.8％) (p=0.07)であった｡ 術前抗血栓

剤内服は高齢群：59例 (32.1％)､ 非高齢群150例 (17.4％)

(p＜0.0001)であった｡ 2.手術成績：片側例の平均手術

時間は高齢群52.6分､ 非高齢群57.3分 (p=0.0097)､ 平

均出血量は高齢群5.5ml､ 非高齢群7.8ml(p=0.055)｡ ヘ

ルニア部位､ 分類､ 使用したデバイスに有意差なく､

術後合併症/術後平均在院日数でも高齢群：15例(7.8%)/

2.6日､ 非高齢群：70例(7.8%)/2.1日で有意差はなかった｡

【結語】80歳以上では併存疾患が多いが､ 局所麻酔下

tention free根治術で安全に手術が行えている｡

コストと安全性を意識した腹腔鏡下鼠
径ヘルニア修復術 (TAPP法) の適応
基準と治療成績

外 科
米川佳彦､ 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
原田 徹
第13回日本ヘルニア学会学術集会

平成27年５月 名古屋
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｢急性腹症診療ガイドラインの概要と
活用法｣ 検査

外 科
高 山 祐 一
第6回日本プライマリ・ケア連合学会

学術集会

平成27年 6月 つくば

【はじめに】急性腹症の検査項目としては27個のCQ

を設定した｡ 今回このCQの概要を報告する｡

【CQ項目】内訳としては血液検査に関するものは5個

であり､ 急性腹症全般の診断に有用な血液検査､ 血液

ガス分析､ プロカルシトニン､ 虫垂炎と白血球・CRP､

膵炎とアミラーゼ・リパーゼなどである｡ 心電図・尿

検査に関するものは6個であり､ 心電図を必要とする

急性腹症､ 検尿が必要・有用な急性腹症､ 妊娠反応の

必要性などである｡ 画像検査に関するものは16個であ

り､ 単純X線検査､ X線造影検査､ 超音波検査､ CT検

査､ MRI検査で､ 急性腹症の診断に有用な所見､ 施行

する際の注意点 (主には､ 小児や妊婦に対する被ばく

のリスクなど) が記載されている｡ これら画像検査に

関するCQは放射線医により解説されている｡

【CQの紹介】〈CQ51〉血液ガス分析 (乳酸値測定を

含む) はどのような急性腹症に有用か?<推奨文>ショッ

クの診断や腸管虚血の診断にpH, Base Excess (BE),

乳酸値は有用であり, これらを疑った患者では血液ガ

ス分析を行う (レベル2, 推奨度B)｡ ただし腸管虚血

の発症早期や捻転の場合, 乳酸値が上昇しないことが

ある｡ <解説>敗血症診断ガイドラインも参考に設定｡

診断のために造影CT が必要なこともある｡ <CQ54>

心電図を記録すべき腹痛は?<推奨文> 心窩部痛を認

め, 虚血性心疾患のリスクファクターがある場合は,

心筋梗塞の可能性があるために心電図が必要である

(レベル2, 推奨度A)｡ また腸間膜や脾臓, 腎臓の虚

血, 梗塞性病変が疑われる場合は, 心房細動の有無を

確認する必要がある (レベル3, 推奨度B)｡ <解説>心

窩部痛を主訴に来院する急性心筋梗塞患者は､ 診断が

遅れ､ 予後が不良であると報告されている｡ 診断が遅

れずに､ 早期に確実に診断できるように設定｡

【まとめ】日常診療の参考となり､ 患者のアウトカム

改善を目的に設定した｡ 是非日常診療にご活用いただ

きたい｡

[パネルディスカッション]

胆道癌に対するMajor HPD+動脈
合併切除再建の意義

外 科
深見保之､ 原田 徹､ 金岡祐次
前田敦行､ 高山祐一､ 尾上俊介
第115回日本外科学会定期学術集会

平成27年４月 名古屋

【目的】Major HPD＋動脈合併切除再建の意義を検証

する.

【方法】胆道癌に対して施行したMajor HPD 38例を

動脈合併切除再建あり(HA群 11例)と再建なし(N群

27例)に分類し比較検討した.

【結果】胆管癌/胆嚢癌はHA 8/3, N 16/11. 肝切除術

式はHA群で左葉切除が多かった. 門切はHA 9(82%),

N 16(59%). 手術時間(分)はHA 635, N 483とHA群で

長かった. 出血量(ml)はHA 861, N 760, 合併症は

HA 4(36%), N 13(48%), 入院死亡はHA 2(18%),

N 3(11%), R0切除はHA 7(64%), N 15(56%)といず

れも有意差なし. 胆管癌(24例)の予後(MST/5年生存率)

はHA(42ヵ月/47.4%), N(119ヵ月/53.3%), 胆嚢癌(14

例)の予後(MST/5年生存率)は両群とも不良でHA(36ヵ

月/0%), N(10ヵ月/0%).

【結語】Major HPD＋動脈合併切除再建は, 手術時間

は有意に延長したが, 出血量・術後合併症・入院死亡

に差を認めなかった. 胆管癌では長期生存例を得てい

るので本術式の意義はある.

抗凝固薬内服患者に対するヘルニア
手術の治療成績

外 科
千馬耕亮､ 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､ 米川佳彦
森 治樹､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 原田 徹
第13回日本ヘルニア学会学術集会

平成27年５月 名古屋
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【はじめに】当院では抗凝固薬を内服している患者に

鼠径部ヘルニア手術を予定する際, 一定期間の休薬,

あるいはヘパリン置換後に腹腔鏡下ヘルニア修復術

(TAPP) かMesh Plug法(MP) を施行している. 今回,

抗凝固薬内服患者に対する鼠径部ヘルニア手術の治療

成績について検討した.

【対象と方法】2008年1月から2014年12月までに待機

的に施行した鼠径部ヘルニア手術1435例を対象とし,

Ａ；抗凝固薬内服群：256例, 非内服群：1179例に分

け, 患者背景, 手術成績を検討した. Ｂ；内服群をさ

らにヘパリン置換を必要としたH群：44例, 必要とし

なかったnH群：212例に分け合併症を検討した.

【結果】Ａ；1.患者背景：平均年齢は内服群74.3歳,

非内服群65.5歳(p＜0.001), 性別(男/女) は内服群：

244/12, 非内服群：1039/140(p＜0.001)であった. 2.治

療成績：術式(TAPP/MP/その他) は内服群：18/236/2,

非内服群：221/916/41(p＜0.001). 片側例の平均手術時

間は内服群59.2分, 非内服群57.6分(NS), 平均出血量

は内服群7.03ml, 非内服群6.61ml(NS)であった. 出血

に関する合併症は内服群：14例(5.5%), 非内服群：21

例(1.8%)(p=0.002)であった. Ｂ；H群とnH群で手術時

間や出血量に有意差はなかったが, 出血に関する合併

症はH群：8例(18.2%), nH群 6例(2.8%) (p＜0.001)で

あった.

【結語】抗凝固薬の内服をしている場合術後出血が多

くみられたが, 術前ヘパリン置換を施行した場合さら

に多く見られた.

インターベンションにおける乳房超音
波検査の有用性は？

外 科
亀井桂太郎､ 原田 徹､ 金岡祐次
前田敦行

診療検査科(画像)
今吉由美､ 堀 優
第88回日本超音波医学会学術総会

平成27年５月 東京

【目的】乳癌診療を行う際には､ 癌の診断および､ 手

術術式決定のための広がり診断のためにもインターベ

ンションが必要となる｡ しかし､ 近年は乳癌検診の普

及､ 各種機器の進歩のために良悪の鑑別どころか､ 存

在診断にすら苦慮するような病変が増加してきた｡ 一

方､ 2012年にソナゾイドが乳房病変に対して適応拡大

されたものの､ その臨床的意義については定まってい

ない｡ 我々は､ 存在診断が難しい病変をいかにして容

易に確実に描出するか？良悪の鑑別を要する疾患に対

してどのインターベンションを選択しどこに穿刺する

か？というテーマに対して､ 造影超音波検査 (CE-US)

の有用性を模索してきた｡ 当院のインターベンション

におけるCE-USの有用性を検討することにより､ 今後

どのような症例にCE-USを行っていくかを提案したい｡

【対象と方法】対象は2012年12月から2014年12月まで

に当院でCE-USを施行した125例のうち､ その後にイ

ンターベンションを行った61例｡ インターベンション

の内訳は穿刺吸引細胞診検査 (FNA) 17例､ Core

needle biopsy (CNB) 20例､ 吸引式組織生検 (VAB)

24例｡ CE-USの対象となった病変は､ 腫瘍径9.7mm

(2～38mm)｡ MMGカテゴリーは､ 1 / 2 / 3 / 4 / 5

が41 / 0 / 13 / 7 / 0例とほとんどの症例で異常を認

めない｡ USカテゴリーは､ 1 / 2 / 3 / 4 / 5が0 / 10 /

40 / 11 / 0例で､ 腫瘤が46例､ 非腫瘤性病変が15例｡

MRI / CTで新規に発見された病変に対して2nd look

US時にCE-USで確認した症例が35例あった｡ 嚢胞内

腫瘍の為に腫瘍径が大きい一部の症例を除き､ ほとん

どの症例は小腫瘤もしくは低エコー域で､ 存在診断す

ら困難な症例が中心である｡ 病変の存在を認識し､ 理

想的な穿刺部位をどれだけ確信を持って穿刺できるか

を検討するために､ 最も確信度の高い4から確信度の

低い1までスコア化してCE-USの有用性を検討した｡

さらに各インターベンションの感度､ 特異度､ 正診率

を調べた｡

【結果】確信度はUS；3.03 (1～4)､ CE-US；3.52 (0

～4) と有意に確信度を増した｡ CE-USでスコアが減

少したものが3例あった｡ 造影されないために (スコ

ア0) としたが､ すべて良性病変であった｡ 小さな病

変､ 周囲の組織と等エコーの病変では造影されること

により確信を持って穿刺することができた｡ 各インター

ベンションの感度/特異度/正診率はそれぞれ､ FNAが

50％ / 0％ / 76.5％､ CNBが100％ / 0％ / 100%､

VABが100％ / 0％ / 100％であった｡ FNAで成績が

劣るのは､ 乳癌の術前の広がり診断として乳管内進展

部分もしくは小さな病変に対して行った症例が多く､

異型度が少ないために鑑別困難となり癌と診断しきれ
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なかったためと考えられる｡

【結語】MRI/CTで新規に発見された小病変や淡い造

影域に対する2nd look US時､ 周囲の組織との濃度の

差が少ない症例に対しては､ CE-USは非常に有用な手

技であると実感しており今後ますます普及するものと

思われる｡

鼠径部陥頓ヘルニアに対する治療成績

外 科
吉川晃士朗､ 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､ 原田 徹
第13回日本ヘルニア学会学術集会

平成27年５月 名古屋

下部消化管穿孔症例に対する緊急開腹
手術時のVAC療法の成績

外 科
寺 史裕､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
原田 徹

愛知医科大学 形成外科
安村恒央
第77回日本臨床外科学会総会

平成27年11月 博多

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
の手術成績

外 科
吉川晃士朗､ 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
堀米香世子､ 渡邉夕樹､ 寺崎史裕
第52回日本腹部救急医学会総会

平成28年３月 浜松

【はじめに】近年左側結腸癌イレウスに対して経肛門

的イレウス管や金属ステントによる減圧法の有用性が

報告されているが, 当院では緊急手術でのプレパレー

ションバッグによる術中腸管減圧洗浄を併施した一期

的切除吻合を第一選択としている.

【目的】左側結腸癌イレウスに対する術中腸管減圧洗

浄を併施した一期的切除吻合の手術成績を明らかに

する.

【方法】2007年1月から2015年9月に手術を行った左側

結腸癌(T, D, S)のうち, 人工肛門を造設した症例とpT1

2 4b, StageⅣである症例を除いた219例をイレウス群

29例と非イレウス群190例に分けて手術成績を比較検

討した.

【結果】両群で男女比, 年齢, 腫瘍局在, 術前CEAに

有意差を認めず, イレウス群全例で術中減圧腸管洗浄

を施行した. 手術成績(イレウス群 vs 非イレウス群)

は手術時間:153分vs 112分(p＜0.001),出血量:131ml vs

89ml(p=0.238),Clavien-dindo分類 Grade2以上の合併症:

3(10.3%)vs10(13.0%)(p=0.845),縫合不全:1(3.4%)vs

6(3.1%)(p=0.934). 在院死亡は非イレウス群1例(0.5%).

術後在院日数の中央値は:14日vs13日(p=0.305).

【結論】左側結腸癌イレウスに対する術中減圧腸管洗

浄を併施した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, 在院日数に差を認めず有用である.

[ワークショップ]

開腹手術における腹壁瘢痕ヘルニア
106例の検討

外 科
森 治樹､ 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､ 原田 徹
第13回日本ヘルニア学会学術集会

平成27年５月 名古屋
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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
の手術成績

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70回日本消化器外科学会総会

平成27年７月 浜松

【はじめに】近年左側結腸癌イレウスに対して経肛門

的イレウス管や金属ステントによる減圧法の有用性が

報告されているが,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による術中

腸管減圧洗浄を併施した一期的切除吻合を第一選択と

して積極的に施行している.

【目的】 左側結腸癌イレウスに対する術中腸管減圧

洗浄を併施した一期的切除吻合の手術成績を明らかに

する.

【方法】2007年1月から2014年12月に手術を行った左

側結腸癌(T, D, S)のうち, 初回手術で人工肛門を造設

した症例とpT1 2 4b,Stage4である症例を除いた208例

をイレウス群と非イレウス群に分けて手術成績を比較

検討した.

【結果】イレウス群は28例, 非イレウス群は180例で

あった. 男女比, 年齢, 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

腸切除を施行し, イレウス群全例でプレパレーション

バッグによる術中減圧腸管洗浄を施行した. 手術成績

(イレウス群 vs 非イレウス群):手術時間:152分vs 112

分(p＜0.001), 出血量:136ml vs 90ml(p=0.239),術後合

併症:11(39%)vs 47(26%)(p=0.159), Clavien-dindo分類

Grade3以上:3(10.0%)vs 10(5.5%)(p=0.330), 縫合不全:

1(3.6%)vs 6(3.3%)(p=0.948). 在院死亡は非イレウス群

1例. 術後在院日数の中央値は:14日vs13日(p=0.080)で

あった.

【結論】左側結腸癌イレウスに対する術中減圧腸管洗

浄を併施した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,在院日数に差を認めず有用である.

絞扼性イレウス診断におけるガストロ
グラフィン造影の有用性

外 科
堀米香世子､ 磯谷正敏､ 金岡祐次
前田敦行､ 亀井桂太郎､ 高山祐一
尾上俊介､ 大塚新平､ 森 治樹
千馬耕亮､ 渡邉夕樹､ 吉川晃士朗
寺崎史浩､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
第77回日本臨床外科学会総会

平成27年 11月 博多

当院では, 理学所見, 腹部単純X線写真検査, 腹部超

音波検査, 腹部造影CT検査, 血液ガス分析などの結

果を総合的に判断して絞扼性イレウスの鑑別を行って

いる. 絞扼性イレウスと診断した症例は緊急手術を行

い, 単純性イレウスと診断した症例は, 入院後12～24

時間胃管による減圧を行い, その後ガストログラフィ

ン造影で小腸イレウスの重症度を判定する. これは,

単純性イレウスの重症度と絞扼性イレウスの鑑別する

目的で行う. ガストログラフィンが結腸まで移行しな

ければ手術, 結腸まで移行すれは保存的治療を継続す

る. 対象は2006年1月から2015年4月に当院で施行した

小腸イレウス全1017例, うち初診時に絞扼性イレウス

と診断し手術を施行した症例は187例, ガストログラ

フィン造影を施行した症例は830例で, 160例で準緊急

手術を行った. そのうち, 絞扼性イレウスであったも

のは21例, 単純性イレウスであったものは113例であっ

た. 手術症例では絞扼性､ 単純性を含めて入院から手

術までの期間の中央値は2日であり, ガストログラフィ

ン造影を行う事によって, 絞扼性イレウスの所見に乏

しい症例や, 単純性イレウスの中でも早期に手術適応

症例を判断する事ができる.
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小腸閉塞症の診断と治療方針決定のため
の水溶性造影剤 (ガストログラフィン)
を用いた経口造影検査の有用性

外 科
高山祐一､ 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､ 米川佳彦
森 治樹､ 堀米香世子､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史裕
第52回日本腹部救急医学会総会

平成28年３月 東京

当院では単純性イレウスと診断された症例は, 胃管減

圧後ガストログラフィン造影を用い重症度分類を行う.

ガストログラフィンが結腸まで移行すれば保存的治療

の継続, 移行しなければ手術を考慮する. 対象は2006

年１月から2012年3月までに当院で治療した小腸イレ

ウス695例. このうち絞扼性イレウス108例(15.5%),

単純性イレウス587例(84.5%)であった｡ 絞扼性イレウ

スで即日手術を行った症例は62例(57%), ガストロ造

影後手術症例は48例(43%)であった. 単純性イレウス

で即日手術を行った症例は6例(1%), ガストロ造影後

手術症例は77例(13.1%)であった. 造影後手術群にお

いて入院から手術日までの中央値は絞扼性, 単純性イ

レウスいずれも2日であった. ガストログラフィン造

影による重症度判定により手術適応の早期判断が可能

である｡ それぞれの臨床所見・画像所見の特徴, 手術

所見, 治療成績につき報告する.

抗血栓薬内服患者の急性胆嚢炎に
対する緊急開腹手術の検討

外 科
三岡裕貴､ 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
堀米香世子､ 渡邉夕樹､ 吉川晃士朗
第52回日本腹部救急医学会総会

平成28年３月 東京

【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月から2015年9月までに当院で

施行した急性胆嚢炎緊急手術症例471例のうち, 開腹

胆嚢摘出術を施行した324例を内服群(n＝75)非内服

群(n＝249)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73.7歳, 非内服群67.8歳

(p＜0.01)で, 男女比は内服群56/19, 非内服群154/95(p=

0.04)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101分(NS), 平均出血量は内服群378ml,

非内服群346ml(NS), CD分類grade3以上の術後合併症

は内服群6.7%/非内服群5.2%(NS), 術後在院日数は内

服群12.9日/非内服群10.9日(p=0.04)であった. 術後出

血による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

緊急手術は合併症に差を認めないが, 術後在院日数は

2日間延長した.

急性胆嚢炎発症後72時間経過例に対
する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績

外 科
寺 史浩､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 深見保之
尾上俊介
第52回日本腹部救急医学会

平成28年３月 東京

[セミナー]

細胞診､ 生検の方法とコツ

外 科
亀 井 桂 太 郎
第25回日本乳癌検診学会学術総会

平成27年10月 つくば
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左椎骨動脈後下小脳動脈分岐部瘤破裂
に対し 対側後頭下開頭にてクリッピ
ングを行った１例

脳神経外科
石井元規､ 鬼頭 晃､ 槙 英樹
野田智之､ 山之内高志
日本脳神経外科学会中部支部学術集会

平成27年９月 名古屋

【目的】左VA-PICA動脈瘤破裂によって発症した

くも膜下出血に対して､ 対側後頭下開頭によるクリッ

ピングが最良と考えられる1例を経験したため報告

する｡

【症例】78歳､ 女性｡ 突然 の頭痛と嘔吐で救急搬送

された｡ 意識清明で神経学的異常はなかった｡ 径2

mmの左VA-PICA動脈 瘤破裂によるくも膜下出血と

診断した｡ VAが大きく右側に偏位しており､ 動脈瘤

も正中線より 右側に偏位していたため､ 右側後頭下

開頭によるクリッピングを施行した｡ 術後､ 軽度の嗄

声 と嚥下障害の合併を認め,リハビリ病院へ転院され

たが,発症後4ヵ月で自宅退院され,自覚 症状ほとんど

なく生活されている｡

【結語】VA-PICA動脈瘤に対する対側開頭アプロー

チによるクリッピングの報告は少ないが､ これが有用

となる症例を経験した｡

石灰化狭窄からの石灰塞栓症､ 早期に
大きな拡大を認めた症候性ICPCAn

脳神経外科
山之内 高 志
名古屋合併症検討会12

平成27年９月 名古屋

慢性硬膜下血腫に合併した静脈洞血栓
症に対してペナンブラシステムによる
血栓回収を行った1例
A case that performed thrombectomy
by penumbra system for venous sinus
thrombosis with chronic subdural
hematoma.

脳神経外科
山之内高志､ 鬼頭 晃､ 槙 英樹
野田智之､ 大島良介､ 石井元規
第31回NPO法人日本脳神経血管内治療

学会学術総会

平成27年11月 岡山

静脈洞閉塞症に対してペナンブラシステムによる血栓

回収を行ったため報告する

【現病歴】８５歳男性｡ ２年前から徐々に認知症悪化

し､ 数ヶ月前からは昼頃起床し食事やトイレ以外には

ベッド上の生活をしていた｡ ４月２５日昼起床時､ 右

半身に麻痺が有り､ 夕方救急外来に来院した｡

【既往歴】高血圧､ 前立腺肥大､ 大腸ポリープ､ 認知

症､ 入院後精査で杭カルジオリピン抗体陽性の抗リン

脂質抗体症候群と判明

【来院時所見】GCS E３V４M６ 右麻痺MMT 上

肢０ 下肢２頭部CT：両側慢性硬膜下血腫 (わずか

な右方向への正中変位あり)､ 頭頂部の脳表静脈およ

び上矢状静脈洞から右横､ S状静脈洞が高吸収域

【治療経過】慢性硬膜下血腫だけでは症状の説明がつ

かず､ 静脈洞塞栓症も疑われたが､ まず慢性硬膜下血

腫の治療を行った｡ 左のみ穿頭血腫洗浄術を行ったと

ころ､ 洗浄中に全身痙攣が生じ､ 術後右下肢も完全麻

痺となった｡ 頭部CTにて左前頭葉頭頂葉に多発小出

血を認め､ 造影CTにて頭頂部の脳表静脈および上矢

状静脈洞から右横､ S状静脈洞に造影欠損部を認め静

脈洞閉塞症と診断し､ ヘパリンを開始｡ 出血の悪化は

無いものの､ 意識状態が不安定となり､ ４月２８日ペ

ナンブラシステムによる静脈洞血栓回収を行った｡ 上

矢状静脈洞の血流の改善と右横静脈洞の一部再開通が

見られた｡ 直後に症状の改善はなかったものの､ 術10

日後下肢から徐々に麻痺が改善し､ 一ヶ月後から右上

肢も動きが出現し改善していった｡ 最終的には二ヶ月

でMMT下肢4上肢３となったが､ 認知症と長期臥床

による筋力低下がありmRS５で療養型病院へ転院と
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なった｡

【結語】ペナンブラシステムによる血栓回収にて合併

症無く画像上は改善が認められた

胸腔鏡手術におけるCO2送気法の
安全性に関する検討

胸部外科
川 崎 成 章
第32回日本呼吸器外科学会

平成27年５月 高松

【はじめに】CO2を胸腔内へ送気する手技は､ 視野の

展開と剥離の補助を目的とするもので, 胸腔鏡手術に

有用であるが, 胸腔内の陽圧化による循環動態への悪

影響に関する報告も散見される. 今回我々は, CO2送

気法の安全性に関し検討を行った.

【対象・方法】2014年1月11月の期間に, 当院でCO2

送気法を併用し胸腔鏡手術を行った9症例を対象とし

た. 既往に心疾患を持つ患者は, 対象から除外された.

平均動脈圧, 中心静脈圧, 心拍数, EtCO2をモニタリ

ングし, CO2送気の前後で比較を行った. 手術は腹腔

鏡用ポートを3か所に留置して行われた. 送気圧を

8mmHgに設定し, 2l/minのlow flowで送気を行った.

【結果】対象患者の平均年齢は63歳 (45～78歳), 性

別は男性が3例, 女性が6例であった. 術式はリンパ節

廓清術が1例, 胸腺摘出術が5例, 腫瘍摘出術が2例,

肺部分切除が1例であった. 手術時間の中央値は101分

(55～301分), 出血量の中央値は5ml (1～30ml) であっ

た. 術側は左が2例, 右が6例, 両側が1例であった.

中心静脈圧は7例で測定された. 中心静脈圧はCO2送

気前が8.00±3.21mmHg, 送気後が13.00±3.30mmHg

と, 有意差に上昇していた. (ｐ＜0.05) また, EtCO2

も同様に32.90±4.28mmHgから40.80±3.58mmHgと若

干上昇していた. (ｐ＜0.05) 平均動脈圧と心拍数に

はCO2送気前後で有意差は認められなかった. 全例に

おいて, 術中および術後にCO2送気による合併症は認

められなかった.

【考察】CO2送気法による循環動態への悪影響は認め

られなかった. 症例を選択すれば, 安全に手術を行う

ことができると考えられる. 今後も症例を蓄積し更な

る検討を行っていきたい.

遅発性胸腹裂孔ヘルニアの1手術例

胸部外科
石 黒 太 志
第32回日本呼吸器外科学会

平成27年５月 高松

【はじめに】胸腹裂孔ヘルニアは先天性横隔膜ヘルニ

アの中で最も頻度の高い疾患であるが, その大部分は

新生児期に発症し, それ以降の発症は稀である. 今回､

突然の腸閉塞症状で発症した遅発性胸腹裂孔ヘルニア

の症例を経験したので報告する.

【既往歴】特記すべき異常なし.

【主訴】心窩部痛・食思不振

【現病歴】20xx年7月18日突然食事が食べられなくなっ

た. 7月20日近医を受診し, 胸部レントゲンで左肺野に

巨大な胃泡と思われるniveauを認めた. 横隔膜ヘルニ

アによる腸閉塞と診断, 入院し胃管挿入絶食治療を開

始した. 8月11日当院へ手術目的に転院. 8月12日手術

を施行した. 手術は, 胸腔鏡補助下に第9肋間中腋窩線

上に5cm開胸. 胸腔内に大腸・脾臓・大網が脱出して

おりヘルニア嚢は認めなかった. 脾臓の一部は左下葉

と癒着しており慢性的な脱出を思わせた. 癒着を剥離

し腹腔内へ臓器を還納した後, ヘルニア門を縫合閉鎖

し閉胸した. 外傷の既往はなく先天性の胸腹裂孔ヘル

ニアとみられた. 術後経過は良好で, 症状は劇的に改

善し食事も食べられるようになった.

成人発症の先天性胸腹裂肛ヘルニアは非常に珍しい.

文献的考察を加えて報告する.

難治性気胸に対しタルクによる胸膜癒
着術を行い､ ARDSを発症した一例

胸部外科
東 山 将 大
第32回日本呼吸器外科学会

平成27年５月 高松

【はじめに】タルクによる胸膜癒着術は比較的容易に

行える手技であるが､ 呼吸不全などの副作用が報告さ

れている｡ 今回､ 難治性気胸に対し､ タルクによる胸

膜癒着術後､ ARDSを発症した一例を経験したので報

告する｡
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【既往歴】肺気腫 (在宅酸素療法)､ 肺アスペルギル

ス症 (左上葉切除術後)

【主訴】呼吸困難

【現病歴】64歳男性｡ performance status3｡ 突然の安

静時呼吸困難で当院救急外来に受診し､ 胸部レントゲ

ン写真で右緊張性気胸を認めた｡ 加療目的に入院､ 胸

腔ドレナージによって保存的治療を継続するも肺瘻が

改善しないため､ 手術目的に呼吸器外科に紹介｡ 胸腔

鏡下に右S6の薄壁嚢胞の肺瘻を確認したが､ 癒着た

め嚢胞切除は行えず､ フィブリン糊を嚢胞内に注入し､

肺瘻を止めた｡ 再発予防に胸腔内にタルクを散布した｡

術直後は発熱を認めず､ 呼吸状態も良好であったが､

第5病日から呼吸状態の悪化と胸部CTで両側スリガラ

ス影の出現を認めた｡ ARDSと診断し､ 酸素投与､ 抗

生剤開始､ ステロイドパルス療法を施行するも反応せ

ず､ 第14病日に死亡した｡ 本症例は､ CT画像所見と

呼吸機能検査データより気腫合併肺線維症 (CPFE)

であったとみられる｡ PS不良の終末期CPFE患者に全

身麻酔下で施行されたタルク胸膜癒着術がARDSを誘

発した可能性は否定できない｡ 文献的考察を加え報告

する｡

in-situ graft replacement後1年で
再手術を要した感染性腹部大動脈瘤破
裂・十二指腸穿破の 1例

胸部外科
小 坂 井 基 史
第43回日本血管外科学会

平成27年６月 横浜

【はじめに】感染性大動脈瘤の治療は難渋することが

多く, 破裂や消化管穿孔症例の救命率は低い. 今回我々

は感染性腹部大動脈瘤破裂・十二指腸穿破に対して

in-situ graft replacementを施行し救命し得たが, 1年後

に人工血管感染・グラフト閉塞でextra-anatomical

bypassを余儀なくされた 1例を経験したので報告する.

【症例】72歳男性, 発熱と吐血を主訴に救急外来受診.

感染性腹部大動脈瘤破裂・十二指腸穿破の診断で緊急

手術 (感染巣のデブリドメン, in-situ graft replacement,

大網充填) を行った. 起因菌は嫌気性グラム陰性桿菌

とStreptococcusであり, 長期抗生剤治療後POD65で退

院となった. 術後CTで腹腔内膿瘍の残存が疑われ,

外来でもmetronidazoleの内服を継続した. 感染症の兆

候無くフォローのCTでも膿瘍の消失を確認していた

が, 1 年後に発熱とgraft 左脚閉塞による左下肢急性

動脈閉塞を発症した. 血液培養からは好気性グラム陰

性桿菌が早々に検出された. 速やかに血管内治療を行

い救肢できたが, 左下肢血流再開後より敗血症となっ

たため, 人工血管感染と診断, 状態改善後に再手術の

方針とした. 手術はextra-anatomical bypass (axillo-

bifemoral) とし, 先の人工血管を含めて感染巣を掻爬

した. 人工血管両脚は, おそらく前回穿孔した十二指

腸に高度に癒着・穿孔して腸管内でビリルビン色に変

色していた. POD1にgraft閉塞に対して血栓除去術を,

左浅大腿動脈閉塞に対してウロキナーゼ選択動注を行っ

た. 長期抗生剤治療後, POD77で独歩退院した. 術後

3カ月となるが, 経過は良好である.

【まとめ】近年感染性大動脈瘤手術における in-situ

graft replacementでの良好な成績が報告されているが,

in situかextra-anatomicalかを選択する明確な基準は示

されていない. 今回の症例は後腹膜に広範囲の膿瘍を

形成しており, また高度癒着のため初回手術時に完全

なデブリドメンが施行できなかった可能性がある. ま

た, 穿孔部十二指腸を大網充填のみで温存したことも

感染・炎症を遷延させた原因かもしれない.

ヘパリン起因性血小板減少症に対して
アルガトロバンを使用し人工心肺を施
行したが凝固により回路交換を要し脳
梗塞を生じた１例

胸部外科
大 河 秀 行
第58回関西胸部外科学会

平成27年６月 岡山

症例は72歳の女性｡ 肺炎を契機に僧房弁閉鎖不全症に

よる心不全が急性増悪し入院加療となった｡ 第3病日

に心房細動を来しヘパリン化が開始された｡ 第11病日

に急性心筋梗塞を発症しPCIを施行した｡ 入院時に

14.4万あった血小板が10日後の第13病日には3.1万と減

少を認め､ ヘパリン起因性血小板減少症 (HIT) を疑

い､ ヘパリンを中止しアルガトロバンに変更した｡ 後
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日HIT抗体が高値であり確定診断に至った｡ 心不全が

内服ではコントロールがつかなかったため､ 第83病日

に僧帽弁形成術､ 三尖弁輪縫縮術､ maze手術を予定

した｡ 抗凝固薬として人工心肺回路はもちろん､ 圧測

定回路に至るまで徹底してヘパリンの投与や接触を排

除しアルガトロバンを使用したが､ 体外循環開始後15

分で人工心肺回路が凝固し交換した｡ さらに再循環後

24分で凝固し再交換した｡ 体外循環時間を短縮するた

め僧帽弁置換術のみに術式を変更した｡ 人工心肺離脱

後は出血傾向となり止血に時間を要した｡ 術後､ 出血

性脳梗塞が判明し､ リハビリのため第166病日 (術後

83日) に転院となった｡ HIT症例に対するアルガトロ

バンを使用した人工心肺の安全性がまだ確立していな

いことを再認識した｡

周産期に発症した急性肺塞栓の１救命例

胸部外科
柚 原 悟 史
第58回関西胸部外科学会

平成27年６月 岡山

【はじめに】肺塞栓症による死亡者数は年々増加傾向

にある｡ 血行動態不安定例の治療成績は不良で､ 死亡

率は30～58.5%とされている｡

【症例】38歳女性｡ 妊娠中高血糖以外特に既往なし｡

6/7に起立した際から呼吸困難あり､ 翌日に近医産婦

人科に入院｡ 6/9に37週3日の時点で帝王切開を施行し

た｡ 術中から循環動態不安定であり､ 手術翌日にショッ

ク状態で転院搬送となった｡ 搬送後CPAとなったため

CPRを施行しPCPSを導入した｡ CTにて肺動脈内に大

量の血栓があり､ 抗凝固療法を行うも翌日のCTで血

栓のサイズに著変なく､ 手術の方針とした｡ 上行大動

脈送血､ 脱血はPCPSの脱血管に加えて右心耳から

SVCに向けて脱血管を追加して完全体外循環とし､ 心

拍動下に手術を行った｡ 肺動脈を切開し､ 可視範囲内

の血栓を除去した｡ Pp/Psが0.4程度､ CVPが10台前半

で体外循環を離脱して手術を終了した｡ ICU入室後は

肺高血圧の管理に苦慮した｡ 術後3ヶ月の肺血流シン

チでは明らかな血流欠損部位は無く､ 右心カテでは肺

高血圧の改善を認めた｡

【まとめ】妊娠中に発症した肺塞栓症に対し､ 帝王切

開後に外科的血栓除去を行い救命し得た一例を経験し

たので若干の文献的考察を加えて報告する｡

肺化膿症の術中食道損傷に対し開窓術
を行い治癒し得た1例

胸部外科
川 崎 成 章
第77回日本臨床外科学会

平成27年11月 岡山

【症例】72歳, 男性

【主訴】発熱

【既往歴】胃潰瘍

【喫煙歴】20本×50年間, 60歳で禁煙

【現病歴】発熱を主訴に受診. 右下葉に異物を中心と

した膿瘍形成あり. 肺化膿症の診断にて右下葉切除を

施行した. 右下葉は膿瘍部で食道と強固に癒着してお

り, 剥離の際に食道を損傷したため, 損傷部を縫合し

た. 膿瘍内には7mm大の砂利を認めた. 術後5日目に

気胸腔ドレーンより膿性排液あり, 再開胸を行った.

食道の縫合不全による有瘻性膿胸であった. 残肺は胸

壁と癒着しておらず膿瘍腔が限局化できないため開窓

術は行わなかった. 損傷部を再縫合し, 傍食道にドレー

ンを留置して閉胸した. 術後は開窓術を念頭に置き,

残肺と胸壁を癒着させるため, 人工呼吸器管理を5日

間行った. 術後13日目の食道造影にて食道瘻あり, 開

窓術を行った. 開窓後は毎日2回洗浄を行った. 食道

瘻の閉鎖後は, 開窓部にVAC systemを装着した. 肉

芽形成は良好で術後64日目に閉窓術を施行し, 術後76

日目に退院となった.

【考察】食道近傍の肺化膿症の手術では, 食道との癒

着を念頭に行うべきである. 食道損傷部が縫合不全を

来した場合, 再縫合のみでは治癒は難しい. 特に肺切

除後は死腔が大きいため膿瘍腔を限局化させる工夫が

必要である. 自験例では食道瘻再発前に人工呼吸管理

での死腔の限局化を図った. また, 開窓後に膿瘍腔の

まめな洗浄と食道瘻閉鎖後のVAC使用にて肉芽形成

を促したことで, 単純閉窓を行うことができたと考え

られる.
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長期生存した肺肉腫の 1切除例

胸部外科
石 黒 太 志
第56回日本肺癌学会

平成27年11月 横浜

【背景】肺癌肉腫は肺原発悪性腫瘍のうち約0.3%を

占めるにすぎない稀な疾患である｡ 術前の確定診断は

困難とされ､ 生存期間中央値は5から12ヶ月で予後不

良とされる｡

【症例】2008年9月他疾患フォロー中に胸部単純写真

で右上肺野の腫瘤影を指摘｡ CTでは右上葉に31X28

mmの境界明瞭な類円形の腫瘤を認め､ 過誤腫､ 硬化

性血管腫の疑いで経過観察となった｡ 2009年4月CTを

再検すると腫瘤は36X32mmに増大､ PET検査では同

部位にSUVmax3.9の集積を認めたため手術目的に当科

紹介され右上葉切除術を施行した｡ 迅速診断では悪性

所見なしとの結果でありリンパ節郭清はND1までとし

た｡ 術後病理診断では紡錘形細胞の密な増殖を認め､

免疫染色ではAE1/AE3(-)､ CAM5.2(-)､ TTF-1(-)､

S100(-)､ αSMA(-)｡ 以上からspindle cell sarcomaで､

病理病期はT2aN0M0 StageIBと診断した｡ 術後補助化

学療法は施行せず現在術後5年を経過するが無再発生

存中である｡

【結論】肺癌肉腫に対する治療について一定の見解は

なく確立した化学療法もない｡ リンパ節､ 遠隔臓器へ

の転移がなく完全切除ができれば長期生存をえられる

可能性がある｡ 長期生存を得た肺癌肉腫の1切除例を

経験したので文献的考察を加えて報告する｡

胸骨骨折に対し､ 徒手整復が有効で
あった１例

胸部外科
東 山 将 大
第77回日本臨床外科学会

平成27年11月 福岡

【症例】23歳､ 女性

【主訴】前胸部痛

【現病歴】軽自動車を運転中誤って､ ガードレールに

衝突し､ 前胸部痛のため当院へ救急搬送となった｡

受診時のバイタルサインは安定していた｡ 胸部単

純CTでは右外傷性気胸､ 右肺挫傷､ 胸骨体部骨折を

認めた｡ 外傷性気胸､ 肺挫傷については保存的加療の

方針となったが､ 胸骨骨折は転位が強く､ 同日緊急整

復術を行った｡ 全身麻酔で脱力させ､ 胸部を反らせ､

骨折部の尾側を押し込んだところ､ 整復できたため､

観血術を回避できた｡ その後経過は良好で､ 第12病日

で退院となった｡ 軽度の転位の進行を認めたが､ 疼痛

等の愁訴無く､ 良好な経過が得られている｡ 身体の柔

軟な若年者の胸骨骨折においては､ この非観血的な整

復は試してみても良い手法の一つとして考えられる｡

文献的考察を加えて報告する｡

VSDに合併した, 左室に開口する
冠動脈瘻の１治験例

胸部外科
長 谷 川 広 樹
第120回小児循環器談話会

平成28年３月 名古屋

患者は3歳男児. VSD, RCCP, NCCP, LVOTS,

RVOTSに対して, VSDパッチ閉鎖, 経大動脈LVOTS

解除, RVOTS解除を施行. 心拍再開後エコーで大動

脈弁下に, 右左優位の両方向性シャントを認めた. 経

大動脈的にVSDパッチ上, 大動脈弁交連下に, RV

branchと交通する瘻孔を確認し, 開口部を直接閉鎖し

た. 冠動脈拡大なし. 術前エコーではVSDのシャント

血流と重なり, 瘻孔からの血流はほとんど認められず,

診断は困難であった.

当院における糖尿病足病変の検討

形成外科
有沢宏貴､ 岩本昌熙､ 森島容子
第66回東海形成外科学会

平成27年10月 名古屋

第12回ミレニア創傷治癒研究会

平成27年11月 横浜
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上腕骨近位端骨折に対するLCP
Perctaneous Aiming System3.5
for PHILOSを用いた低侵襲手術の小
経験

整形外科
鷹羽慶之

小牧市民病院 整形外科
星野啓介､ 福田 誠､ 室 秀紀
戸野祐二､ 舩橋伸司､ 多和田兼章
岩田英敏､ 内山田修一､ 川西佑典
山田邦雄
第58回東海整形外科外傷研究会学術集会

平成27年４月 名古屋

上腕骨近位端骨折に対しDepuy-Synthes社製のMIS

Deviceを用いてPHILOSにて低侵襲手術を行った6例に

対し､ 若干の考察を加えて報告する｡

Percutaneous Insertion Kitを
用いて前下方ポータブルを作製した
鏡視下肩関節制動術の小経験

整形外科
武長徹也､ 藤吉文規

名古屋市立大学医学部付属病院 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信
第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科

学会学術集会

平成27年６月 札幌

上腕骨近位端骨折に対するLCP
Perctaneous Aiming System3.5
for PHILOSを用いた低侵襲手術の小
経験

整形外科
鷹羽慶之

小牧市民病院 整形外科
星野啓介､ 福田 誠､ 室 秀紀
戸野祐二､ 舩橋伸司､ 多和田兼章
岩田英敏､ 内山田修一
第41回日本骨折治療学会

平成27年６月 奈良

【目的】上腕骨近位端骨折に対する骨接合術において

delto-pectoral approachでは術後の軟部組織の癒着が問

題になることがある｡ 今回我々は症例を選んでDepuy-

Synthes社製のLCP Percutaneous Aiming System 3.5

for PHILOS (以下PHILOS MIS Device) を用いた骨

接合術を施行したので報告する｡

【対象と方法】対象は2012年から当院でPHILOS MIS

deviceを用いて手術を行った上腕骨近位端骨折8例の

うち術後6ヵ月以上経過観察可能であった6例を対象と

した｡ 性別は男性3例､ 女性3例｡ 手術時平均年齢は

57.1歳｡ 骨折型はNeer分類で2 partが3例､ 3 partが3例

であった｡ 術後評価として手術時間､ 肩関節可動域､

骨癒合の有無､ 腋窩神経損傷について調査した｡

【結果】平均経過観察期間は12.3ヵ月で平均手術時間

は149.5分であった｡ 肩関節可動域は前方挙上170度､

外転163度､ 全例に骨癒合が得られた｡ また､ 腋窩神

経損傷は1例も認めなかった｡

【考察】PHILOS MIS deviceを用いることで軟部組織

への侵襲を最小限に抑えることができ良好な可動域を

獲得する事ができた｡ 本手術では上腕骨頭へのlocking

screwの挿入がDevice越しには4本しか打てないため､

適応およびscrewの本数に関しては今後さらなる検討

が必要と思われた｡
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左投げの野球選手は上腕骨後捻角の
左右差が小さい

整形外科
武長徹也､ 鷹羽慶之､ 藤吉文規

名古屋市立大学医学部付属病院 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信
第41回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

平成27年６月 奈良

野球選手における肩関節後下方関節包
の弾性と後方タイトネスとの関係

整形外科
武長徹也､ 藤吉文規

名古屋大学医学部付属病院 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信
第125回中部整形外科・災害外科学術集会

平成27年10月 名古屋

投球側・非投球側別にみた野球開始年
齢と上腕骨後捻角の関係

整形外科
武長徹也､ 鷹羽慶之､ 藤吉文規

名古屋市立大学医学部付属病院 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信
第42回日本肩関節学会学術集会

平成27年10月 仙台

スーチャーアンカーを用いた大結節骨
折の骨接合術の治療経験

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也

小牧市民病院 整形外科
多和田兼章

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信

名鉄病院 整形外科
土屋篤志､ 竹内聡志

海南病院 整形外科
高田直也
第42回日本肩関節学会

平成27年10月 仙台

【目的】上腕骨大結節骨折に対する骨接合術において､

骨片が脆弱で小さい症例では固定方法に苦慮すること

がある｡ 近年､ このような症例に対してスーチャーア

ンカーを用いた骨接合術の良好な成績が報告されてい

る｡ 本研究の目的は自験例における同方法について検

討することである｡

【対象と方法】上腕骨大結節骨折に対してスーチャー

アンカーを用いて骨接合術を行った7例7肩のうち術後

半年以上経過観察可能であった6例6肩 (全例女性､ 手

術時平均年齢は68.0歳) を対象とした｡ 5例で受傷時

に肩関節前方脱臼を伴っていた｡ 1例は螺子による骨

接合術後1週で転位を生じた再手術例であり､ 手術ま

での平均待機期間は12.2日であった｡ 全例全身麻酔下

にdeltoid splitting approach にて進入し､ 直視下に大

結節骨片を整復した｡ 上腕骨頭側の骨折部近位にアン

カーを挿入後､ アンカーの縫合糸を腱板と骨片の境界

に通し､ 骨折部遠位にブリッジング用のアンカーを挿

入してスーチャーブリッジ法で固定した｡ 治療成績を

日整会肩関節疾患治療成績判定基準 (JOA) 疼痛スコ

ア､ 関節可動域､ X線学的評価 (骨癒合および大結節

骨片の転位の有無)､ 合併症にて調査した｡

【結果】術後平均観察期間は11.0ヵ月で､ 術後平均疼

痛スコアは26点であった｡ 術後平均肩関節可動域は屈

曲137度､ 外転135度､ 外旋30度､ 内旋は第1腰椎であっ

た｡ 6例中5例で骨癒合を認め､ 1例で大結節骨片の転

位を認めた｡ 術中合併症としてはアンカーの脱転を

1例､ アンカー挿入部の骨折を2例認め､ それぞれアン

カーの打ち直しを要した｡
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【考察】上腕骨大結節骨折に対するスーチャーアンカー

を用いた骨接合術の術後成績は概ね良好であった｡ し

かし､ 特に高齢者で骨質が不良な症例でアンカーの脱

転や挿入部の骨折を認めており､ 術中のアンカー挿入

に関しては十分に注意が必要であると思われた｡

プロ競輪選手の鎖骨骨折に対してプレー
トによる骨接合術を行った３例

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也

小牧市民病院 整形外科
多和田兼章､ 川西佑典
第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科

学術集会

平成27年10月 札幌

競輪選手の外傷としては肩関節周囲の外傷が多く､ 鎖

骨骨折を受傷する頻度が多い｡ 今回我々は競輪選手の

鎖骨骨折に対してプレートによる固定を行ったので報

告する｡ 全例男性のプロ競輪選手で､ 年齢はそれぞれ

42歳､ 23歳､ 37歳であった｡ 受傷機転はすべてレース

中の転倒で､ 受傷部位はすべて左側でRobinson分類は

それぞれType2B1､ 2A2､ 2B2であった｡ 全症例に対

しプレート固定術を施行した｡ 術後1週で下半身トレー

ニングを開始｡ 術後3週で乗車､ 術後6～10週で競技復

帰を許可した｡ 1例は術後10週で再び落車して前回と

同部位に再骨折を起こし再固定術を施行した｡ 競輪選

手はシーズンオフがなく､ また､ 安静による心肺機能

の低下は大きなデメリットになるため早期復帰が重要

となってくる｡ 強固な固定が得られるプレート固定は､

本症例においても術後早期に競技復帰できており､ 有

用な固定法であったと考えられた｡

ACL再建術後のリハビリにおいて膝前面痛
に苦慮した1例-shear-wave ultrasound
elastographyを用いた評価-

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也､ 北田裕之
嶋田航也､ 川瀬 剛､ 植田裕昭
石田智裕､ 遠藤浩二郎､ 米津大貴
藤吉文規
第68回瑞穂卒後研修セミナー

平成27年11月 名古屋

ACL再建術後の膝前面痛の病態把握に超音波剪断波エ

ラストグラフィが有用であったため報告する｡ 症例は

32歳男性｡ ハムストリング腱を用いたACL再建術後に

深屈曲時の膝前面痛が残存したため膝蓋腱の弾性値を

Aixplorer (Supersonic imagine社) を用いて評価した｡

膝関節屈曲30､ 60､ 90､ 120度において膝蓋腱の弾性

値を計測し､ 各肢位における膝蓋腱の弾性値を対応の

あるt検定を用いて危険率5％未満を有意差ありとした｡

その結果､ 屈曲120度で患側膝蓋腱の弾性値は有意に

高値であった｡ 膝蓋腱の拘縮による伸長性の低下が痛

みの原因と考えられたため､ リハビリにて膝蓋腱のス

トレッチを導入し､ 痛みは改善傾向にある｡ 超音波エ

ラストグラフィは組織の硬さを視覚化し定量的評価を

可能とするものであり､ 本症例においても膝前面痛の

病態把握に有用であった｡

ラグビー選手に生じた不安定性のない
肩関節唇損傷に対し鏡視下手術を行っ
た２例

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也､ 北田裕之
嶋田航也､ 川瀬 剛､ 植田裕昭
石田智裕､ 遠藤浩二郎､ 米津大貴
藤吉文規

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後藤英之､ 大塚隆信

みどりクリニック
瀬戸口芳正
第22回東海関節鏡研究会

平成28年１月 名古屋
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ラグビー選手に生じた明らかな不安定性のない肩関節

唇損傷に対して鏡視下手術を2例行ったので報告する｡

症例1は33歳男性｡ 症例2は25歳男性｡ いずれもラグビー

実業団選手で明らかな脱臼歴はないものの肩関節痛が

持続し保存療法で改善がないため紹介となった｡ いず

れもAnterior Apprehension signは陰性ではあるものの､

MRI画像や鏡視下にて関節唇の損傷が認められたため

関節唇形成術を施行した｡ 術後の経過は良好でそれぞ

れ術後7ヵ月､ 6ヵ月で公式戦に復帰している｡ Boleau

らは明らかな脱臼の既往がなくとも解剖学的に不安定

性を示唆する所見を認めて痛みの原因となる場合があ

ると報告しており､ これをUnstable Painful Shoulder

と名付けた｡ 自験例でもこれに近い病態と思われた｡

若いスポーツ選手の外傷後に長引く肩関節痛において

は明らかな脱臼の既往がなくとも関節唇損傷による潜

在的な不安定性がある可能性を念頭に置くべきである｡

投球骨折を繰り返した１例

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也､ 北田裕之
嶋田航也､ 川瀬 剛､ 植田裕昭
石田智裕､ 遠藤浩二郎､ 米津大貴
藤吉文規
第243回整形外科集団会東海地方会

平成28年３月 名古屋

症例は15歳男性｡ 中学3年時に遠投にて右上腕骨内側

上顆骨折を受傷し手術を施行｡ 高校1年時に送球にて

右上腕骨骨幹部の投球骨折を受傷｡ 投球骨折を繰り

返した報告は少なく若干の文献的考察を踏まえて報告

する｡

筋炎症状にIVIGが有効であった
MCTDの1例

皮 膚 科
伊 藤 満
第7回東海皮膚免疫疾患研究会

平成27年７月 名古屋

皮 膚 科
伊藤 満

岐阜大学附属病院 皮膚科
加藤元一､ 周 円､ 加納宏行
清島眞理子
第273回日本皮膚科学会東海地方会

平成27年９月 豊明

Solitary fibrous tumor of the
skinの1例

皮 膚 科
高木 肇､ 大橋優文､ 伊藤 満
第66回日本皮膚科学会中部支部学術大会

平成27年11月 神戸

症例：70歳､ 男性｡ 約10年前に後頸部の小指頭大皮下

腫瘤に気づくが放置｡ 1年前から徐々に増大してきた

ため受診｡ 表面平滑・常色､ 半球状に隆起した鶏卵大

の皮下腫瘤を認めた｡ 圧痛は認めない｡ 超音波検査で

後頸部に30×12×24mm大の境界やや不明瞭なだるま

状腫瘤を認め､ 後方エコー増強｡ 辺縁と内部に血流シ

グナルを認めた｡ MRIでは後頸部正中からやや左側皮

下に45×14×32mm､ T1W1・T2W1 hypo､ 境界明瞭・

辺縁平滑・内部均一の腫瘤を認めた｡ 神経系腫瘍を考

え生検施行｡ 病理組織結果は､ 膠原線維束に混在して

線維状の細胞が増殖｡ 核は線維細胞より大型の長円形

で胞体は淡染する｡ 分裂像は認めない､ 免疫染色にて

desmin (―)､ S-100 (―)､ vimentin(+)､ SMA(―)､ bcl-2

(+/―)､ CD34 (+)､ Ki-67 4～6%｡ 以上の所見からsolitary

fibrous tumor of the skin(SFT)と診断｡ 全摘出＋分層

植皮を施行した｡ SFTは胸膜に好発する中間悪性型の

中皮の腫瘍として認識されていたが､ 近年は眼窩・鼻

腔・肝臓・膣など胸膜外の臓器にも発生することが報

告されている｡ 皮膚原発例は1997年に最初に報告され

ている比較的まれな腫瘍である｡ 若干の文献的考察を

加えて報告する｡
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びまん性大細胞性B細胞リンパ腫を
合併したMuir-Torre症候群の1例

皮 膚 科
伊藤 満､ 高木 肇

岐阜大学附属病院 皮膚科
周 円､ 加納宏行､ 清島眞理子

岐阜大学医学部附属病院がんセンター 病理部
宮崎龍彦

岐阜大学大学院医学系研究科 輸血部
二宮空暢
第79回日本皮膚科学会東京・東部支部

学術大会

平成28年２月 東京

93歳男性｡ 初診の1か月前､ 胸部の結節に気づいた｡

10x7mmの常色結節で､ 生検により脂腺癌と診断し､

1cm離して切除した｡ PET-CTでS状結腸にFDP集積を

認め､ 精査の結果､ S状結腸癌と診断｡ その後切除術

施行｡ 脂腺癌とS状結腸癌を発症したMuir-Torre症候

群と考えた｡ 手術の6か月後に右顎下痛が出現し､ 扁

桃生検でびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と診断され

た｡ 現在R-THPCP治療中である｡

前立腺ホルモン単独療法長期奏功例で
の治癒の可能性に関する検討

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103回日本泌尿器科学会総会

平成27年４月 金沢

【目的】前立腺診療ガイドライン2012版では､ ｢限局

性前立腺癌の中には､ ホルモン単独療法で治癒し得る

症例が存在し､ 症例を選んで中止することは推奨され

る｡｣ と記されている｡ 前立腺癌ホルモン単独療法長

期奏功例に対して､ 内分泌療法を中止して治癒の可能

性を検討した｡

【対象および方法】前立腺癌に対してホルモン単独療

法を約7年以上施行し､ 再燃の所見なく､ PSA＜0.01

以下を持続している10例を対象とした｡ 限局性前立腺

癌症例8例､ 骨転移症例2例､ GS 5：1例､ GS 6：4例､

GS 7：5例､ 治療開始時年齢は平均74.6歳 (65～81)､

治療開始前平均PSA 17.05ng/ml (6.9～37.1)､ ホルモ

ン療法期間は平均99.7ヶ月 (80～132) であった｡

【結果】ホルモン療法後のPSA nadir到達日は平均

14.1ヶ月 (3～36)､ ホルモン療法中止からの現在まで

の観察期間は平均21.5ヶ月 (17～27) であった｡ 10例

中8例はPSA＜0.01を維持したが､ 2例がPSA検出可能

となった｡ 2例ともに限局性前立腺癌にて､ 1例は中止

後3ヶ月で0.01となり､ 20ヶ月後の現在は0.02である｡

他の1例は中止後6ヶ月で0.02となり､ 24ヶ月後の現在

は0.06である｡

【考察】まだ観察期間が短いが､ 前立腺癌ホルモン単

独療法長期奏功例に対して内分泌治療中止してもPSA

は上昇せず､ 治癒可能な症例が存在することが示唆さ

れた｡

骨転移のある前立腺癌患者の骨密度に
ついての検討

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103回日本泌尿器科学会総会

平成27年４月 金沢

【目的】骨転移のある前立腺癌患者の骨密度について

検討した｡

【対象と方法】対象は未治療の骨転移を有する前立腺

癌患者15例｡ 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線画像上の椎体骨折の有無､

骨代謝マーカーの骨型ALP (BAP)､ TRACP-5bとした｡

さらに未治療の転移の無い前立腺癌患者38例の結果と

比較した｡ 年齢は平均73.0±8.0歳､ iPSAは中央値199.9

(4.7-7555.6) ng/dl､ 骨転移のEOD scoreは1/2/3/4がそ

れぞれ2/7/6/0例であった｡

【結果】腰椎骨密度は若年成人比較 (YAM) で平均

93.7±0.920％､ 大腿骨骨密度は平均79.5±11.2％で対

象群と比較して統計学的に差は認めなかった｡ 一方､

BAPおよびTRACP-5Bはそれぞれ平均49.9±45.1μg/L､

793.5±444.5mU/dlと上昇しており､ 対照群と比較し

有意に高かった｡ 画像上の椎体骨折を１例に認めた｡
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腰椎または大腿骨頚部DXAで若年成人比較 (YAM)

の70%未満または椎体骨折ありを骨粗鬆症､ 70%から

80%未満を骨量減少､ 80％以上を骨量正常と定義する

と､ それぞれ2､ 7､ 6例であり､ 対照群の13､ 8､ 17例

と比較し統計学的な差は認めなかった｡

【結論】未治療の骨転移を有する前立腺癌患者の骨密

度は転移の無い前立腺癌患者と変わりはなかったが､

骨代謝マーカーは有意に上昇していた｡

TSC-AMLに対しエベロリムスを２年
以上投与した１例

泌尿器科
加藤成一､ 服部愼一､ 増栄孝子
増栄成泰､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第3回日本結節性硬化症学会学術総会

平成27年10月 金沢

成人の結節性硬化症 (TSC) 患者のおよそ７～９割が

腎血管筋脂肪腫 (AML) を合併する｡ 成人において

はAMLがTSC関連死を引き起こす主因されており､

適切なマネジメントが必要である｡ 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

裂する危険性が高くなる｡ 治療として腫瘍塞栓術

(TAE) や腎摘術や腎部分切除術などが行われている

が､ TSC-AMLは多発性､ 多時性に発生するため､ 全

ての腫瘍を治療することは容易ではない｡ 第Ⅲ相国際

共同臨床試験においてmTOR阻害薬のエベロリムスは

プラセボ群に比べTSC-AMLを有意に縮小することが

示され､ TSC-AMLに対する新たな治療法として期待

される｡ 今回､ 我々が経験したTAC-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にて皮膚科､ 神経内科へ定期通院していた｡ 腹部

CTにて両側腎AMLの指摘はあったが､ 当科への受診

歴はなし｡ 突然の左側腹部痛､ 発熱を主訴に当院救急

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 99×154×185

m､ 左113×167×238mm｡ TSCに関連する所見として､

生後10ヶ月時のてんかん､ 幼小児期からの白斑､ 顔面

の血管線維腫､ 爪周線維腫､ 肺の弧発性リンパ脈管筋

腫症､ 脳上衣下結節､ 脳室の石灰化を認めた｡ 左腎

AML内出血は輸血などの保存的治療を行い､ TAEは

施行しなかった｡ 再出血の危険性が高いこと､ 他の治

療法は施行困難と判断し､ エベロリムス (アフィニトー

ル○R) 10mg／日の投与を開始した｡ TSC-AMLは投

与開始後９ヶ月目に体積で右65%､ 左48%に縮小した

が､ その後はさらなる縮小効果は認めていない｡ 一方､

腫瘍内部のCT値も低下傾向を認めたが､ 12ヶ月目以

降は変化は見られず｡ 投与期間中､ 明らかな副作用は

みられず､ KL-6の軽度の持続的な上昇がみられたが､

胸部CT上､ 明らかな間質性肺疾患像はなし｡ 投与開

始６ヶ月の腹部CTにて右卵巣嚢腫を認め､ 婦人科で

の手術予定のためおよそ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｡ 右卵巣

嚢腫は自然縮小したため､ 機能性卵胞と判断され手術

は行わず｡ エベロリムス投与開始２年を経過し､ さら

なる縮小効果が期待できないと判断し休薬へ向けて

5mgへ減量し投与継続中である｡

前立腺癌ホルモン単独療法長期奏功例
における治療中止による治癒の可能性
の検討

泌尿器科
宇野雅博､ 服部愼一､ 加藤成一
増栄孝子､ 増栄成泰､ 藤本佳則
第65回日本泌尿器科学会中部総会

平成27年10月 岐阜

【目的】前立腺診療ガイドライン2012版では､ ｢限局

性前立腺癌の中には､ ホルモン単独療法で治癒し得る

症例が存在し､ 症例を選んで中止することは推奨され

る｡｣ (推奨グレードＣ１) と記されている｡ 前立腺癌

ホルモン単独療法長期奏功例に対して､ 内分泌療法を

中止することにより治癒の可能性を臨床的に検討した｡

【対象および方法】前立腺癌に対してホルモン単独療

法を約7年以上施行し､ 再燃の所見なく､ PSAが0.01

ng/mL以下を持続している10例を対象とした｡ 限局性

前立腺癌症例8例､ 骨転移症例2例､ GS 5：1例､ GS

6：4例､ GS 7：5例､ 治療開始時年齢は平均74.6歳

(65～81)､ 治療開始前平均PSA 17.05ng/ml (6.9～37.1)､

ホルモン療法期間は平均99.7ヶ月 (80～132) であっ

た｡ ホルモン療法中止後､ 3ヶ月毎にPSAを測定した｡

また､ ホルモン療法中止2～3年後に血清テストステロ
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ンも測定した｡

【結果】ホルモン療法後のPSA nadir到達日は平均

14.1ヶ月 (3～36)､ ホルモン療法中止からの現在まで

の観察期間は平均28.3ヶ月 (16～35) であった｡ 10例

中8例はPSA 0.01ng/mL以下を維持したが､ 2例がPSA

検出可能となった｡ 2例ともに限局性前立腺癌にて､

1例はホルモン療法最終投与6ヶ月で0.02ng/mLとなり､

33ヶ月後の現在は0.14ng/mLである｡ 他の1例はホルモ

ン療法最終投15ヶ月で0.01ng/mlとなり､ 27ヶ月後の

現在は0.02ng/mLである｡ 他の1例はホルモン療法最終

投与6ヶ月で0.08ng/mLとなり､ 24ヶ月後の現在は0.06

ng/mLである｡ ホルモン療法中止後､ PSAが検出感度

以下の8例の血清テストステロンは20ng/dL以下であり､

去勢レベル以下を維持していた｡ PSAが上昇した2例

の血清テストステロン値は40ng/dL､ 90ng/dLであった｡

【考察】まだ観察期間が短いが､ 前立腺癌ホルモン単

独療法長期奏功例に対して内分泌治療中止してもPSA

は上昇せず､ 治癒可能な症例が存在することが示唆さ

れた｡ しかし､ 血清テストステロン値の推移も重大な

関心を持つ必要があると思われた｡

非泌尿器系悪性腫瘍に対する化学療法実
施前の尿管ステント留置に関する検討

泌尿器科
宇野雅博､ 服部愼一､ 加藤成一
増栄孝子､ 増栄成泰､ 藤本佳則
第29回日本泌尿器内視鏡学会総会

平成27年11月 東京

【目的】非泌尿器系悪性腫瘍に対して化学療法前に尿

管ステントを留置した症例に関して臨床的に検討した｡

【対象および方法】2008年10月から2015年1月までに､

非泌尿器系悪性腫瘍による尿管圧迫のために水腎症を

来し､ 化学療法施行前に担当科より尿管ステント留置

の依頼があった37例を対象とした｡ 尿管ステント留置

前後の腎機能の推移､ 化学療法施行期間､ 尿管ステン

ト留置期間､ 尿管ステント留置中の合併症､ 尿管ステ

ント留置症例の生存率などを検討した｡

【結果】37例の平均年齢は59歳 (42～74歳)､ 非泌尿

器系悪性腫瘍の内訳は､ 胃癌14例､ 大腸癌11例､ 子宮

癌5例､ 悪性リンパ腫4例､ 乳癌2例､ 卵巣癌1例であっ

た｡ 尿管ステント留置側は､ 両側12例､ 右15例､ 左10

例であった｡ 尿管ステント留置前後のクレアチニンは

それぞれ平均0.99 (0.38～1.83)､ 平均0.85 (0.31～.083)

であり､ 平均0.16 下降した｡ 尿管ステント留置期間

は平均9.7ヶ月 (1～36ヶ月)､ 尿管ステント交換回数

は平均5.3回 (1～15回)､ 尿管ステント留置中の合併

症は5例に尿路感染症､ 1例に凝血塊によるステント閉

塞が認められた｡ 5例が化学療法終了後､ 尿管ステン

ト抜去が可能であった｡

【考察】非泌尿器系悪性腫瘍に対する化学療法実施前

の尿管ステント留置は､ 化学療法を施行する上で腎機

能を改善させるために有用であると考えられた｡

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術の
導入初期の周術期成績についての検討

泌尿器科
加藤成一､ 服部愼一､ 増栄孝子
増栄成泰､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第29回日本泌尿器内視鏡学会総会

平成27年11月 東京

当院でのロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術 (以下

RARP) の導入初期の周術期成績について検討した｡

【対象・方法】対象は2014年5月から１年間に単一術

者によりRARPを施行された36例｡ 年齢､ BMI､ iPSA､

前立腺体積それぞれの平均値は66.4歳､ 24.1kg/m2､

iPSA 8.0 ng/dl､ 32.2cm3であった｡ GSは7が23例､

6が7例｡ cT2a 20例､ cT1c 11例だった｡ D'Amicoリス

ク分類ではintermediateが21例､ highが11例だった｡ 腹

部手術の既往ありが12例､ 術前内分泌治療ありが13例

だった｡

【結果】手術時間､ コンソール時間､ 出血量､ 標本重

量それぞれの平均値は270分､ 224分､ 40.0g､ 365mlで

あった｡
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大垣市民病院におけるロボット支援
腹腔鏡下前立腺全摘術の初期経験

泌尿器科
加藤成一､ 服部愼一､ 増栄孝子
増栄成泰､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第21回岐阜内視鏡外科研究会

平成27年12月 岐阜

当院では2014年5月よりロボット支援腹腔鏡下前立腺

全摘術 (RARP) を開始した｡ 今回､ 当院における

RARPの初期の治療成績について報告する｡ 対象は

2014年5月より2015年11月までに前立腺癌に対しRARP

を施行した60例｡ 当院でのRARPの手術方法は､ 体位

は25°の頭低位とし､ カメラポートは臍頭側に設置し

経腹膜到達法で行う｡ 3rd Armは患者の右側に置いて

いる｡ カメラは0°と30°をパートごとに変えて使用

する｡ 先に前立腺を遊離し､ 続いて左右の閉鎖リンパ

節を廓清｡ その後､ 膀胱尿道吻合を行う｡ 神経温存は

癌の部位､ Gleason Score､ PSA､ 術者の技量を勘案し

て､ 温存なし､ 片側温存､ 両側温存を決めている｡ リ

ンパ節廓清は癌のリスクに関わらず全例に限局廓清を

行っている｡ 後壁補強､ 前壁補強には3-0 V-Lokを用

いている｡ 尿道膀胱吻合は3-0モノクリル２本を末端

側で結び､ 5時から時計回り､ 反時計回りに連続で運

針し､ 11時で結紮する｡ これまでに３名の術者が

RARPを経験した｡ 当日は手術時間､ コンソール時間､

出血量などの手術成績､ 経口摂取開始､ 歩行開始､ 尿

道カテーテル留置期間､ 術後合併症などの周術期成績､

断端陽性率などの病理結果､ 尿禁制率の変化などの術

後成績について報告する予定である｡

[シンポジウム]

前立腺肥大症治療の外科的手技のコツ

泌尿器科
加藤成一､ 服部愼一､ 増栄孝子
増栄成泰､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第65回日本泌尿器科学会中部総会

平成27年 10月 岐阜

前立腺肥大症の手術療法として経尿道的前立腺切除術

(以下､ TUR-P) は30年以上前から広く行われるよう

になった｡ さまざまな手術療法が登場してきた現在で

もなおTUR-Pはゴールドスタンダードの地位をゆずっ

てはいない｡ その理由として､ 泌尿器科のある病院で

あればレゼクトスコープはほぼ間違いなく常備されて

おり､ 新たに医療機器を購入する必要がないこと､ レ

ゼクトスコープは経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt)

など他の手術にも使用されており､ 泌尿器科医であれ

ば誰もがその操作に慣れ親しんでいること､ 手術成績

が長期にわたり蓄積されておりTUR-Pの効果や限界､

合併症やその対策が十分に理解されていることなどが

あげられる｡ 今回､ 当院におけるTUR-Pの手術手順の

概要を示し､ 手術のコツや注意点などを解説する｡ 当

院では腰椎麻酔下にTUR-Pを行っている｡ パワーソー

スはモノポーラを用いている｡ TUR症候群のリスクは

否めないが､ 切開の切れ味がよく止血能力が高いため､

バイポーラよりも手術時間が短縮できる｡ レゼクトス

コープはSTORZ社製26Fr持続還流式のものを使用し

ている｡ 還流液はウロマッチックS○Rを使用してい

る｡ 患者の体表から80cm程度の高さに２袋､ 段差を

つけて吊るす｡ 段差をつけることで術中還流液がとぎ

れることを防ぐ｡ レゼクトスコープを挿入し膀胱内を

十分に観察する｡ 中葉肥大の有無や両側尿管口の位置

を確認する｡ 続いて尿道を観察する｡ 精丘を確認し､

精阜の左右の腺腫に凝固でマーキングを行い､ 切除の

際､ 遠位側のしるしとする｡ 術前の超音波画像と合わ

せて､ 切除する前立腺の大きさや形態のイメージを構

築する｡ いよいよ前立腺の切除を開始する｡ 中葉肥大

があれば､ まず中葉から切除する｡ 膀胱内に突出した

中葉肥大を切除する際は､ 膀胱底部の向きに沿って切

除する｡ 尿道の向きに沿って切除していくと､ 膀胱背

側に深く切り込んでしまう恐れがある｡ 中葉肥大を切

除したら､ 一度､ 膀胱頚部の止血をきちんと行ってお

く｡ 膀胱頚部からの出血はここで止血しておかないと

術中､ 出血し続けることとなる｡ 続いて､ 右葉の切除

に移る｡ 9時方向から切除を開始する｡ 切除でできた

溝を少し上下に広げながら､ さらに溝の底を掘り込ん

でいく｡ ある程度の溝ができたら､ 今度はその溝を遠

位側へ伸ばしていく｡ 9時方向に尖部まで一本の溝が

完成すると､ 還流液が流れやすくなるため視野が良く

なる｡ 続いて､ 9時に作った溝の深さに合わせて12時

に向かって前立腺を切除していく｡ 12時方向は腺腫が

薄くなるので注意が必要である｡ 手術序盤で静脈洞を
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開放してしまうと､ 出血による視野の悪化やTUR症候

群のリスクが上昇する｡ なにより平常心が失われてし

まう｡ 続いて7時方向から精丘脇に至るまでの溝を作

成する｡ すると7時と9時の間に腺腫が残るのでこれを

手早く切除する｡ 7時から切除を開始して12時方向へ

削り上げていく方法もあるが､ 片葉を2つのパートに

分け切除する方がループを下に向けて切除する量が多

くなるため､ 切除がしやすく時間が短縮できると考え

ている｡ 切除の深さは前立腺結石の出現や肛門挙筋群

の反射に伴う被膜の収縮などで判断するが､ この時点

では大まかに削れていればよい｡ 続いて､ 左葉も同じ

手順で切除する｡ 残った6時の腺腫も切除する｡ 大ま

かに止血した後､ 切除片をエバキュエーターで回収す

る｡ 両葉を大まかに切除し膀胱内にたまっていた還流

液を排泄すると､ 前立腺が収縮し新たに切除すべき腺

腫が出現するので､ 残った腺腫を切除しトリミングを

する｡ 特に､ 精丘の両脇の削り残しと尖部12時方向の

フラップの残存は尿勢に悪影響を及ぼすため､ 削り残

しの無いように心がける｡ 切除片を残らず回収し､ 十

分に止血を行う｡ 止血ができたら還流液を止め､ 静脈

性の出血も確認する｡ レゼクトスコープを尿道から抜

き､ 22Fr3wayカテーテルを挿入する｡ カフは切除量

に合わせて30-60mlで調整する｡ 翌日まで持続還流を

行い､ カテーテルは術後３日目に抜去している｡

２度の手術とTIP療法により寛解した
胚細胞腫瘍の１例

産婦人科
玉 村 有 希 恵
第136回東海産婦人科学会

平成28年２月 岐阜

【諸言】悪性卵巣胚細胞腫瘍の治療成績はBEP療法に

より著しく向上したが､ BEP療法抵抗性の場合は確立

された治療法がなく予後不良である｡ 今回､ BEP療法

抵抗性でsecondary dubulking surgeryとTIP療法により

寛解した胚細胞腫瘍の一例を経験したので報告する｡

【症例】15歳､ 未経妊｡ 6年前に右卵巣腫瘍茎捻転の

ため右付属器切除を施行｡ 今回､ 下腹部痛を主訴に当

院を受診｡ CTとMRIで左卵巣に11cm大の腫瘍を認め､

腫瘍マーカーAFPが30297ng/mlと高値であったことか

ら悪性胚細胞腫瘍を疑った｡ 初回手術では､ 右付属器

切除後であることと妊孕性温存を考慮して左卵巣は正

常部分を温存して部分切除とし､ 大網部分切除､ 腹膜

生検､ 腹水細胞診を施行した｡ 広範囲に播種があり

suboptimal surgeryであった｡ 腹水細胞診陽性､ 病理組

織診断は卵黄嚢腫瘍とディスジャーミノーマの混合型

胚細胞腫瘍､ 手術進行期分類はⅢC期(FIGO2014)と診

断した｡ 術後､ BEP療法を4コース施行しAFPは373ng/ml

まで低下したが､ 5コース終了後には641ng/mlと上昇

し､ CTで骨盤内左側に48mm大の病変を認めた｡ 卵巣

がんガイドライン等を参考にTIP療法(PTX175mg/m2､

IFMI200mg/m2×5､ CDDP20mg/m2×5)に変更し､ TIP

療法を3コース施行後､ AFPは354ng/mlまで低下した

が､ PET-CTで骨盤内左側に30mm大の病変と下行結腸

外側に20mm大の病変を認めた｡ secondary debulking

surgeryの方針とし､ 左卵巣の断端に腫瘍がないことを

確認した上で左卵巣の一部を温存して骨盤の腫瘍を摘

出し､ 結腸部分切除を併用してcomplete surgeryを行

うことができた｡ 術後､ TIP療法をさらに2コース施行

し､ AFPは2ng/mlまで低下した｡ 最終投与から10カ月

経過した現在も再発なく経過している｡

【考察】BEP療法抵抗性の胚細胞腫瘍に対し､ TIP療

法が有効であることが示唆された｡ また､ 胚細胞腫瘍

であっても､ 初回手術後に化学療法のみならず手術療

法を積極的に行うことで延命だけでなく寛解を目指せ

る可能性があると考えられた｡

積極的外科治療により長期生存を得て
いる進行卵巣がんの症例

産婦人科
高 木 七 奈
第136回東海産婦人科学会

平成28年２月 岐阜

症例は46歳の2回経産婦｡ 過長月経を主訴に近医を受

診し､ 子宮筋腫を疑われて当院紹介受診となった｡

MRIで骨盤内正中に充実性腫瘤を認め､ 左卵巣に接し

ていた｡ 内部は不均一で一部に造影効果が見られ､

CA125:1926.0U/mlと著名な高値であり､ 卵巣悪性腫瘍

の疑いで手術を施行した｡

腫瘍は子宮後面と直腸前面に強固に癒着しており､
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一部を生検して術中迅速診断に提出した後､ 子宮及び

両側付属器とともに摘出する方針となったが､ 腫瘍か

らの出血が多く可及的に子宮全摘出+両側付属器切除

のみ施行した｡ 外科医師により直腸合併切除を行うこ

とで腫瘍摘出したが､ 術中出血は約6850mlとなり､

癒着剥離した腫瘍周辺組織からの出血コントロールが

困難となったため腹腔内にガーゼタンポナーデを施行

して仮閉腹し手術終了した｡ 術後2日目に再開腹して

腸管吻合と止血術を施行した｡

術後TC療法6コース施行したが､ 最終投与後約6か

月で腫瘍マーカーが上昇し､ PET-CTで左腎門部リン

パ節再発が疑われた｡ 初回術後約1年4か月で鼠径上か

ら腎門部までの系統的リンパ節郭清術を施行し､ 左腎

門部と左卵巣動静脈に腫瘍を認めた｡ 術後更にTC療

法6コースを追加し､ 現在初回治療から3年4か月を経

て再発を認めていない｡

進行卵巣がんに対しての初回手術療法はoptimal

surgeryを達成することが難しいことも珍しくない｡ 他

臓器合併切除や大量輸血等に備えて､ 他科の医師に十

分な協力を依頼することも必要である｡ そして再発卵

巣がんに対してはoptimal surgeryを目指せる症例では

化学療法のみではなく手術治療も選択できると考えら

れる｡

高度肥満子宮体癌に対して根治術前に
脂肪除去術を行った２例

産婦人科
中 川 敦 史
第136回東海産婦人科学会

平成28年２月 岐阜

【緒言】子宮体癌の標準的治療は手術であるが､ 高度

肥満のため手術が困難である場合がある｡ 今回､ 我々

は高度肥満を認める子宮体癌に対して視野を確保する

ために先行して皮下脂肪除去術を行った症例を経験し

たので報告する｡

【症例1】38歳0経妊0経産｡ 月経不順のため紹介受診

となった｡ 身長162cm､ 体重172kg､ BMI65.5であった｡

内膜組織診ではG1-2相当の類内膜腺癌であった｡ 巨

体のためCT/MRIは施行できなかった｡ 先行して約5kg

の脂肪除去を行い､ 婦人科手術を開始とした｡ 内臓脂

肪のため単純子宮全摘および両側付属器切除を行うの

が精一杯であって､ 摘出子宮では肉眼的には筋層浸潤

はあってもわずかあり､ また触診上骨盤内リンパ節腫

大を認めなかったため､ リンパ節郭清は省略とした｡

閉創時に追加で合計1.7kgの脂肪組織を除去し､ 筋膜

上にドレーンを3本留置した｡ 術後9日目にドレーン抜

去､ 13日目に抜糸を行った｡ 脂肪融解のため軟膏処置

を行い､ 術後46日目に退院となった｡

【症例2】44歳1経妊1経産｡ 子宮癌検診の子宮体部細

胞診が偽陽性であり当院へ紹介受診となった｡ 身長

160cm､ 体重119kg､ BMI46.4であった｡ 内膜組織診は

G1相当の類内膜腺癌であり､ MRIでは明らかな筋層

浸潤を認めなかった｡ 先行して約4.4kgの脂肪組織を

除去し､ 単純子宮全摘および両側付属器切除を行った｡

摘出子宮では肉眼的に筋層浸潤は少なくとも1/2以内

であった｡ このためリンパ節郭清は骨盤内のみとした｡

大網は横行結腸下に部分切除を行った｡ 閉創時は筋膜

上にドレーンを3本留置した｡ 術後12日目に抜糸を行

い､ 16日目にドレーンを抜去した｡ 尿路感染症や血栓

症のコントロールに難渋したが､ 術後40日目に退院と

なった｡

【考察】高度肥満例では手術自体が困難となりうるが､

脂肪除去による前処置を行うことで安全性確実性を担

保した手術を行うことができる可能性がある｡

両側同時急性感音難聴の１症例

頭頸部・耳鼻いんこう科
梅田実希､ 神前宏和､ 高木千晶
高橋洋城､ 大西将美
第31回岐阜耳鼻咽喉科・頭頸部外科懇話会

平成27年４月 岐阜

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､ 大西将美
第54回日本鼻科学会

平成27年10月 広島
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逆生歯とは, 歯牙が正常歯列から外れて歯冠が正常と

逆方向へ萌出したものであり, 固有鼻腔内や上顎洞内,

上顎骨内へ転位した歯牙のことをいう｡ 本邦でいくつ

か報告はあるものの日常の診療で遭遇することは比較

的まれである｡ 今回我々は鼻腔内に萌出した逆生歯の

3例を経験したので, 若干の文献的考察を加えて報告

する｡ 症例1は45歳女性｡ 右鼻出血を主訴に前医受診｡

右鼻腔内鼻底部に肉芽および膿汁を認め, 鼻腔腫瘍の

可能性を示唆され当科紹介｡ CTで上顎骨から右固有

鼻腔内へと突出する歯牙様の石灰化像を認め, 逆生歯

と診断した｡ 症例2は36歳男性｡ 自覚症状なし｡ 単純

X線で左鼻腔内に骨性異物を指摘され当科紹介｡ 左鼻

腔内鼻底部に歯牙の露出あり, CTでは左固有鼻腔内

と右上顎洞にも逆生歯を認めた｡ 症例3は23歳女性｡

左鼻出血・鼻漏を主訴に前医受診し, 鼻内に乾酪物を

伴う炎症性肉芽を指摘され当科紹介｡ CTでは左総鼻

道に強い石灰化を伴う軟部陰影を認め, 腫瘍や真菌感

染などが鑑別に挙げられた｡ 3 症例とも鼻内内視鏡下

に摘出し, 症例3については術後の病理結果により逆

生歯と診断した｡ 逆生歯の発生原因は様々であるが,

今回の3症例とも欠損歯を認めなかったため, 過剰歯

胚によるものと推定された｡ 症状は鼻閉, 鼻出血, 膿

性鼻漏, 鼻・顔面の痛みなどがみられるが, 無症状の

場合もある｡ 発生部位は固有鼻腔内と上顎内と上顎骨

内が9：4：1といわれるが, 固有鼻腔内に萌出した症

例では先に挙げた症状が出現しやすく発見されやすい

ためと考えられる｡ 鑑別疾患としては, 鼻腔内に石灰

化を生じうる疾患として鼻石や異物, 真菌感染, 腫瘍

などが挙げられる｡ 摘出方法は逆生歯の位置により経

鼻腔法, 経硬口蓋法, 経口腔前庭法があるが, 近年は

鼻腔内の逆生歯については鼻内内視鏡下で摘出するの

が一般的であり, 今回3症例とも鼻内内視鏡下で容易

に摘出可能であった｡

甲状腺癌に対する分子標的薬の使用経験

頭頸部・耳鼻いんこう科
高木千晶､ 梅田実希､ 内藤裕介
高橋洋城､ 藤井恵子､ 大西将美
第32回岐阜耳鼻咽喉科・頭頸部外科懇話会

平成27年10月 岐阜

RUNX2 poly-alanine repeatの伸長
による鎖骨頭蓋異骨症の発症と細胞内
凝集形成の解明

歯科口腔外科
柴田章夫､ 木村将士

トヨタ記念病院 歯科口腔外科
町田純一郎

豊田市民病院 歯科口腔外科
後藤大輝

愛知学院歯学部顎顔面外科学講座
立松 忠､ 宮地 斉､ 下郷和雄

あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科
山口聖士
第69回NPO法人日本口腔科学会学術集会

平成27年５月 大阪

【目的】鎖骨頭蓋異骨症 (Cleidocranial dystosis；以

下CCD) は､ 鎖骨の低形成､ 頭蓋顔面骨の形成不全､

歯の萌出異常などを主徴とする常染色体優性遺伝の骨

系統疾患であり､ 骨芽細胞分化に関与する転写因子

RUNX2が責任遺伝子である｡ 今回われられは､ CCD

患者のゲノム解析からRUNX2遺伝子のアラニンリピー

ト構造が､ 正常より３残基伸長する新規変異を同定し

た｡ このようなトリプレットリピート病は遺伝性神経

疾患でよく知られているが､ 骨系統疾患では非常に稀

であり､ RUNX2遺伝子のアラニンリピートの伸長変

異の報告は､ 世界で１例にとどまる｡ そこで､ RUNX2

アラニンリピートの伸長と本症の関連を明らかにする

ため､ 生化学的検討を行った｡

【材料および方法】アラニンリピートの伸長は､ 細胞

質内凝集による細胞死を誘導するとされる｡ そこで

RUNX2遺伝子にリピート伸長変異を導入し､ 転写活

性､ 凝集形成の経時的な変化､ および凝集体のユビキ

チン化を解析した｡ 導入した変異は､ 17Ala (健常者

野生型)､ 18Ala (+1；健常者多型)､ 19Ala (+2；未

報告)､ 20Ala (+3； CCD自験例)､ 27Ala (+10； CCD

既知) の5種類とした｡

【結果】19Ala (+2) までの伸長は核内に均等に分布

したのに対し､ 20Ala (+3) と27Ala (+10) は細胞質

内に凝集し､ ユビキチン化を認めた｡ さらに20Alaは､

27Alaに比べ凝集の発現に時間を要し､ 形成量が少ない

ことから､ 伸長数と凝集形成に正の関連が認められた｡

【結論】今回われわれは､ アラニンリピート伸長変異
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をもつ､ 非常に稀なCCDを経験した｡ 本研究の結果

は､ RUNX2アラニンリピート伸長が細胞死に強く関

与することを明らかにし､ さらに遺伝性神経疾患と同

様にリピート構造の伸長が､ 骨形成に関わる遺伝子の

機能喪失を引き起こす事を示すものである｡

舌前方に生じた腺様 胞癌の１例

歯科口腔外科
山田宗季､ 柴田章夫､ 木村将士
大音博之､ 長縄吉幸､ 梅村昌宏
第40回公益社団法人日本口腔外科学会

中部支部学術集会

平成27年６月 岡崎

腺様 胞癌(以下ACC)は頭頸部領域では, 大唾液腺を

はじめとして口腔内の小唾液腺にも発生する悪性腫瘍

である. 特徴として, 一般に発育は緩徐であり, 短期

的な予後は良好だが, 長期経過では, 神経浸潤による

局所再発, 肺への血行性転移が比較的多いことが挙げ

られる. 今回われわれは舌前方に発生したACCを経験

したのでその概要を報告する. 患者は71歳男性, 1ヶ月

ほど前から左舌の疼痛を自覚し, 歯科医院を受診し,

左舌尖部に硬結を伴う腫瘤性病変を指摘され, 近在口

腔外科へ紹介となった. 同院にて施行された生検で

ACCと診断された後, 通院の都合から, 当科での加療

を希望し紹介受診となった. 当科初診時の口腔内所見

では, 左舌尖部～舌下面に硬結を伴う大きさ38×28

mmの腫瘤性病変を認めた. 造影CT, PET-CTにてリン

パ節転移, 遠隔転位を認めず, 舌悪性腫瘍(cT2N0M0,

stage(監))の診断のもと, 全身麻酔下に左側舌部分切

除術を施行した. 病変の深部は境界が不明瞭であった

ため, 十分な安全域を設定し, 正中を越え, 口底部を

一部含め切除した. 切除標本の割面は, 灰白色で充実

性の腫瘤形成を認めた. 病理診断はACCであり, 筋

組織への浸潤を認めたが, リンパ管浸潤, 神経浸潤を

認めなかった. 術後1年1ヶ月が経過し, 再発, 遠隔転

移なく経過している.

当科における舌扁平上皮癌T1､ T2
症例に関する臨床的検討

歯科口腔外科
大音博之､ 梅村昌宏､ 木村将士
柴田章夫､ 山田宗季､ 西脇崇介
長縄吉幸
第60回公益社団法人日本口腔外科学会総会・

学術大会

平成27年10月 名古屋

【緒言】当科における舌扁平上皮癌T1, T2の一次治療

症例について更なる治療成績向上を目的にretrospective

に臨床的検討を行った.

【対象】対象期間は2000年～2014年6月までで, 当科

にて根治目的に治療した舌扁平上皮癌T1, T2一次治療

例51例 (平均年齢61歳, 男性24名, 女性27名, stageI：

26例, stageII：20例, stageIII：４例, stageIV：1例)

【結果】51例とも原発局所再発は認めなかった. stageI,

II46例中, 後発転移は７例に認めた (T1：26例中5例,

T2：20例中2例) . 転移部位はいずれも患側で5例が複

数領域への多発転移であり, 2例に外側舌リンパ節転

移を認めた.また被膜外浸潤を2例に認めた. 後発転移

の制御ができたものは７例中3例であり, 4例は非制御

となり予後不良であった (後発転移例の頚部制御率43

％). stageIII以上の5例では一期的に原発切除, 頚部郭

清が併施されておりpN(-)は3例, pN(+)であった2例は

それぞれ患側のIIa, III領域に単発転移を認めたが再発

なく頚部リンパ節は制御されていた.

【考察】舌癌T1, T2一次治療例の予後は頚部リンパ節

制御に依存しており, 特に後発転移例の制御が課題と

考えられた. また介在リンパ節転移や被膜外浸潤に対

する手技的な研鑽が必要であると考えられた.

歯性感染症が原因と考えられた敗血症
性肺塞栓症の１例

歯科口腔外科
山田宗季､ 柴田章夫､ 木村将士
大音博之､ 西脇崇介､ 長縄吉幸
梅村昌宏
愛知学院大学歯学会第87回学術大会

平成27年12月 名古屋
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敗血症性肺塞栓症 (Septic Pulmonary Embolism, 以

下SPE) は, 局所の感染巣で生じた菌塊などが塞栓子

となって, 肺塞栓をきたす稀な疾患である. 今回われ

われは, 歯性感染症が原因と考えられたSPEの一例を

経験したので, 報告する. 症例は77歳男性, 悪寒戦慄

を主訴に当院救急科を受診した. 既往歴：２型糖尿病,

乳房外Paget病 (陰嚢). 喫煙歴：20本/day, 40年間,

５年前から禁煙.

【経過】2012年4月初旬より全身倦怠感を自覚し, 近

医で加療を受けるも軽快を認めず, 当院救急外来を受

診した. 意識は清明であったが, 軽度の呼吸苦を呈し

ていた. 初診時の検査所見は, 体温38.6℃, 白血球数

15690/μl, 血小板数18.8万/μl, CRP14.5mg/dl, PT

12.8秒 (81%), APTT43.0秒 (49％) であり, 血糖値

456mg/dl, HbA1c8.6% (NGSP) と糖尿病のコントロール

は不良であった. 同日当院内科に入院加療となり, 抗菌

薬療法を開始した. 入院後に撮影した胸部CT画像で

は, 右胸膜肥厚および胸水貯留を認め, 大小不同の多

発結節が短期間で経時的に増大し, 一部は空洞化を伴っ

ていた. 採取した血液培養からは, Peptostreptococcus

群およびFusobacterium nucleatemが検出され, 口腔咽

頭領域由来の感染症を疑い, 当院耳鼻咽喉科および当

科紹介となった. 耳鼻科領域には明らかな感染巣は指

摘されなかった. 口腔領域では全顎的に中等度から高

度の歯周炎を認め, 歯性感染症由来のSPEを疑った.

多数の不良歯牙を認めたことから, 内科医とも協議の

上, 血糖管理下での抜歯の方針となった. 抜歯術は,

血糖管理が安定したところで施行し, 創部は良好に経

過した. 経過中, 胸水の増加および膿胸のため, 右背

側第10肋間に胸腔チューブ挿入を行い, 膿性の内容液

を吸引した. その後血液培養は陰性下し, 適宜抗菌薬

療法を変更した.

上顎骨に生じた歯原性粘液線維腫の１例

歯科口腔外科
西脇崇介､ 木村将士､ 大音博之
柴田章夫､ 山田宗季､ 長縄吉幸
梅村昌宏
愛知学院大学歯学会第87回学術大会

平成27年12月 名古屋

【緒言】歯原性粘液線維腫は豊富な線維性の腫瘍実質

中に粘液様組織を有する稀な良性腫瘍であり下顎臼歯

部に好発する. また本疾患は局所浸潤性を示し, 時に

再発することが知られている. 今回われわれは,上顎骨

に発生した歯原性粘液線維腫の１例に対し上顎骨部分

切除を施行し良好な経過を得たので, その概要を報告

する.

【症例】患者は42歳女性. 5年ほど前から右側上顎部

の腫瘤を自覚するも放置していた. 以降, 徐々に増大

傾向を認めたため, 近在歯科医院を受診したところ,

当科での精査加療を勧められ2014年11月某日, 紹介来

科した. 初診時, 右上56相当部に35×30×20㎜大, 弾

性硬, 表面粘膜に一部毛細血管の拡張を伴う有茎性腫

瘤を認めた. 腫瘤に自発痛,圧痛は認めなかった. 同年

11月某日, 生検術を施行し, 歯原性粘液線維腫の病理

組織学的診断を得たため, 2015年1月某日, 全身麻酔下

に右側上顎骨部分切除術を施行した. 切除は右上3か

ら上顎結節の範囲とし, 上顎洞底を含めて切除を行っ

た. 腫瘍の上顎洞内への進展は認めなかった. 病理組

織学的診断は歯原性粘液線維腫であり, 切除断端に腫

瘍細胞は認めなかった. 現在, 術後8か月が経過し, 再

発は認めず経過良好である.

【結語】今回われわれは上顎骨に発生した稀な歯原性

粘液線維腫の１例に対し, 上顎骨部分切除を施行し良

好な経過を得たので報告した.

急性妊娠性脂肪肝の周術期管理の経験
A case report,perioperative
management of acute fatty liver of
pregnancy

麻 酔 科
加藤規子､ 横山達郎､ 伊東遼平
高須昭彦

名古屋大学医学部附属病院麻酔科
菅原昭憲
東海・北陸支部第13回学術集会

～周術期チーム医療を考える～

平成27年９月 名古屋

急性妊娠性脂肪肝 (acute fatty liver of pregnancy,

AFLP) は7000～16000分娩に1例の頻度といわれ､ 妊
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娠末期に急激な肝機能障害で発症し､ しばしばDIC・

急性腎不全・肝性脳症をも合併する致死率約20％の重

篤な妊娠合併症である｡ 我々はAFLPの周術期管理を

経験したので報告する｡

症例は34歳女性､ 2経妊0経産｡ 自然妊娠で妊娠経過に

特に問題は無かった｡ 妊娠36週からから倦怠感・食欲

低下､ 嘔吐があった｡ 妊娠37週2日妊婦検診にて黄疸

を認めたため当院へ紹介となった｡

眼球､ 皮膚の黄染を認め､ 血液検査ではAST・ALT・

ビリルビン値・尿酸値・クレアチニン値の上昇と肝腎

障害､ 白血球数の上昇､ 血小板数は正常範囲であった

がPT・APTTの延長・AT-Ⅲ20％以下と血液凝固異常､

低血糖を認めた｡ また胎児はNST(non-stress test)でnon-

reassuring patternであった｡ AFLPによるDIC進行と胎

児機能不全により母児の救命の為に直ちに全身麻酔下

での帝王切開となった｡ 術前にAT-Ⅲ3000単位投与さ

れた｡ 手術時間30分､ 輸液800ml､ 新鮮凍結血漿4単

位投与｡ 出血280ml術中､ 低血糖よりブドウ糖投与し

たが､ 出血傾向は認めなかった｡ 肝生検については

AFLPは臨床診断であり病理診断が必須ではないこと

と凝固系の延長があり穿刺そのものにリスクがあるこ

とを加味し施行しなかった｡ 超音波検査では胆管拡張

なく軽度の脂肪肝であった｡ また胎児は男児､ Apgar

score2/5でNICUへ入室となったが経過良好であった｡

術後ICUに入室､ 悪露等の術後出血により貧血進行､

血小板減少､ 凝固系の延長あり濃厚赤血球・新鮮凍結

血漿の輸血､ AT-Ⅲを補充した｡ 肝腎障害は緩徐に回

復傾向となった｡ 3PODにICU退室､ 24POD退院となった｡

Prune-Belly 症候群患児に対する
麻酔経験

麻 酔 科
伊東遼平､ 高須昭彦､ 加藤規子
横山達郎
東海・北陸支部第13回学術集会

～周術期チーム医療を考える～

平成27年９月 名古屋

【はじめに】Prune-Belly症候群は先天性腹壁形成不全､

腎尿路奇形､ 両側停留精巣を3主徴とし､ 他に腸回転

異常､ 鎖肛､ 先天性心疾患などの合併奇形が認められ

る｡ 出生4万に対して1症例と稀な先天性疾患であり､

多くは孤発性で明らかな遺伝形式は認められていない｡

本症候群の腹壁形成不全はそれ自体致命的ではないが､

術後に腹式呼吸の障害から無気肺や呼吸器感染症の発

生が危惧される｡ また腹壁形成不全に伴う排便・排尿

困難は患児のQOLを著しく障害する｡ 今回我々は､

鎖肛を合併したPrune-Belly症候群患児の全身麻酔管理

を経験したので報告する｡

【症例】患児は妊娠16週に下部尿路通過障害の診断で

膀胱―羊水腔シャント術が施行されていた｡ 妊娠36週

3日､ 帝王切開で出生し､ 出生体重は2416g､ Apgar

scoreは8/9であった｡ NICU入室後に鎖肛が指摘され､

日齢1日に人工肛門造設術が施行された｡ その後月齢

7ヵ月で高位鎖肛､ 両側停留精巣に対して鎖肛根治術､

両側停留精巣固定術が予定された｡

【経過】麻酔導入はアトロピン､ プロポフォール､ ロ

クロニウムを使用し､ 急速導入を行った｡ 導入後､

0.2%ロピバカインを9ml使用し仙骨ブロックを施行し

た｡ エコーで萎縮した腹直筋と思われる構造物が観察

できた｡ セボフルラン､ レミフェンタニルで維持し､

ロクロニウムを適宜追加投与した｡ 肛門底筋群の発達

不全により術式が鎖肛根治術からHartmann手術に変更

になったが､ 術中異常経過はなかった｡ 手術終了後､

自発呼吸の十分な回復を待ち､ 筋弛緩の拮抗を行った

上で抜管しICUへ退室した｡ 術後経過は安定している｡

【考察】本症候群患児は腹壁形成不全により咳嗽や深

呼吸が困難で､ 無気肺や重篤な呼吸器感染症を引き起

こす｡ 抜管後の呼吸抑制を予防するために過量の筋弛

緩薬投与は避け､ 拮抗薬を適切に使用し､ 十分な鎮痛

を施すことが重要になる｡

間質性肺炎合併肺癌に対して左肺全摘術を施
行し, 術後4日目に急性増悪を来たした1例
A case repot of acute exacerbation in
idiopathic interstitial pneumonia forth day
after left pneumonectomy for lung cancer

麻 酔 科
横山達郎､ 高須昭彦､ 加藤規子
伊東遼平
東海・北陸支部第13回学術集会

～周術期チーム医療を考える～
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【症例】64歳男性. 間質性肺炎合併肺癌患者で, 腫瘍

が閉塞性肺炎を来たしたため左肺全摘術が予定された.

術前の呼吸機能検査では, VC 2.64ml, FVC 2.69mL,

FEV1 2.17mL. 肺血流シンチ検査では, 右 85.802%,

左 14.198%であった.

【麻酔経過】remifentanil, propofol, rocuroniumで麻酔

導入を行った. 左第4肋間で傍脊椎ブロックを施行し,

気管支ブロッカーを使用して分離肺換気とした. 維持

はpropofol TCI 2.0 μg/ml , remifentanil 0.2-0.4γ,

DOA 3γで行った. 呼吸器設定を, PIP 15cmH2O, TV

4-6ml/kg, FiO2 0.21とし, CVPを持続モニターした.

術中の循環動態は安定しており, SpO2は90-93%で推

移した. 片肺換気時間は 278minであった. 術後は覚

醒を確認後速やかに抜管して, ICUへ退室した.

【経過】vital signに異常がなく, 全身状態で問題がな

いことから翌日一般病棟に転床した. 術後4日目の朝

から呼吸困難が出現し間質性肺炎の急性増悪が疑われ,

mPSL pulse, LVFX, MEPMで治療開始した. 術後5日

目にさらに増悪しsivelestat投与開始したが, 酸素化を

保てないためRM 10L投与を開始した. 術後7日目でさ

らに酸素化が保てなくなり,挿管管理としてICUに入室

した. その後も改善は得られず, 術後15日目から発熱

と血圧低下が出現した. 術後18日目に死亡した.

【結語】間質性肺炎合併肺癌に対する左肺全摘術後で

経過良好と思われたが術後4日目に急性増悪し, 救命

することができなかった症例を経験したので報告する.

肺動脈高血圧症を合併した卵巣癌の
周術期管理の経験

麻 酔 科
加藤規子､ 伊東遼平

名古屋大学医学部附属病院麻酔科
後藤紘葉､ 菅原昭憲

浦添総合病院麻酔科
長柄祐輝
日本心臓血管麻酔学会

～心臓麻酔に心を込める～

平成27年10月 福岡

悪性腫瘍にともなう肺動脈高血圧症の周術期管理を経

験したので報告する｡ 症例は64歳女性｡ 頻脈と労作

時胸部症状より精査したところ､ 心嚢水・胸腹水があ

り､ 卵巣がんが指摘され化学療 法施行後手術の方針

となった｡ この時の心臓超音波検査で推定右室圧25

mmHgであった｡ 化学療法施行したが胸水は増加傾向

であった｡ 1ヶ月半後の術前の心エコー検査で推定右

室圧78mmHg､ 癌性胸水のために肺動脈高血圧症になっ

ている可能性があり､ 胸水穿刺1000ml施行し右心カ

テ施行した｡ 右室圧61mmHgと低下し､ 穿刺は有効と

判断しトロッカー留置ししっかりと除水した後で再評

価の方針となった｡ また造影CTではPAの欠損増は見

られなかった｡ 左トロッカー留置し同側の胸水消失

後に心エコー検査で推定右室圧46mmHgと低下したが､

体血圧も低下しPp/Psはむしろ悪化した｡ 手術に先駆

けて周術期リスクを考慮し関係各科でカンファレンス

を行った｡ 他に効果的と思われる選択肢もなく､ 組織

型の確定および腫瘍減量のために開腹手術を選択し可

及的に侵襲の少ない手術にすることと急変時は薬剤投

与の救命措置のみを行い経皮的心肺補助装置は用いな

いことを確認した｡ 麻酔は覚醒下でSwan-Ganz カテー

テルを留置し､ ドブタミン・ニトログリセリン・ミル

リノン投与下で導入した｡ 手術は両側付属器摘出術､

手術時間34分､ 出血量10mlであった｡ 挿管のままICU

に入室した｡ 同日抜管｡ 5PODにSwan-Ganz カテーテ

ル抜去しICU退室した｡ 術後化学療法を経て31POD

独歩退院となった｡ 退院後も化学療法施行し推定右室

圧40mmHg前後で経過している｡ 術前の血圧低下は

体液のシフトに伴う循環血液量低下血圧低下と考えら

れ､ 更なる反対側の胸水穿刺は体液シフトと更なる循

環血液量低下を来たし､ 肺動脈高血圧症にはむしろ悪

影響(バイタル維持の破綻・急変)な可能性が高いと考

えた｡ 原因としては胸水・慢性の肺動脈血栓塞栓症・

pulmonary tumor thrombotic microangiopathy等があげ

られるが､ 肺動脈高血圧症の確定診断は合併症のリス

クを考慮し行わなかった｡

帝王切開術後に肺動脈塞栓症により心
肺停止となるも救命しえた症例

麻 酔 科
加藤規子､ 横山達郎､ 伊東遼平
高須昭彦

－ 533 －



名古屋大学医学部附属病院 麻酔科
菅原昭憲
第43回日本集中治療医学会総会

～BE AN INTENSIVIST～

平成28年２月 神戸

妊娠中は深部静脈血栓症を発症しやすく､ 肺血栓塞栓

症の発症率も非妊婦と比て高率である｡ 今回我々は妊

娠後期に深部静脈血栓症を発症し､ 帝王切開術後に肺

血栓塞栓症で心肺停止となるも救命しえた症例を経験

した｡ 症例は38歳女性､ 身長160cm､ 体重65kg｡ 既往

帝切後妊娠のためかかりつけの産婦人科で帝王切開が

予定されていた｡ 妊娠37週1日に呼吸苦出現し症状の

続くため､ 37週3日に緊急帝王切開となった｡ 術後も

頻脈や血圧低下が続き､ 呼吸困難訴えていた｡ 翌日循

環動態悪化し当院へ搬送となった｡ 救急外来で心肺停

止となり蘇生開始｡ 経皮的心肺補助装置導入された｡

造影CTで両側肺門部に血栓像認めこれによる循環動

態破端と考えられた｡ ICUへ入室し血栓溶解療法施行

したが改善なく､ 肺動脈血栓像不変のため肺動脈血栓

除去手術を施行した｡ 手術時､ 血栓除去後ニトログ

リセリン､ ミルリノン､ ドブタミンで人工心肺を離脱

することが出来た｡ 術後も肺動脈高血圧症のため深鎮

静で管理､ また無尿より持続的血液濾過装置導入され

た｡ 6PODに鎮静中止後も意識状態改善せず脳波から

も低酸素脳症指摘されたが､ 11PODより反応出現しゆっ

くりと回復していった｡ 64PODにICU退室｡ 79POD

に呼吸器離脱｡ 90POD透析離脱｡ 113PODに杖歩行で

退院となった｡ 現在発症より1年2ヶ月経過したが慢性

腎臓病(G4A3)を認めるが､ 下腿のしびれを認める以

外神経学的異常無く回復している｡

当院ドック検診でのCTコロノグラフィー
の初期経験

放射線科
曽根康博

健康管理科
武田 功､ 熊田 卓

消化器内科
北畠秀介､ 久永康宏､ 桐山勢生

谷川 誠､ 豊田秀徳､ 金森 明
多田俊史
第101回日本消化器病学会総会

平成27年４月 仙台

【背景と目的】当院の人間ドック受診者は年間約850

名で､ うち注腸X線選択者が約50名である｡ 注腸と置

換する方向で､ 2014年4月にドック受診者へのCTコロ

ノグラフィー (CTC) を開始した｡ ドックCTCの初期

経験につき報告する｡

【導入過程】2013年3月に大腸内視鏡直後の患者を対

象にCTCを開始｡ 同年秋からドック導入を準備｡ 先行

施設の人間ドックでのCTCを見学｡ 前処置法にガスト

ログラフィン+マグコロールP等張液半量法によるタ

ギングを選択｡ 先行施設を参考として判定基準､ 各種

文書 (説明書､ 同意書やワークシートなど) を作成｡

要精査所見は6mm以上のポリープ､ 不整隆起､ 狭窄

とした｡

【対象】ドックCTC受診者：男性4名､ 女性3名､ 年齢

50～72歳 (平均63歳)｡

【方法】前々日より食事制限､ 前日より検査食と前記

下剤で前処置｡ 使用機器はSOMATOM Definition

AS+ (128列CT)､ プロトCO2L (CO2持続送気装置)､

ziostation2 (ワークステーション)｡ 左側臥位で直腸指

診後に送気チューブ挿入､ 鎮痙剤筋注4分後より送気

を開始｡ 腹臥位→背臥位→両側臥位の順に4体位で低

線量撮像 (計5～6mSv)｡ 検査後､ 受容性のアンケー

トを行った｡ 読影には3D法によるバーチャル画像

(内視鏡像､ 大腸展開像､ 注腸像) とaxial CT像を用

いた｡

【成績】平均送気量：3086ml､ 平均検査時間：12分

7秒､ 合併症なし､ 受容性アンケート (5楽～1つらい)

：平均4.3｡ 残液CT値 (背臥位で上行､ 横行､ 下行～

S状結腸の3点で計測) ：280～492 (平均398±62)｡

残液量は無～多と幅あり､ 細かい残渣のみで便塊なし､

読影不可能な領域は見られず (4体位で補完)｡ 総合判

定は異常なし4名､ 軽度異常3名 (小ポリープ1､ 憩室2)

であった｡

【結論】CTCをドックの大腸検査に導入した｡ 受容性

は良好であった｡ タギングは有効で､ 4体位での撮影

により全領域の読影が可能であった｡
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FDG-PET/CTがん検診で発見された
消化器癌の検討

放射線科
曽根康博

健康管理センター
熊田 卓

消化器内科
久永康宏､ 金森 明

診療検査科(画像)
川地俊明
第54回日本消化器がん検診学会総会

平成27年６月 大阪

【目的】当院では2008年6月にPET/CT装置を導入し､

2014年11月までに10240件の検査を行った｡ 約7年間の

FDG-PET/CTがん検診の成績について､ 消化器癌を中

心に検討した｡

【対象と方法】がん検診はPET/CT単独で行い､ 判定

区分はPET所見とCT所見を総合して要精査､ 要経過

観察､ 軽微異常 (経過観察不要)､ 異常なしとしてい

る｡ 要精査者の受診の有無､ 精査受診者の診断治療結

果について､ 診療録上で調査を行った｡

【成績】合計305件のがん検診を行った (272名：複数

回受診は29名62件)｡ 男性195件､ 女性110件､ 26～85

歳 (平均60.6歳) であった｡ 糖尿病は37件 (12.1%)

が有していた｡ 血糖値は73～211mg/dl (平均102mg/dl)

であった｡ 判定区分は要精査46件 (15.1%)､ 要経過

観察36件 (11.8%)､ 軽微異常85件 (27.9%)､ 異常な

し138件 (45.2%) であった｡ 要精査部位は大腸11､

胃2､ 肝胆膵6､ 消化器以外27であった｡ 精査を受けた

36名中6名に癌が発見された (S状結腸癌2､ 直腸癌1､

膵癌1､ 消化器以外2)｡ 治療は､ S状結腸癌2名に腹腔

鏡下腸切除､ 直腸癌に内視鏡切除､ 膵癌 (肝転移あり)

に化学療法が行われた｡

【まとめ】当院のFDG-PET/CTがん検診は､ 要精査率

15.1%､ 精検受診率78.3%､ がん発見率1.97%で ､ 治

癒可能な癌の発見に有用であったが､ 一定の限界が見

られた｡

当院人間ドックでのCTコロノグラフィー
について

放射線科
曽根康博

健康管理科
武田 功､ 熊田 卓

消化器内科
北畠秀介､ 久永康宏
第56回日本人間ドック学会学術大会

平成27年７月 横浜

【目的】当院の人間ドックで注腸と置換する方針で､

2014年4月にCTCを開始した｡ ドックCTCの現状につ

き報告する｡

【導入過程】2013年3月に大腸内視鏡直後の患者を対

象にCTCを開始｡ 同年秋からドック導入を準備｡ 近隣

施設の人間ドックCTCを見学｡ 前処置法にガストログ

ラフィン+マグコロールP等張液半量法によるタギン

グを選択｡ 先行施設を参考に判定基準､ 各種文書 (説

明書､ 同意書やワークシートなど) を作成｡ 要精査所

見は6mm以上のポリープ､ 不整隆起､ 平盤状隆起､

狭窄とした｡

【対象】ドックCTC受診者14名：男性10名､ 女性4名､

年齢44～73歳 (平均62.8歳)､ 6名に注腸歴あり｡

【方法】前々日より食事制限､ 前日より検査食と前処

置｡ 使用機器は128列CT､ CO2持続送気装置､ 画像

ワークステーション｡ 左側臥位で直腸指診後に送気チュー

ブ挿入､ 鎮痙剤筋注4分後より送気を開始｡ 腹臥位→

背臥位→両側臥位の順に4体位で低線量撮像 (計5～6

mSv)｡ 検査後､ 受容性のアンケート (5楽～1つらい)

を行った｡ 読影には3D法によるバーチャル画像 (内

視鏡像､ 大腸展開像､ 注腸像) とaxial CT像を用いた｡

【結果】平均送気量：3270ml､ 平均検査時間：12分

46秒､ 受容性アンケート：平均4.4で､ 注腸歴のある

6名全員でCTCの方が楽と返答｡ 残液CT値 (上行､ 横

行､ 下行～S状結腸の3点で計測) ：172～523 (平均

360±86)､ 残液量は無～多と幅あり､ 細かい残渣のみ

で便塊なし､ 読影不可能な領域は見られず (4体位で

補完)｡ 総合判定は異常なし6名､ 軽度異常6名 (小ポ

リープ3､ 憩室3)､ 要精査2名 (22×14mm平盤状隆起

1､ 6mmポリープ1) であった｡ 平盤状隆起には他院

でESDが行われ､ 高度異型腺腫であった｡

【結論】CTCは人間ドックにおける大腸検査法として
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妥当と考えられた｡

懸濁性ステロイド点眼液の2015年春の
使用予測
―スギ花粉総飛散数との関わり―

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64回日本アレルギー学会

平成27年５月 東京

【目的】スギ花粉飛散期における懸濁性ステロイド点

眼液の処方量・処方件数の予測や使用状況を調査する

ことは､ 製品の在庫管理や薬剤部内での業務量の把握

に活用できる｡

【方法】経年の懸濁性ステロイド点眼液の処方量・処

方件数と花粉総飛散数から､ それらの相関を検討した｡

次に､ 過去23年間のスギ花粉総飛散数を基に､ 2015年

春の花粉総飛散数を予測した｡ 予測結果を基に2015年

春の懸濁性ステロイド点眼液の処方量・処方件数を予

測する｡ 処方年齢層などについても調査した｡

【結果】懸濁性ステロイド点眼液の処方量・処方件数

と花粉総飛散数との間には強い相関がみられた｡ また､

花粉総飛散数を予測するための重回帰式 [総飛散数＝

0.3802× (10年前の総飛散数) ‐0.1617× (前年総飛

散数) ＋9.864× (前年7/1～8/10の総日照時間) ＋

44.843] を導き出すことができた｡ この結果を基に､

2015年春の懸濁性ステロイド点眼液の処方量・処方件

数を導き出すことができた｡

【結論】スギ花粉飛散期における製品の在庫量や相互

作用および適正使用の監査を含めた調剤業務量の予測

は､ シーズン前に部内での人員配置を考慮する上で重

要であると考える｡

院内医師への漢方薬に関する
アンケート調査

薬 剤 部
田中孝治､ 森 博美､ 森 光輝

皮 膚 科
高木 肇

総合内科
鈴木賢司

泌尿器科
宇野雅博
第67回日本東洋医学会学術総会

平成27年６月 富山

【目的】当院では薬剤師が医師指導のもとで37年余り

漢方勉強会を院内で開催し､ その集大成として2010年

6月に漢方書籍を医師と共同発刊した｡ 発刊後4年を迎

え医師の漢方薬の必要性を把握し､ 情報提供のあり方

を検討するため､ 当院医師対象に漢方薬に関するアン

ケート調査を行った｡ 2002年の調査結果とも比較し､

得られた知見を報告する｡

【方法】アンケート調査は当院医師203名を対象とし､

実施期間は2014年8月18日より8月29日までとした｡ 内

容は漢方薬の使用状況を中心に漢方勉強会のあり方な

どについて､ 医師に意見を求める形式で行った｡

【結果】回答が得られたのは203名中106名で52.2%､

その内訳は内科系38名､ 外科系68名であった｡ 漢方薬

の使用状況については 『使用している』 が60.4%､

『過去に使用したことがある』 と合わせると90.6%に

なった｡ また､ 漢方薬を使用した時の評価については､

『良かった』 が52.1%､ 『どちらとも言えない』 が44.8

%､ 『良くなかった』 が1.0%であった｡ 漢方勉強会の

必要性については､ 『必要である』 が34.9%であった｡

【考察】院内の医師の6割近くが漢方薬を使用してお

り､ 2002年のアンケート調査では 『使用している』 が

51.5%で､ 『過去に使用したことがある』 を合わせる

と69.6%であり､ 使用医師の割合は増加している｡ し

かし､ その評価をみると効果がはっきりしないものが

5割近くあった｡ この割合は2002年の約6割より少なく

なっているが､ 依然として漢方薬の効果判定が難しい

ものと思われる｡ また､ 漢方勉強会の必要性について

は､ 2002年には 『必要である』 が34.3%であり､ 両時

期ともに約1/3と決して高い割合ではないため､ 内容

を十分に検討し､ 必要性を積極的に啓蒙することが大
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切であると思われる｡

【結論】高齢化社会を迎え､ 難治性の慢性疾患が増加

し､ 漢方薬の需要増加が予測される｡ 今後は適正使用

のため､ 勉強会など薬剤師による情報提供活動を充実

する必要があると考える｡

外来患者におけるオピオイド関連処方
の現状および問題点の検討

薬 剤 部
西川智子､ 鈴木宣雄､ 宇佐美英績
竹田亜子､ 吉村知哲､ 森 博美

呼吸器科
進藤 丈

緩和ケアチーム
第20回日本緩和医療学会年会

平成27年６月 横浜

【目的】がん診療連携拠点病院の整備に関する指針を

受け､ 外来患者におけるオピオイドに係る情報を把握

するとともに薬物療法に関する検討を行った｡

【方法】2014年10月～12月に外来でオピオイドが処方

された全患者89名(初回オピオイド導入患者は13名)を

対象とし電子カルテを用いて後ろ向きに調査した｡ 調

査項目は､ 患者1人あたりのオピオイドのベースおよ

びレスキュー処方量の推移､ 非オピオイドおよびオピ

オイド関連薬剤の処方状況とし､ 処方医へ薬物療法の

確認を要する患者数を抽出した｡

【結果】患者1人あたりのベース量は経口モルヒネと

して60㎎/日以下が70名(79%)であった｡ 調査期間内に

レスキューの処方がない患者は29名(33%)であり､ そ

の理由が記載されている患者は2名(2%)であった｡ ま

た非オピオイドの処方がない患者は32名(36%)であり､

その理由が記載されている患者は6名(7%)であった｡

オピオイド関連薬剤の中でも制吐剤の継続投与(オピ

オイド開始後2週間を超えての定期使用)は14名(16%)

あり､ 制吐剤の必要性が明確に記載されている患者は

6名(7%)であった｡

【考察】今回の調査の結果から処方医にオピオイド関

連処方の確認を要し､ 薬剤師の介入により改善の余地

があると考えられる患者は46名(52%)であり､ 今後は

適正使用推進のためにサーベイランスが必要であると

考えられた｡

岐阜県内５定点におけるスギ花粉総飛
散数と飛散ランク日数との相関関係の
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､ 吉村知哲

中津川市民病院薬剤部
小木曽正輝

岐阜大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野
水田啓介
日本花粉学会第56回大会

平成27年10月 草津

【はじめに】春の花粉情報は､ 花粉症患者の花粉曝露

回避､ 治療方針の選択に用いられる｡ その有用性は予

測が的中することで示される｡ 大垣市民病院では各年

のスギ花粉総飛散数 (以下総飛散数とする) と飛散ラ

ンク (以下ＨＲとする) 日数との関係を解析し､ 予測

に活用している｡ 岐阜県内定点における総飛散数と

ＨＲ日数との関係について検証したので報告する｡

【方法】シーズン中､ 毎日スギ花粉を観測している岐

阜県耳鼻咽喉科花粉情報システム内５定点 (大垣市､

中津川市､ 岐阜市北部､ 岐阜市南部､ 海津市) の

Durham型花粉捕集器による1992～2015年 (24年間)

2～4月の結果を用いた｡ 年毎の総飛散数とＨＲ (1日

あたり10個/cm2､ 30個/cm2､ 50個/cm2以上) 日数を調

査し､ その関係を検証した｡

【結果】全定点で2014年までの23年間の総飛散数は隔

年で増減を繰り返した｡ 2015年は一部で異なる傾向を

示した｡ 全定点でいずれのＨＲにおいても総飛散数と

ＨＲ日数とは､ 対数式で強い正の相関で近似された｡

それらの相関係数は､ 表１のようになった｡

【考察】総飛散数と対数近似式よりＨＲ日数を予測で

きるため､ 総飛散数の予測精度が重要である｡ 一般に､ 花

粉情報に使用される飛散量は､ 少ない (0～9個/cm2/

日)､ やや多い (10～29個/cm2/日)､ 多い (30～49個/

cm2/日)､ 非常に多い (50個/cm2/日以上) の4つに分

類される｡ 我々は予測されたＨＲ日数を考慮し､ 的中
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率の高い花粉予測情報を患者に提供する必要があると

考える｡ また､ 対数近似式から理論的にＨＲ日数を０

にする総飛散数の閾値を求めることができ､ それらの

値は今後その定点において飛散量を各ランクにするた

めに雄性不稔スギを植林していく上での目標値になる

と考えられる｡

進行再発乳がんに対するエリブリンの
治療継続性と安全性評価

薬 剤 部
安達志乃､ 宇佐美英績､ 岡田和智
吉村知哲､ 岩井美奈､ 浅野裕紀
伊藤大輔
第53回日本癌治療学会学術集会

平成27年10月 京都

【目的】進行再発乳がんの治療はQOLを維持しなが

ら治療継続することが大切であり､ 実臨床におけるエ

リブリンの治療継続に関わる要因と安全性の評価を行っ

たので報告する｡

【結果】エリブリンの導入ラインは中央値4th (1st-

8th) であった｡ 投与コース数の中央値は全体では6コー

ス (0-16コース)､ 1st-3rd導入例は7コース (4-13コー

ス)､ 4th以降導入例は5コース (0-16コース) であり､

減量投与が必要であった患者は7コース (1-16コース)､

減量することなく治療継続できた患者は5コース (0-

12コース) であった｡ RDIについて1st～3rd導入例は

平均88% (中央値93%､ 63-100%)､ 4th以降導入例は

平均78% (中央値78%､ 56-100%) であった｡ Grade3

以上の有害事象は白血球減少16例 (59%)､ 好中球減

少23例 (85%)､ 末梢神経障害3例 (11%)､ ALT上昇

2例 (7%) であり､ 有害事象で投与中止となったのは

5例 (19%) で､ すべて非血液毒性によるものであった｡

【考察】エリブリンはfront lineでの導入や減量群にお

いて投与期間が延長する傾向がみられた｡ 血液毒性は

Grade3以上の白血球減少､ 好中球減少が高頻度にみら

れたが投与延期・減量により治療継続が可能であった｡

非血液毒性の末梢神経障害は前治療の影響で副作用が

継続している場合も多いが､ その他の非血液毒性につ

いては忍容性が高く治療継続が可能であった｡ これら

の結果から､ エリブリンは進行再発乳がんの治療にお

いて､ front lineでの導入､ 適切な減量・休薬をするこ

とで､ QOLを維持しながら治療継続が可能な薬剤で

あることが示唆された｡

アセトアミノフェン静注液の適正使用
および安全性に関する検討

薬 剤 部
伊藤友江､ 西川智子､ 鈴木宜雄
宇佐美英績､ 竹田亜子､ 吉村知哲
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2015

平成27年11月 名古屋

【目的】アセトアミノフェン(以下､ APAP) は､ 胃腸

障害や腎障害が少ない解熱鎮痛薬として有用性が高い｡

2013年11月に静注液が発売となり､ 経口不能な患者に

対し点滴での投与が可能になった｡ しかし､ APAP静

注液は疼痛使用に関して体重50kg未満の成人に対する

1回量が1㎎/kgと追記されており､ 適正使用に注意が

必要な薬剤である｡ 今回､ APAP静注液の適正使用お

よび安全性について調査した｡

【方法】2015年1月～6月の期間に当院の各診療科にお

いてAPAP静注液が投与された入院患者247例(発熱使

用103例､ 疼痛使用144例)を対象とし､ 電子カルテよ

り後ろ向きに調査した｡ 安全性に関しては､ 使用用途

(発熱または疼痛)および体重に基づき適正使用群と過

量群に分類し､ 静注液使用による肝機能障害の出現・

増悪率で評価した｡

【結果】APAP静注液の発熱および疼痛使用における

適正使用群は､ それぞれ67例(65.0%)および119 例

(82.6%)であった｡ 肝機能障害出現・増悪率は､ 発熱

使用において適正使用群19.6% (9/46例)､ 過量群 27.6

% (8/29例)､ 疼痛使用において適正使用群 9.7% (10/

103例)､ 過量群 20.0% (4/20例)でありそれぞれ有意性

は認められなかった｡ 発熱使用における肝機能障害出

現・増悪率は22.7% (17/75例)であり､ 疼痛使用の11.4

% (14/123例)に比べて有意に高かった｡ 発熱使用にお

ける肝機能障害は適正使用群の1例(Grade3)以外すべ

てGrade1であったが､ 疼痛使用では適正使用群4例お

よび過量群2例でGrade2以上の肝機能障害が出現した｡

【考察】発熱使用において適正使用が少なかった理由
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として､ 500㎎/回の上限に対して製品は1000㎎/Vの

1規格で過量投与になりやすい状況であることが考え

られる｡ 肝機能障害においては､ 適正使用群に比べ過

量群の出現・増悪率が高い傾向がみられた｡ また発熱

時においては抗生剤と併用される例も多く､ 注意が必

要であると考えられる｡

AMPC/CVAとCEXの追加採用が救急
外来における抗菌薬使用に及ぼす影響

薬 剤 部
新井かおり､ 篠田康孝､ 大橋健吾
吉田真也､ 森卓之､ 松岡知子
吉村知哲
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2015

平成27年11月 名古屋

【目的】大垣市民病院 (以下当院) では､ 2012年12月

よりアモキシシリン/クラブラン酸 (AMPC/CVA) と

セファレキシン (CEX) の2剤が採用となった｡ 採用

以降2剤の使用頻度は高く､ CEX全処方の58%､ AMPC/

CVA全処方の35%が救急外来で使用されていた｡ そこ

で､ 当院救急外来における経口抗菌薬使用動向を調査

し､ 追加採用による他の抗菌薬使用の影響を評価した｡

【方法】当院救急外来における各経口抗菌薬の月平均

の使用量と処方数､ 一処方あたりの平均使用金額を算

出した｡ 抗菌薬使用状況の評価方法としてはWHOが

規定する各抗菌薬のDefined Daily Dose(DDD)を用い､

抗菌薬使用量を延べ日数として表した｡ 調査期間は追

加採用前2010年12月～2012年11月と採用後2012年12月

～2014年11月とし､ 採用前後2年間で比較を行った｡

【結果】全経口抗菌薬総使用量に有意な変化は見られ

なかった｡ ペニシリン系薬の使用量は採用前30.9±8.4

(日) から採用後116.5±59.9 (日)､ 第1セフェム系薬

は3.1±3.7 (日) から62.8±48.0 (日) に増加した｡ 一

方､ 第3セフェム系薬は264.2±58.2 (日) から120.1±

43.6 (日) に低下した (P<0.01)｡ また､ 全経口抗菌

薬に占める第3セフェム系薬の処方比率は59.6%から

36.2%に減少し､ ペニシリン系薬は5.6％から14.8％､

第1セフェム系薬は0.6%から15.3%に増加した｡ 一処

方あたりの平均使用金額は629.4±52.7円から595.8±

50.0円に有意に低下し (P<0.05)､ 採用後の抗菌薬費

削減額は総額242,797円であった｡

【考察】救急外来において経口第3セフェム系薬はス

ペクトラムが広すぎるなどの理由で､ 安易な使用を控

えるよう求められている｡ 救急外来で経口抗菌薬を使

用する背景としては市中肺炎､ 外傷後における感染予

防等が多く､ AMPC/CVAとCEXが第3セフェム系薬よ

りも妥当な選択であったと考えられる｡ よって2剤の

追加採用は第3セフェム系薬の使用低下に寄与したと

考えられる｡ 2剤の追加採用は抗菌薬適正使用の観点

からも有用であり､ 経済的効果が期待できると考えら

れる｡

分子標的治療薬によるざ瘡様皮疹への黄
連解毒湯と十味敗毒湯の合方の有効性

薬 剤 部
森 光輝､ 栗本麻千子､ 廣瀬達也
川地雄基､ 田中孝治､ 竹田亜子
吉村知哲

泌尿器科
宇野雅博

総合内科
鈴木賢司

皮 膚 科
高木 肇
第45回日本東洋医学会東海支部学術総会

平成27年11月 名古屋

【緒言】分子標的治療薬において､ ざ瘡様皮疹や手足

症候群､ 爪囲炎などの皮膚障害が特異的な副作用とし

てあらわれ､ これらが原因で投与の中止､ 延期となる

症例も少なくない｡ 漢方治療において､ 慢性ざ瘡に対

して十味敗毒湯が使用され､ 黄連解毒湯を加えること

により尋常性ざ瘡に使用することができる｡ 今回､ 分

子標的治療薬による皮膚障害のうち､ ざ瘡様皮疹に対

して黄連解毒湯と十味敗毒湯の合方を使用した症例を

集計し､ 得られた知見を報告する｡

【方法】2014年6月から2015年6月の期間､ 当院にて黄

連解毒湯と十味敗毒湯が同時に処方された分子標的治

療薬投与患者を抽出し､ 後ろ向きに調査した｡ 全例10

例についてざ瘡様皮疹のgrade(CTCAE v4.0)､ 軽快の
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有無などのカルテ記載について調査した｡

【結果】全10例で男性6例､ 女性4例であった｡ 投与薬

剤としてはエルロチニブが4例､ セツキシマブが2例､

その他アファチニブ､ ニロチニブ､ ダサチニブ､ ゲフィ

チニブが各1例であった｡ ミノサイクリンの内服は6例

(60.0%)､ 外用ステロイドの使用は9例であった｡ 内服

後の評価はざ瘡様皮疹のgradeの低下は4例､ 上昇が

1例､ 軽快とカルテ記載があったのは6例(60.0%)であっ

た｡ また､ 軽快と記載のあった症例(有効群)は､ 軽快

と記載のない症例(無効群)に比べ体重､ BMIが高い傾

向にあった｡

【考察】分子標的治療薬によるざ瘡様皮疹は熱をもち

発赤する症状が多い｡ そのため､ 黄連解毒湯によるほ

てりの改善と､ 十味敗毒湯の皮膚症状の改善により効

果が認められたと推測される｡

【結語】十味敗毒湯と黄連解毒湯の合方が分子標的治

療薬によるざ瘡様皮疹に対して有効である可能性が示

唆された｡

SGLT2阻害薬の血糖コントロール
改善効果と生活に及ぼす影響

薬 剤 部
中島啓二､ 宇佐美英績､ 安部絵里
吉村知哲

糖尿病・腎臓内科
柴田大河､ 傍島裕司
第25回日本医療薬学会年会

平成27年11月 横浜

【目的】SGLT2阻害薬であるイプラグリフロジン(IP)

とダパグリフロジン(DA)は､ 新規経口2型糖尿病治療

薬である｡ 副作用には､ 頻尿､ 尿路感染症､ 低血糖､

掻痒症などがあり､ これらをモニターしながら投与継

続を判断していく必要がある｡ そこで今回､ SGLT2阻

害薬の効果と生活に及ぼす影響を調査した｡

【方法】当院においてSGLT2阻害薬が開始され6カ月

以上経過した外来通院中の２型糖尿病患者82名(IP38

名､ DA44名)を対象とした｡ 調査項目は､ 開始6カ月

間のHbA1cおよび体重の推移､ アンケートでは､ SGLT2

阻害薬投与による①低血糖頻度の変化､ ②排尿回数の

変化､ ③痒み頻度・部位､ ④血糖コントロールの改善

や体重減少が治療意欲に繋がるか､ ⑤血糖コントロー

ルの改善で食生活に気の緩みが出てくると思うか､ と

した｡

【結果】患者背景は､ 年齢54.7±9.9歳､ 男性39名､ 女

性43名､ 罹病期間11.4±7.2年､ HbA1c8.84±1.67％､

体重76.9±14.3㎏であった｡ 投与開始1カ月後からHbA1c､

体重ともに有意に低下し､ 6カ月後にはそれぞれ0.95

％､ 1.7㎏低下した(p<0.001)｡ アンケートの結果､ ①

6名で増加｡ 4名がインスリン使用者であった｡ ②昼間

は53名(64.6%)が増加した｡ 夜間は30名(36.6%)が増加

した｡ ③よくあると回答したのは2名だけだった｡ 部

位では陰部掻痒が10名であった｡ ④67名(81.7%)が繋

がると回答｡ ⑤61名(74.4%)が思うと回答｡

【考察】早期からのHbA1c低下や体重減少は､ 患者の

治療意欲が高まりさらなる改善も期待できる｡ 一方､

食生活の気の緩みから血糖コントロール再悪化の懸念

も示唆された｡ インスリンとの併用は低血糖リスクの

上昇､ 排尿回数の増加は生活の質への影響､ 申告しに

くい陰部掻痒の出現などから､ 随時､ 副作用や生活状

況を確認する必要性が高い薬剤であると考えられた｡

大腸がん術後補助療法の施行状況に
関する評価

薬 剤 部
岩井美奈､ 木村美智男､ 伊藤大輔
浅野裕紀､ 安達志乃､ 岡田和智
宇佐美英績､ 吉村知哲

岐阜薬科大学 実践社会薬学研究室
寺町ひとみ
第25回日本医療薬学会年会

平成27年11月 横浜

【目的】大腸がん術後補助療法は再発を抑制し予後を

改善する目的で行われ､ 5-FU+LV､ UFT+LV､

Capecitabine (Cape)､ FOLFOX､ CapeOXいずれかの

6か月投与が推奨されている｡ Cape､ CapeOXでは70-

80%の完遂率の報告があり､ 大垣市民病院 (当院) にお

ける術後補助療法の施行状況を調査したので報告する｡

【方法】当院において2013年に大腸がん術後補助療法

を施行した50例を対象とした｡ 電子カルテより投与レ

ジメン､ 投与量､ 投与コース数､ 支持療法などについ
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て後方視的に調査した｡

【結果】UFT+LV 18例､ Cape 10例､ FOLFOX 6例､

CapeOX 16例であり､ 予定コース完遂例はそれぞれ15

例 (83.3%)､ 7例 (70.0%)､ 5例 (83.3%)､ 12例 (75.0

%) であった｡ UFT+LVの中止理由は､ 下痢､ 肝機能

異常､ 再発､ Capeは治療開始前からの肝機能異常の

遷延､ HFSであり､ Hand-Foot Syndrome発現例では

UFT+LVへ変更し継続された｡ FOLFOXでは末梢神経

障害､ CapeOXでは下痢､ 悪心・嘔吐､ 骨髄抑制遷延

であった｡ また､ Relative dose intensity (RDI) の平

均はそれぞれ96.2%､ 69.2%､ 74.2%､ 54.5%であり､

骨髄抑制による治療延期､ 減量によるものであった｡

【考察】4レジメンの完遂率に有意差はなかったが､

完遂できなかった症例には中止理由に対する支持療法

の未実施､ 同一治療の継続､ 治療開始時期の遅れなど

があり､ 支持療法を早期から積極的に行っていくこと

で完遂できた症例もあったと思われた｡ RDIについて

は骨髄抑制による減量､ 治療延期であり､ RDIを上げ

ることは難しいが､ 完遂率を上げるために副作用の予

防､ 早期発見・早期治療に積極的に関わっていく必要

があると考えられた｡

大垣市中心部における2016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､ 吉村知哲
第48回東海薬剤師学術大会

平成27年11月 四日市

【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､ 我々は過去の花粉飛散データと夏

季気象のデータから､ スギ・ヒノキ科花粉総飛散数の

予測を試みてきた｡ 近年の予測ではスギ花粉総飛散数

はほぼ的中しているが､ ヒノキ科花粉の総飛散数は誤

差が生じている｡ そこで､ 2016年春の花粉総飛散数の

予測には昨年用いた予測式を用い､ ヒノキ科花粉の予

測には新たな予測式を導き出した｡ この予測式を用い

て2016年春の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12.6ｍ) 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､ 1991～2014年の夏季

気象データと1992～2015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Ｙs＝0.2616Ｘ-0.1545Ｚ

＋8.8364Ｎ＋413.5721(Ｙs；2016年春のスギ花粉総飛

散予測数､ Ｘ；2006年のスギ花粉総飛散数､ Ｚ；2015

年春のスギ花粉総飛散数､ Ｎ；2015年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～2015年のデータから得られた

重回帰予測式Ｙh＝12.2833Ａ＋19.1648Ｂ＋26.3583Ｃ

＋5.7258Ｄ-3337.9(Ｙh；2016年春のヒノキ科花粉総飛

散予測数､ Ａ～Ｄ；7月1日～8月15日の総日照時間(Ａ;

7/1～7/5, Ｂ;7/6～7/10, Ｃ;7/11～8/10, Ｄ;8/11～8/15))

を用いた｡

【結果】2015年7月1日～8月10日の総日照時間は244.6

時間 (Ｎ)､ 2006年と2015年のスギ花粉総飛散数はそ

れぞれ918個 (Ｘ)､ 2,379個(Ｚ)であったため､ 2016年

のスギ花粉総飛散数は2,448個と予測された｡ また､

2015年夏のＡ～Ｄの総日照時間はそれぞれ順に12.2時

間､ 7.4時間､ 225.0時間､ 32.7時間であったため､ 2016

年のヒノキ科花粉総飛散数は3,072個と予測された｡

【考察】スギ花粉総飛散数は2015年が2,379個､ 23年

間 (1992～2014年) の平均総飛散数は2,282個である

から､ 2016年の予測数2,448個は､ 昨年とほぼ同じで

平年並みとなる｡ また､ ヒノキ科花粉総飛散数は2015

年が635個､ 23年間 (1992～2014年) の平均総飛散数

は1,675個であるから､ 2016年の予測数3,072個は､ 昨

年より多く､ 平均総飛散数の約1.8倍となる｡

以上の予測結果より､ 2016年はスギ花粉の飛散は平年

並みであるが､ ヒノキ科花粉の飛散は多い年となり､

これらの情報を患者や医療従事者に提供したい｡
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大垣市民病院における2015年スギ・
ヒノキ科花粉飛散結果と2016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､ 吉村知哲
第42回東海花粉症研究会

平成27年12月 名古屋

【はじめに】過去24年間の大垣市での夏季気象データ

から､ 2016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

散数は前年の気象との関係から解析した｡

【結果】予測式；Ｙ＝0.2616Ｘ10-0.1545Z＋8.8364N＋

413.5721 (Ｙ；当該年春のスギ花粉総飛散数) (Ｘ10；

10年前のスギ花粉総飛散数) (Ｚ；前年春のスギ花粉

総飛散数) (Ｎ；前年7/1～8/10の総日照時間) となっ

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Ｙs＝9.0565ln (Ｘs) -41.364 (r=0.901､

p＜0.01) で近似された｡ Ｙ＝12.2833A＋19.1648B＋

26.3583C＋5.7258D-3337.9 (Ｙ；当該年春のヒノキ科

花粉総飛散数) (Ａ；前年7/1～７/5の総日照時間)

(Ｂ；前年7/6～7/10の総日照時間) (Ｃ；前年7/11～8/

10の総日照時間) (Ｄ；前年8/11～8/15の総日照時間)

となった｡ 1992～2015年の24年間における大垣市での

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､ Ｙh =5.9556ln

(Ｘh) - 23.071 (r=0.939､ p＜0.01) で近似された｡

【考察】重回帰予測式と2015年7/1～8/10の総日照時

間は244.6時間､ 2006年と2015年のスギ花粉総飛散数

とがそれぞれ918個､ 2,379個であるため､ 2016年のス

ギ花粉総飛散数は2,448個と予測される｡ 1992～2015

年のヒノキ科花粉総飛散数と前年気象との関係からの

重回帰式から､ 2015年の総日照時間A～Dがそれぞれ､

12.2､ 7.4､ 225､ 32.7時間であるため､ 2016年のヒノ

キ科花粉総飛散数は3,072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29日､ ヒノキ科花粉飛散注意・警戒日数は約25

日と予測される｡

かぜ薬および解熱鎮痛薬に分類される一
般用医薬品の識別データベースの構築

薬 剤 部
竹中梨恵､ 松村知洋､ 森 光輝
川地志緒里､ 橋本茉緒､ 篠田康孝
川地雄基､ 種田靖久､ 浅野裕紀
岡田和智､ 竹田亜子､ 吉村知哲
第36回日本中毒学会西日本地方会

平成28年２月 大阪

【目的】医薬品の過量服用患者の対応において服用薬

の速やかな識別が必要である｡ しかし､ 一般用医薬品

の中には無刻印で識別が困難な製品が見受けられる｡

そのため今回一般用医薬品の急性中毒に多くみられる

かぜ薬および解熱鎮痛薬についてデータベースを作成

し､ その内容を検討した｡

【方法】対象薬は2014-15 OTC医薬品事典 (一般社団

法人日本OTC医薬品情報研究会 著) に掲載されてい

る錠剤のうち､ かぜ薬に分類される73品目および解熱

鎮痛薬に分類される49品目とした｡ これらの外観 (刻

印､ 色､ 直径)､ 重量､ 包装単位､ 成分等を製薬会社

への聞き取り､ 書籍､ 製品ホームページを用いて調査､

検討を行った｡

【結果】無刻印のものは122品目中80品目 (66%)であ

り､ かつ白色のものは42品目 (34%)であった｡ 経口致

死量が100錠以下の製品は20品目 (16%)であり､ その

うち4品目が無刻印であった｡ アセトアミノフェン含

有製品70品目のうち､ 無刻印かつ白色のものは18品目

(26%)､ その中には一錠中に130mg含有する製品もあっ

た｡ 一包装単位で経口致死量を超える製品が4品目あ

り､ そのうち2品目が一包装180錠以上の製品であった｡

【考察】一般用医薬品は無刻印のものや､ 外観が類似

する製品が多く迅速な識別が困難であると示唆された｡

そのためデータベース構築は臨床上有用と考えられる

が､ 無刻印錠剤の多さからも外観の情報のみでの識別

が困難であることも示唆された｡
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新生児における持続的血液濾過透析
および腹膜透析中の薬物動態の検討

薬 剤 部
種田靖久､ 吉村知哲

第２小児科
孫田みゆき､ 伊東真隆

集中治療室
山口 均
第43回日本集中治療医学会

平成28年２月 神戸

【目的】新生児への薬物動態情報については従来から

不足が指摘されている｡ 今回､ 新生児における持続血

液濾過透析 (以下CHDF) 中のフェノバルビタール

(以下PB) および腹膜透析 (以下PD) 中のバンコマ

イシン (以下VCM) の薬物動態について1症例から得

られた知見について報告する｡

【症例】在胎37週2日､ MD twinのため予定帝王切開

にて出生｡ 出生体重1914 g｡ 出生後徐々に陥没呼吸が

出現し､ room airにてSpO2低下ありNICU入室となる｡

新生児一過性多呼吸および呼吸窮迫症候群から気胸お

よび縦隔気腫を合併｡ その頃から無尿の状態が持続し､

急性腎不全を認めた｡ 症状の急激な増悪もあり､ ICU

入室の上CHDFを開始した｡ 膜はCH-1.0 (PMMA膜)

を用い､ 流量はhigh flow (Qb 40 mL/min､ Qd 300

mL/min､ Qf 300 mL/min) で開始し､ 経過中にslow

flow (Qb 40 mL/min､ Qd 200 mL/min､ Qf 100 mL/

min) に変更した｡ 全身状態が落ち着いた後にCHDF

離脱､ PD導入にて水分管理を行った｡ PDは15 mLを

注入し､ 30～45分間貯留した後､ 15分で排液すること

を1サイクルとして繰り返し行った｡

【結果】本症例より得られたCHDF中のPBクリアラン

スはhigh flowで0.170 L/kg/hrおよびslow flowで0.083

L/kg/hrであり､ 治療域の15 μg/mLを達成するのに必

要な投与量はそれぞれ150および50 mg/kg/dayと推定

された｡ また､ PD中のVCMクリアランスは0.0086

L/kg/hrであった｡ 治療域の10 μg/mLを達成するのに

必要な投与量は3日に1回12.5 mg/kgと推定された｡

【結論】新生児における薬物動態について有用な知見

が得られたと考える｡

分子標的治療薬調製時における薬剤費
の経済的損失と経費削減効果

薬 剤 部
宇佐美英績､ 木村美智男､ 岡田和智
吉村知哲

小牧市民病院 薬局
福岡智宏
日本臨床腫瘍薬学会2016

平成28年３月 鹿児島

【目的】抗がん薬調製時､ 高額な分子標的治療薬でも

余剰分は分割投与されず残液は廃棄され医療資源の無

駄が発生する｡ そこで今回､ 高額な分子標的治療薬の

廃棄金額の現状調査を行い､ 薬剤費の経済的損失と経

費削減効果の検討を行った｡

【方法】2012年1月～2014年12月の3年間､ 大垣市民病

院で投与された分子標的治療薬バイアル製剤12品目

(ベバシズマブ､ リツキシマブ､ トラスツズマブ､ セ

ツキシマブ､ ボルテゾミブ､ ペルツズマブ､ パニツム

マブ､ トラスツズマブ・エムタンシン､ モガムリズマ

ブ､ ブレンツキシマブ・ベドチン､ ニボルマブ､ オファ

ツムマブ) を対象にして､ 施行患者数､ 総施行数およ

び1年間あたりの廃棄金額を算出し､ 経済的損出を検

討した｡ また､ 調製当日のみ分割投与可能と仮定した

場合､ 節約できるバイアル数を算出し経費削減効果の

試算を行った

【結果】3年間における各薬剤の施行患者数 (人) と

総施行数 (回) は､ ベバシズマブ：227人､ 2,577回､

トラスツズマブ：104人､ 2,061回､ リツキシマブ：

217人､ 1,092回などであった｡ 1年間あたり換算での

総廃棄金額は､ ベバシズマブは￥16,646,300､ ボルテ

ゾミブは￥15,866,289､ リツキシマブは￥8,401,324な

どであり､ 12品目の総廃棄金額は､ 年間￥52,593,182

であった｡ また､ 調製当日のみ分割投与可能と仮定し

た場合､ ベバシズマブ1年間あたりの廃棄金額は､

￥12,542,191 (75.3%) の削減が可能であった｡

【考察】高額な分子標的治療薬の廃棄金額は非常に大

きく､ 国民医療費圧迫の一部にもなり得る｡ 薬剤部に

おける分割投与調製や小規格バイアル製剤の提案を薦

め､ 薬学的管理を実践することにより､ 薬剤費の経済

的損失を減らし医療資源の有効利用を高めることが可

能となり､ 日本医療全体への貢献に寄与できるものと

考える｡
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クロピドグレルとパクリタキセルの
相互作用による好中球減少の発現

薬 剤 部
篠田康孝､ 浅野裕紀､ 宇佐美英績
吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会2016

平成28年３月 鹿児島

【目的】がん化学療法の進歩に伴い､ 基礎疾患を持つ

患者に対してがん化学療法が施行されることも増加し

ている｡ しかし､ 抗がん剤と他の治療薬との相互作用

については臨床的検討が少ない｡ クロピドグレル (以

下CLOP) は代謝活性化によりCYP2C8を強力に阻害

することが近年報告された｡ また､ パクリタキセル

(以下PTX) はCYP2C8による代謝を受け不活性化さ

れることから､ 相互作用によりPTXのクリアランスが

低下し､ 重篤な副作用を起こす可能性があるが､ 添付

文書上の記載もなく､ 報告は極めて少ない｡ そこで､

後方視的検討により2剤の併用による副作用発現の検

討を行った｡

【対象】大垣市民病院で2009年1月～2015年11月に

CLOP服用中にPTXを含むがん化学療法が施行された

症例をカルテより抽出し､ 副作用発現状況の検討を行っ

た｡ 副作用についてはCTCAEver4で評価した｡

【結果】対象症例は9症例であった (同一患者含む)｡

9症例中7症例はGrade4の好中球減少が発現し､ そのう

ち5例は投与1コース目からの発現であった｡ また､ 発

熱性好中球減少症は4例にみられた｡ 再発を施行後､

CLOP投与が開始されたのち､ 再再発後ネダプラチン

+PTX療法が施行された患者において､ CLOP併用前

後におけるday8の平均好中球数は併用前1240個/mm3､

併用後370個/mm3であり､ 併用後で有意に少なかった｡

(P<0.01､ student t-test)

【考察】CLOPとPTXとの併用は相互作用により重篤

な好中球減少を早期に引き起こす可能性があると考え

られた｡ 相互作用回避のため､ 可能な限り他薬の使用

も検討すべきである｡ しかし､ 本検討のみではデータ

数が不十分であり､ より大規模な調査が必要であると

考えられる｡

経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師
外来の有用性

薬 剤 部
木村美智男､ 郷真貴子､ 伊藤大輔
浅野裕紀､ 岩井美奈､ 岡田和智
安達志乃､ 宇佐美英績､ 吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会2016

平成28年３月 鹿児島

【目的】大垣市民病院 (以下､ 当院) では､ 2013年

7月にレゴラフェニブ服用患者を対象とした薬剤師外

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｡ 同様に､ トリフルリジン・チピラシル塩

酸塩配合錠､ テガフール・ギメラシル・オテラシルカ

リウム配合錠､ レンバチニブに対して薬剤師外来を開

始した｡ そこで､ 当院における薬剤師外来の有用性を

検討した｡

【方法】2013年7月から2015年9月までの間に薬剤師外

来を行った患者を対象とし､ 薬剤師から医師へのフィー

ドバック内容を解析した｡

【結果】薬剤師外来件数の合計は1,018件であり､

2015年9月は89例に対して132件の薬剤師外来を行った｡

処方提案内容とその採択率は､ 投与量または投与間隔

などについての提案は98例､ 支持療法の処方提案は

158例であった｡ 全体の提案採択率は223/235件 (94.9

%) であった｡ 支持療法に関する主な提案は､ ヘパリ

ン類似薬 (20.9%)､ 鎮痛薬 (20.9%)､ ステロイド軟

膏 (12.7%)､ 降圧薬 (10.8%) であった｡ また､ hand-

foot syndrome (HFS) への対応や発熱などに関する電

話相談が44件であった｡

【考察】高い処方提案採用率からも薬剤師による副作

用評価､ および処方提案が適切であったと考えられる｡

がん化学療法施行時の副作用に対しては､ 適切な症状

評価を行う必要があるが､ 外来業務が煩雑な医師のみ

で十分な対応を行うことは困難である｡ 結論として､

経口抗がん薬治療への継続した支援は患者の不安軽減

に繋がり､ 副作用などに関する情報を医師へフィード

バックすることで､ 外来がん患者の薬物療法の支援に

役立っていると考えられる｡
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[シンポジウム]

抗がん薬の副作用マネジメント
～薬剤師の立場から～

薬 剤 部
吉 村 知 哲
日本肺癌学会

平成27年８月 名古屋

薬学的介入の実際と症例サマリ
(急性骨髄性白血病)

薬 剤 部
宇 佐 美 英 績
第25回日本医療薬学会年会

平成27年11月 横浜

感染制御チームおける薬剤師の活動と
アウトカム評価-女性薬学研究者とし
てのワークライフバランス-

薬 剤 部
松 岡 知 子
７回育薬・創薬研究センター教育フォーラム

平成28年２月 岐阜

口腔癌術後の嚥下障害に対して口腔内
装具を使用した2症例の経験

リハビリテーション科
菅田隆弘

歯科口腔外科
長縄 吉幸､ 大音博之
第16回日本言語聴覚学会

平成27年６月 仙台

【はじめに】口腔癌術後においては広範な組織欠損や

瘢痕拘縮により､ 構音摂食嚥下障害をもたらす｡ 今回､

口唇閉鎖不全､ 食塊形成・送り込み不良により重度な

嚥下障害を呈しリハビリテーション介入だけでは改善

が得られなかったが口腔内装具を使用し､ 嚥下食のレ

ベルアップが可能となった2症例を報告する｡

【症例】１) 80代女性､ X年に下顎正中歯肉癌に対し

て下顎辺縁切除術､ 気管切開術｡ 術後20日目よりST

開始｡ 初期評価：ADLほぼ成立､ 流涎多量､ 発話明

瞭度は４､ RSST1回､ MWST3点､ FT3点｡ ２) 70代

男性､ Y年に右下顎骨悪性腫瘍に対して右下顎区域切

除術､ 両頸部郭清､ 下顎骨プレート再建､ 皮弁再建､

気管切開術｡ 術後39日目にST開始｡ 初期評価：ADL

ほぼ成立｡ 流涎多量｡ 発話明瞭度は４～5､ RSST0回､

MWST2点､ FT2点で誤嚥あり｡

【経過と結果】2症例とも間接・直接嚥下訓練を開始｡

症例１) 術後21日～51日目ではミキサー食､ とろみ栄

養剤｡ 52日目より口腔外科にてPAPの作成・使用を試

みたが通常のPAPでは十分な改善に至らず､ 59日目に

は閉口シーネ (PAP含む) を作成､ さらにこのシーネ

を改造することによって注入位置を確実に的確に舌背

部後部付近に注入可となった｡ 96日目には全粥極刻み

食､ 110日目には自宅退院｡ 症例2) 術後55日目よりゼ

リー食､ 閉口シーネ (PAP含む) を作成し使用したが

安定した摂取とは至らず｡ シリンジチューブを太くす

ることと適切な位置決めを行い75日目より雑炊｡ 164

日目に自宅退院｡

【考察】器質的嚥下障害では機能的なリハビリテーショ

ンだけでなくPAPが有効であるとされる､ しかし口腔

癌術後においては様々な口腔内形態・機能の変化によ

り口腔内装具を用いても難渋する例がある｡ 今回､ 歯

科医師との綿密な連携により装具の改良と器材の工夫

を行い難渋な例に対しても良好な結果となった｡ ST

は構造上の問題と機能面の問題を考え､ 嚥下リハビリ

テーションを行っていく必要がある｡

当院ICU・HCUにおける急性期呼吸理
学療法の酸素化改善効果に関する検討

リハビリテーション科
戸部一隆､ 片岡竹弘､ 橋本周三

呼吸器内科
安藤守秀
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社会医療法人恵愛会大分中村病院
リハビリテーション部

中川慎也
第25回日本呼吸器ケア・リハビリテーション

学会

平成27年10月 東京

【目的】当院ICU/HCUにて人工呼吸管理を行った重

症呼吸不全患者に対して, 急性期呼吸リハビリテーショ

ン(以下, 呼吸リハ)の酸素化改善効果を検討した.

【対象】2013年1月～2014年12月に, ICU/HCUで挿管

人工呼吸管理された, 呼吸リハ介入前P/F≦200の症例

を対象とした. 人工心肺等で酸素化に補助が入った者,

心原性肺水腫, 小児疾患は除外した.

【方法】対象者背景とP/F比(呼吸リハ開始直前, 1日

後, 2日後, 3日後)を後方視的に検討した. また, 抜

管日のP/F比は抜管前のデータを採用した. 呼吸リハ

内容は, 体位排痰法と徒手的肺過膨張手技を行った.

【結果】全21例(69.29歳, 男女比13：8). 抜管16例,

気管切開3例, 死亡2例. 挿管日数5±3.35日. 原疾患

は心臓血管外科9例, 外科6例, 呼吸器外科2例, 呼吸

器内科2例, 消化器内科1例, 血液内科1例であった.

呼吸リハ介入前P/F比 129.2±37.8, 1日後182.1±90.9

と有意差を認め抜管6例であった. 2日後P/F比は175.2

±70.2, 抜管3例. 3日後P/F比184.1±84.9, 抜管2例で

あった.

【考察】P/F≦200の重症呼吸不全例であっても, 呼吸

リハ介入により酸素化改善効果に関与し早期抜管に繋

げることができたと考える.

急性下壁心筋梗塞患者の長期的なリハ
ビリ継続による心機能の改善例

リハビリテーション科
高田大誠､ 山下倫弘､ 渡邊哲幸
坂 直之

循環器内科
坪井 英之

第1回日本心臓リハビリテーション学会

東海地方会

平成27年10月 岐阜

2012/2/28に胸部痛､ 嘔吐があり近医を受診する｡ AMI

と診断され､ 当院に紹介された｡ Ⅱ､ Ⅲ､ avfでST上

昇あり､ Peek CK：2400｡ PCIを施行し＃３ 100％→

０％ ＃13 80％→０％でIABP挿入しICUに入室｡ 入

院４日目にIABP抜去｡ 入院８日目に一般病棟に転床

し､ 心リハを開始｡ 病棟歩行100mを実施し自覚症状

なし｡ 入院17日目に歩行500m､ エルゴメーター 45w

15分を実施｡ 同日にCPXを施行し､ AT：3,86METS､

PeekVO2：21,7､ VE/VCO2 Slope：33,6であった｡ 入

院18日目に退院し､ 翌週から週に３回の外来リハビリ

でマット上でのレジスタンストレーニングとエルゴメー

ターは45wで20分から開始｡ 現在でも外来リハビリを

継続しており､ エルゴメーターは70wを20分実施して

いる｡ 入院時のCTR：70､ EF：30％､ LVDb：64mm

からそれぞれ１年後にCTR：47％､ EF：52％､ LVDb：

51mmと改善がみられた｡ １年後の CPXではAT：4,18

METS､ PeekVO2：27,5､ VE/VCO2 Slope：32,4とい

う結果であった｡ 本人の日常生活､ 労作時の自覚症状

の改善もみられており､ 外来心臓リハビリ以外でも犬

の散歩を１日に朝・夕に30分実施するなど､ 生活習慣

の是正がみられた｡ 長期的な外来心臓リハビリによる

心機能・運動耐容能の向上がみられ､ 退院後の継続し

たリハビリの必要性・重要性を感じさせる一症例であ

り､ 今後のさらなる効果に期待したい｡

当院リハビリ部門におけるインフル
エンザ等院内感染予防策の取り組み

リハビリテーション科
須貝里幸

感染対策室
田中広司､ 佐藤絢子､ 石郷潮美

呼吸器内科
進藤 丈
第15回東海北陸作業療法学会

平成27年11月 岐阜

【はじめに】総合病院におけるリハビリでは高齢患者､

化学療法などにより免疫力の低下した､ 易感染性患者

のリハビリに携わる機会も多い｡ リハビリ訓練室では､

外来､ 入院患者が同一空間で混在し､ 同時に多くの感

染者を生み出すリスクが高い｡ また､ ベッドサイドを

往来するリハビリスタッフが横断的に病棟間での感染
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を拡大させるリスクも伴う｡ そこで､ 今回当院リハビ

リ部門では､ インフルエンザ等が院内で発生した際に

院内拡大予防策として､ 病棟との連携対応のマニュア

ル化などの対応策に取り組んだので､ 考察を加えて以

下に報告する｡

【予防策の取り組み】１. 感染症に対するリハビリス

タッフの教育 標準予防策､ 感染症概論､ 主な感染症

の各論について学ぶ機会を設けた｡ ２. 擦式手指消毒

薬の個人携行 擦式手指消毒剤の個人携行を義務付け､

手指消毒を徹底した｡ ３. 外部からの来院者への手指

消毒の促し 来室者には手指消毒を促し､ 本人の体調

や家族の罹患の有無などを確認し､ マスクの着用など

促すことで､ 予防に努めた｡ ４. インフルエンザ等病

棟発生時リハビリ対応のマニュアル化｡ 病棟にてイン

フルエンザ発生時､ インフルエンザ発症患者数などを基

に４段階のstepに対応を分類し､ 迅速に対応できるよ

う訓練時のリハビリ対応と病棟対応を並列でまとめた｡

【考察】スタッフは自らが院内感染を伝播させてしま

うリスクの高い職種であることを常に認識しなければ

ならない｡ 感染症の特徴を知り､ 適切な対応で伝播を

防ぐことが重要なため､ 感染症に対するスタッフ教育

は感染拡大予防においては真っ先に取り組むべき事項

であると考える｡ 勉強会を通して感染症への理解が深

まり､ 手指消毒徹底の動機づけとなったのではないか

と思われる｡ 文献によれば､ 感染力の高いインフルエ

ンザ等の流行性感染症の拡大予防には､ リハビリスタッ

フ､ 病棟､ 感染対策室等の多職種と連携し迅速に対応

することが重要とされている｡ マニュアル化によって

迅速な対応が可能となる｡

外来呼吸器リハビリを実施している
患者への4m歩行試験の導入について
～検者内・検者間信頼性について～

リハビリテーション科
平山晃介､ 寺本佳津明､ 西尾美奈
江里健太､ 坂恵理奈､ 河合健太郎

呼吸器内科
安藤守秀

中部学院大学
看護リハビリテーション学部 理学療法学科

三川浩太郎

平松内科・呼吸器内科
小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック

辻村康彦
岐阜県理学療法学会

平成28年３月 岐阜

【目的】呼吸器疾患外来リハビリ患者の定期的な評価

の際に4m歩行試験を導入したいと考えており､ 検者

内信頼性と検者間信頼性について明らかにする｡

【対象者と方法】外来呼吸器リハビリに通院している

状態の安定している患者で､ 本研究に同意の得られた

ものを対象とした｡ 測定項目は､ 性別､ 年齢､ BMI､

FEV1% predicted､ SWT､ 4m歩行速度 (m/s) とした｡

4m歩行速度 (m/s) は別々の日に2人の検者により測

定した｡ 4m歩行速度において検者内および検者間信

頼性について対応のあるt検定､ 級内相関係数 (ICC)

を算出し､ Bland-altman plotで表した｡

【結果】対応のあるt検定では､ 検者内および検者間

の4m歩行速度において優位な差はみられなかた｡ 検

者内および検者間のICCは､ いずれも高い信頼性か確

認された｡ また､ Bland-altman plotにおいても検者内

および検者間に系統誤差はみられなかった｡

【考察】今回の結果から､ 4m歩行試験の検者内およ

び検者間信頼性が高いことが立証された｡

急性冠症候群患者における他の動脈
疾患合併率

診療検査科(画像)
安田 英明､ 奥村 恭己

循環器内科
寺田和始､ 吉田路加､ 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79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【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)患者に動脈硬化スクリー

ニング検査を行い､ どの程度他の動脈疾患が合併して

いるか検証する｡
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【対象及び方法】平成25年1月から26年9月までにACS

と診断された患者210例(男性:171例､ 女性:39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ABIまたは超音波で

スクリーニングした｡

【結果】頸動脈には175例(83%)にIMT肥厚を認め､ 30

例(14%)に50%以上の狭窄を認めた｡ 腹部大動脈瘤は

15例(7%)に認めた｡ 腎動脈狭窄は9例(4%)に認めた｡

下肢閉塞性動脈硬化症は11例(5%)に認めた｡

【考察】欧米では､ 冠動脈疾患における頸動脈や末梢

動脈疾患の頻度は10～30%とされているが､ 本研究で

はそれほど高くなく10%前後であった｡ しかし､ 頸動

脈においてはIMT肥厚のみを含めると83%に認め､ 冠

疾患患者に動脈硬化スクリーニング検査を行うことは

早期の動脈硬化発見につながり有用であると思われた｡

【結語】急性冠症候群患者の他動脈疾患合併率は10%

前後で､ 頸動脈疾患の合併率が最も高かった｡

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､ 竹中和幸､ 高田 賢
近藤 賢洋､ 田中敬介

循環器内科
坪井英之､ 森島逸郎､ 森田康弘
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【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+(SIEM

ENS)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｡

左室拡張能指標E/e’の超音波診断装
置間と検者間再現性について

診療検査科(画像)
井上真喜､ 中村 学､ 安田英明
橋ノ口由美子､ 堀 貴好､ 北洞久美子

循環器内科
森島逸郎､ 坪井英之､ 曽根孝仁
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【目的】近年､ 左室収縮能だけでなく拡張能の重要性

も注目されており､ 当検査室でも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’)比：E/e’をルー

ティンで測定している｡ E/e’は超音波診断装置によ

り測定値に差が生じるといわれているが､ 当検査室で

は複数の超音波診断装置と検者で行っている｡ 今回､

e’およびE/e’の超音波診断装置間と検者間の再現性

について検討した｡

【方法】超音波診断装置間の検討は正常ボランティア

15名(45～63歳：平均年齢53.7歳)にて､ 同一検者､ 3機

種の超音波診断装置(日立アロカ・プロサウンド α7

とα5､ 東芝メディカルシステムズ・Xario)で連続に

計測した｡ 検者間の検討は正常ボランティア15名(22

～62歳：平均年齢42.9歳)にて､ 3人の検者､ 同一超音

波診断装置(プロサウンドα7)で連続に計測した｡ 測
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定条件は統一し､ E､ 心室中隔および左室側壁e’を

3回測定後E/e’を算出し､ 分散分析を行った｡

【結果】収縮能異常､ 拡張能異常を認める例はなかっ

た｡ Eと心室中隔および左室側壁e’､ E/ e’の各測定

値で検定を行なった結果､ 超音波診断装置間ではE､

e’､ E/e’すべてで有意差は認めなかった｡ 検者間で

はEで有意差を認めたが､ e’､ E/e’では有意差を認

めなかった｡

【結語】E/e’の経過観察にはできる限り同一装置・

検者で測定することが望ましいが､ 測定条件を統一す

ることで異なる装置・検者でも再現性があることが示

唆された｡

縦隔内脂肪と心エコーによる左室拡張
指標能の関係

診療検査科(画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 安田英明
橋ノ口由美子､ 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
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

【背景】心筋内脂肪の有無と左室拡張能の関連が報告

されている｡ しかし､ CTによる心筋内脂肪無の証明

にはアーチファクトの問題がある｡ 一方､ 肥満および

腹部内臓脂肪と左室拡張能の関連性も報告されている｡

【目的】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｡

【対象】当院で心エコーと冠動脈CTを同時期に施行

した連続158例

【方法】心エコー：左室拡張能指標であるE波, e’波

(①septal②lateral)を測定した｡ CT：石灰化スコア取得

用単純CTを用い､ ワークステーション上で気管分岐

部レベルの縦隔を囲んだ｡ 脂肪のCT値を-140～-40HU

とし､ 抽出したものを縦隔内脂肪と定義した｡

【検討項目】①縦隔内脂肪量とE/e’(①septal②lateral

③両者の平均)の各々の相関を見た｡ ②対象を2郡に分

け､ 各郡の左室拡張能指標を比較した｡ 対象の縦隔内

脂肪の中央値より, 数値が少ない群を 『脂肪が少ない

群』 , 多い群を 『脂肪が多い群』 とした｡

【結果】①いずれも縦隔内脂肪と明らかな相関を認め

なかった｡ (Spearmanのρ検定)②いずれの項目も2群

間で有意差は認めなかった｡

【結語】縦隔内脂肪と心エコーの左室拡張能指標間に

明らかな関係は得られなかった｡

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､ 坂野信也､ 竹中和幸
市川宏紀､ 高田 賢､ 近藤賢洋
中村祐介､ 北川博文､ 福島智久
第46回岐阜県CT研究会

平成27年５月 養老

【背景】救急患者において ｢切迫するD｣ と判断され

た場合､ secondary surveyを行う際には最優先して頭

部CT撮影が施行される｡ また､ その際に撮影室内で

の急変の可能性もあり､ 可能な限り早く撮影を終え､

初療室に患者を戻す必要がある｡

【目的】位置決め画像の取得を省略することによる頭

部CT撮影時間の短縮効果を検討した｡ また､ その際

に画質に及ぼす影響について検討した｡

【検討対象】撮影A：位置決め撮影あり+non tilt撮影+

自動再構成撮影､ B：位置決め撮影あり+tilt撮影+自動

再構成､ 撮影C：位置決め撮影なし+non tilt撮影+

MPR (Multi Planer Reconstruction)

【方法】①撮影A,B,Cに対して撮影開始から撮影終了､

画像転送までの時間を測定した｡ ②MTF(Modulation

Transfer Function),SD(Standard Deviation), CNR

Contrast-to-Noise Ratio)を測定した｡ MTFはワイヤー

法､ 仮想スリット法を用いた｡ SDは円筒形水ファント

ムを用いて､ 5点平均で算出した｡ CNRは低コントラ

スト評価ファントムを用いて､ CT値+60の球体から算

出した｡ ③臨床画像を用いて5段階視覚評価を行った｡

【結果】撮影Cは撮影終了までの時間は1/2に短縮した

が､ 画像転送までの時間は約23秒大きくなった｡ x方

向, y方向のMTFは､ 撮影Bと撮影Cで低下した｡ SDは

撮影Bでのみ大きくなった｡ CNR､ 視覚評価はいずれ
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の撮影でも同等の傾向であった｡

【考察】画像転送までの時間は長くなるため､ 大きな

所見は撮影中もしくは自動再構成画像で評価する必要

があると考える｡ 画質の低下は認めるが､ 視覚評価の

結果より, 脳実質の観察には影響のない範囲である｡

また位置決め画像を取得しないことにより､ ヘアピン

や義歯の有無などを確認できないことや､ CT-AECが

使用できないこと､ 撮影範囲 (被曝線量) の増加が懸

念される｡

【結語】位置決め画像取得の省略により､ 頭部CT撮

影に要する時間を1/2に短縮することが可能であった｡

スペックルトラッキング法と心電図同
期心筋SPECTを用いた左室同期不全
指標の関係

診療検査科(画像)
中村 学､ 奥村恭己､ 安田英明
橋ノ口由美子､ 井上真喜､ 堀 貴好
北洞久美子､ 丹羽文彦

循環器内科
曽根孝仁､ 坪井英之
日本超音波医学会第88回学術集会

平成27年５月 東京

【目的】今回､ 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より客観的

な心電図同期心筋SPECT(GMPS)による指標について

その関係を検討した｡

【対象および方法】同時期に2DSTとGMPSを施行し

た重症心不全患者21例を対象とし､ 2DSTは傍胸骨左

縁左室短軸断層像にて､ 左室の6領域について左室短

軸方向ストレイン曲線を作成した｡ 左室同期不全の指

標は､ 前壁中隔と後壁の2領域におけるストレイン曲

線にてそれぞれ最大ストレイン値となる時相の差

(Radial Strain Delay Index：RSDI) および 6領域間の

最大時相差(MRSD)､ 6領域それぞれの最大ストレイン

値となる時相の標準偏差(SDRSD)を算出した｡ GMPS

は99mTc製剤を用いR-R16分割で収集後､ Heart Function

View(HFV)にて左室を17領域に分割し各領域の容量曲

線を作成した｡ 各領域の容量曲線にて､ それぞれQ波

から収縮末期までの時間(TES)を計測した｡ また､ ヒ

ストグラムによる位相解析を行った｡ 左室同期不全の

指標は､ 17領域のTESの標準偏差(SPECT-DI) および

Phase SDとヒストグラムバンド幅を用い､ 2DSTの各

指標との相関をみた｡

【結果】1. RSDIはSPECT-DIと相関関係を認めなかっ

たが､ Phase SDとヒストグラムバンド幅とは有意な正

の相関を認めた｡ 2. MRSDはSPECT-DIと相関関係を

認めなかったが､ Phase SDとヒストグラムバンド幅

とは正の相関を認めた｡ 3. SDRSDはSPECT-DIと相

関関係を認めなかったが､ Phase SDとR=0.51ヒスト

グラムバンド幅とはR=0.51と有意な正の相関を認めた｡

【結論】2DSTを用いた左室同期不全の各指標は､

GMPSによるPhase SDとヒストグラムバンド幅と関係

があることが示唆された｡

頸動脈超音波検査と甲状腺疾患

診療検査科(画像)
安田英明､ 奥村恭己

循環器内科
寺田和始､ 吉田路加､ 井上陽介
森田康弘､ 上杉道伯､ 坪井英之
曽根孝仁
日本超音波医学会第88回学術集会

平成27年５月 東京

【目的】頸動脈超音波検査時に､ どの程度甲状腺疾患

に遭遇するか検証する｡

【対象】2014年1月から10月までに頸動脈超音波検査

が行われた668例(男性:472例､ 女性:196例)を対象とし

た｡ 年齢は27～96歳(平均71.6歳)

【方法】男女別に以下の項目について調べた｡ (1)主

たる検査目的の頸動脈に20%以上の狭窄性病変がどの

程度あるか調べた｡ (2)どの程度甲状腺疾患に遭遇す

るか､ びまん性､ 結節性､ 単純嚢胞､ 石灰化のみに分

けその頻度を調べた｡ (3)甲状腺疾患を認めた症例に

ついては､ 過去に甲状腺の検査を受けたことがあるか

どうか調べた｡

【結果】(1)頸動脈病変は男性228例48%､ 女性60例31

%に認めた｡ (2)甲状腺疾患は男性138例29%､ 女性111

例57%に認めた｡ 疾患内訳は男性ではびまん性が25例

(18%)､ 結節性が48例(35%)､ 単純嚢胞が61例(44%)､
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石灰化のみが4例(3%)であった｡ 女性ではびまん性が

13例(12%)､ 結節性が61例(55%)､ 単純嚢胞が36例(32

%)､ 石灰化のみが1例(1%)であった｡ 結節性病変の内

男性3例､ 女性5例に穿刺吸引細胞診が行われた｡ その

結果乳頭がんと確定診断されたものを男女1例ずつ認

めた｡ また､ 乳頭がん疑いとされたものを女性に1例

認めた｡ (3)過去の甲状腺検査歴は男性で4例､ 女性で

5例しかなかった｡

【考察】甲状腺悪性腫瘍の発見率は､ 超音波による検

診で0.1～1.5%とされている｡ 今回頸動脈超音波検査

を契機に発見された甲状腺乳頭がん､ および乳頭がん

疑いとされたものは全体の0.45%で､ 甲状腺がん検診

での悪性腫瘍発見率と同程度であった｡ このことより､

頸動脈超音波検査時に甲状腺も同時に観察することは､

甲状腺がんの早期発見につながり有意義であると思わ

れた｡

【結語】頸動脈超音波検査時に甲状腺異常に遭遇する

頻度は､ 男性で3割程､ 女性では6割程あり､ 甲状腺も

意識して検査することの有用性が示唆された｡

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
橋ノ口由美子､ 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
日本超音波医学会第88回学術集会

平成27年５月 東京

【背景】近年左房容積は､ 心不全の指標として注目さ

れている｡ 当院でもカテーテルアブレーション術前後

の心機能評価に､ 2次元心エコー法 (以下､ UCG) に

よる左房容積測定を始めた｡ しかしながらUCGによ

る左房容積測定値は､ 心電図同期造影CT (以下､ 心

臓CT) のそれと比較し過小評価になると報告されて

いる｡

【目的】今回､ UCGと心臓CTの左房容積測定値を比

較検討した｡

【対象】左房容積測定値の比較：平成26年4月1日から

8月31日までに当院でカテーテルアブレーション術前

にUCGと心臓CTを同日に施行した連続41例 で､ 平均

年齢64.8歳 (中央値：69歳)､ 男女比29：12

【方法】左房容積測定値の比較 UCG：左房容積測定

は､ 2断面(心尖部四腔像, 二腔像)よりModifid Simpson’s

Methodにて算出した｡ 心周期位相は､ いずれも収縮

末期とした｡ 心臓CT：収縮末期で画像再構成した

Volume dataを用いて､ Workstationで左房をROI (Region

of interest) で囲み抽出した (左心耳､ 両肺静脈は含

まない) ｡

【結果】左房容積測定値の比較 UCGと心臓CTの左房

容積測定値は､ R=0.84の良い相関を示した｡ しかしな

がらBland-Altman法にて､ UCGは心臓CTに比し過小

評価で､ 左房容積が大きくなるほど測定値誤差は有意

に増大した｡ (P<0.05)

【考察】今回容積測定に用いたModifid Simpson's

Methodは､ 対象を楕円形と仮定した測定法であり､

複雑な構造・形状を有する左房の容積測定には限界が

あると考えられた｡

【結語】2次元心エコー法による左房容積測定は､ カ

テーテルアブレーション術前後の心機能評価に簡便な経

過観察法として有用である可能性が示唆された｡ しか

しながら､ 左房容積が大きい例には注意が必要である｡

Volume Navigationを用いた造影モー
ドfusion imagingの有用性

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 辻 望､ 安田 慈
橋ノ口信一､ 今吉由美､ 日比敏男

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88回学術集会

平成27年５月 東京

【はじめに】当院では､ 造影エコー検査時にリファレ

ンス画像と造影画像の2画面表示で行っている｡ GEヘ

ルスケア・ジャパン社製のLOGIQ E9 with Xdclearに

搭載されている造影手法のLow MIモードは､ 高分解

能な画像を提供してくれるが､ リファレンス画像を使

用できないため対象病変を見失う症例を経験した｡ ま

た通常のAM (Amplitude Modulation) 法を用いた造
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影モードのリファレンス画像は分解能が悪く対象病変

の認識が困難な症例が多い｡ その場合はVolume

Navigationを用いて通常B-mode像やCT､ MRI像をリファ

レンス画像とし､ 造影手法であるAM法やLow MIモー

ドとfusionし2画面表示で造影エコー検査が可能である｡

【対象】2014年7月から11月の間に肝腫瘤性病変に対

して造影エコー検査を行った195症例中､ リファレン

ス画像が認識困難でVolume Navigationを用い造影モー

ドとfusionを行った28症例32結節である｡ 内訳は､ US-

MRI fusion 26結節 US-US fusion 3結節 US-CT

fusion 3結節､ 平均腫瘍径13.8㎜ (6～36㎜) である｡

【方法】Volume Navigationを用いて通常のB-mode像

やCT､ MRI像をリファレンス像としてAM法やLow

MI法を用いた造影エコーモードとfusionして造影エコー

検査を行った｡

【結果】Volume Navigationを用いた造影モードfusion

imaging 28症例31結節中､ 25症例28結節 (90％) はリ

ファレンス画像で対象病変を参照しながら造影エコー

が可能であった｡ 2症例2結節 (6.5％) は参照可能で

あったが造影エコーは染影不良で評価できなかった｡

1結節 (3.5%) は存在位置の関係で描出できなかった｡

【考察】最近のCT､ MRIの画像検査の進歩に伴い小

さな肝腫瘤が検出されるようになっている｡ 特に肝細

胞癌ではその背景に肝硬変を伴っていることが多く､

超音波検査での小さな腫瘤の同定に難渋する場合は､

当然リファレンス画像も描出不良であり造影エコー検

査が難しくなる｡ このような場合にVolume Navigation

を用いた造影モードfusion imagingは､ 対象病変のリ

ファレンス画像として非常に有用な手法であると思わ

れる｡

肝癌のRFA治療効果判定における
US fusion imagingの有用性

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 辻 望､ 安田 慈
橋ノ口信一､ 堀 優､ 日比敏男

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88回学術集会

平成27年５月 東京

【はじめに】肝癌の局所療法であるラジオ波凝固療法

(Radiofrequency ablation:RFA) の効果判定は客観性の

あるCT (Computed Tomography) 検査やMRI (Magnetic

Resonance Imaging) 検査が用いられることが多い｡

しかし実際のRFAは超音波ガイド下で行われており､

追加治療を考慮する上でも造影エコー検査によるRFA

効果判定がなされることが理想である｡ RFA後の肝癌

はB-mode像では不明瞭になることが多く､ またソナ

ゾイドによる染影が腫瘍染影か治療後による変化かど

うか悩ましい症例を経験する｡ そこで今回我々は､

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､ RFA

前のB-mode像とRFA効果判定時の造影エコー像と

fusionしRFAの効果判定を行ったので報告する｡

【対象】2014年11月から12月の間に肝細胞癌のRFA治

療効果判定に造影エコー検査がなされた6症例7結節で

ある｡ 男性4例､ 女性2例､ 平均年齢74.3歳 (67～87歳)､

平均腫瘍径12.6㎜ (9～18㎜) である｡

【方法】RFA直前に患者の胸部にVolume Navigation

Reference Sensorを装着し､ 治療対象となる結節を含

めてC1-6プローブを用い一方向にsweep scanし3D画像

情報を収集した｡ その後fusion同期位置情報を保存し､

3D画像情報を収集したプローブの位置を患者にマー

キングした｡ 数日内に行われた造影エコー検査時に収

集した3D画像情報を読み込み､ 造影エコー像とfusion

して結節の位置と焼灼範囲の評価を行った｡ 治療効果

判定は､ ソナゾイドにより肝実質が十分染影された時

相で評価し､ 焼灼範囲内に腫瘍染影がみられずかつ焼

灼範囲径が結節径よりもXYZ軸方向で10㎜以上の場

合を効果良好とした｡

【結果】Volume Navigation Reference Sensorを装着し､

情報収集したプローブの位置をマーキングすることで

効果判定造影エコー検査時に容易にfusion可能であっ

たが､ １例は結節の位置がS8辺縁の症例で､ 術前の

3D画像情報が取得できずCTでの効果判定がなされた｡

術前の3D画像情報が取得できた5症例6結節はRFAの

効果は良好であり､ このうち5症例中4症例はCTもし

くはMRIにて同時期に効果判定がなされており､ いず

れも効果良好であった｡
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当院におけるCTコロノグラフィーの
導入から現状について

診療検査科(画像)
恒川明和､ 竹島賢治､ 伊藤益弘
藤原 宏

放射線科
曽根康博

消化器内科
熊田 卓､ 久永康宏､ 北畠秀介

健康管理センター
武田 功

第10回消化管CT技術研究会

平成27年５月 東京

【目的】CTコロノグラフィー (以下CTC) 検査は､

保険適応となり全国的に普及した｡ 当院でも2013年に

導入され､ 一般診療と人間ドックでCTCを行っている｡

今回われわれは4体位撮影と撮影条件の検討を行った

ので当院のCTCの現状とともに報告する｡

【対象】導入から2015.3.16現在のCTC施行125名(2体

位42名､ 4体位83名)

【方法】撮影体位は､ 腹臥位と仰臥位に両側臥位を加

えた4体位で撮影を行い､ 2体位と4体位を比較した｡

また体位数増加に伴う線量増を考慮し､ 撮影条件を再

検討した｡ なお､ 4体位と2体位の患者の受容性アンケー

トを比較した｡

【結果】撮影体位を増加することにより､ 2体位で評

価不能だった部位が観察可能となり診断能は向上した｡

総線量は､ 当初2体位を30､ 60eff.mAsの平均3.0mSv

で撮影していた｡ 4体位に伴い15､ 60､ 15､ 15eff.mAs

と更に低線量で平均3.6mSvで撮影していた｡ しかし

読影の際に画質の劣化が目立ったため､ 画質のノイズ

低減のため現在は30､ 60､ 30､ 30eff.mAsの平均5.12

mSvと少し線量をあげて撮影している｡ 受容性のアン

ケートは､ 2体位と4体位撮影でいずれも普通ないし楽

という回答であった｡

【考察】撮影体位増加による受容性に明らかな差は認

めなかった｡ 2体位から4体位に増やすことにより多発

憩室､ 前投薬不可､ 体位変換困難などの症例の読影が

容易になった｡ CTC検査は高齢者や､ 注腸・内視鏡施

行困難症例にも負担が少なく､ 大腸疾患スクリーニン

グや精査の適応が広げられる検査法であると考える｡

救急外来における冠動脈CTの有用性

診療検査科(画像)
市川宏紀､ 野田孝浩､ 田中敬介
福島智久

救命救急部
山口 均
第18回日本臨床救急医学会総会・学術大会

平成27年６月 富山

【目的】当院では夜間休日においても急性冠症候群

(ACS)を否定できない胸痛患者に対し積極的に冠動脈

CTA(CCTA)を施行している｡ 今回救急でのCCTAが患

者在院時間にどの程度寄与しているか検討したので報

告する｡

【方法】対象は2012年1月～2014年8月までの期間で救

急外来において胸痛を主訴にCCTAを施行された104

症例｡ 比較対象はCCTAを行わずCAGを行った症例｡

実際にACSであった症例(ACS群)､ ACSではないが入

院加療となった症例(非ACS群)､ 帰宅可能であった症

例(帰宅群)の在院時間を検討した｡ 帰宅群には関して

平日日勤帯検査群と夜間休日帯検査群の在院時間の比

較も行った｡

【結果】CCTAが施行された症例の56％が帰宅可能で

あった｡ 平均在院時間はACS群で207時間､ 非ACS群

で192時間､ 帰宅群は4.7時間､ CAGのみ行ったものは

39時間であった｡ 平日日勤帯と夜間休日帯の比較では

在院時間に有意差は見られなかった｡

【考察】経過観察入院や高侵襲検査の必要性が考慮さ

れた患者がCCTAによってACSが否定され速やかに帰

宅可能となるケースが多くなることが示唆される｡ 時

間内と時間外の在院時間に有意差がなかったことで検

査の質が保たれていることが示唆される｡

【結語】救急でのCCTAは胸痛患者の在院時間に寄与

する可能性が示唆された｡

時間外救急診療における放射線技師の
CT読影レポートに対する医師の意識
調査

診療検査科(画像)
福島智久､ 市川宏紀､ 田中敬介
野田孝浩
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救命救急部
坪井重樹､ 久保寺敏､ 山口 均
第18回日本臨床救急医学会総会・学術大会

平成27年６月 富山

【目的】我々は第16回本会において ｢時間外救急にお

ける放射線技師によるCT読影補助の効果｣ について

報告した｡ そこで放射線技師(以下技師)による一次読

影レポート(以下レポート)の有効性について時間外救

急診療を担う研修医と救急専従医にアンケートを行い､

レポートが救急診療においてどのような位置づけにあ

るか調査した｡

【方法】救急専従医3名､ 1年目研修医18名､ 2年目研

修医17名を対象に技師のレポートに関するアンケート

を行った｡

【結果・考察】全体として技師によるレポート作成に

は寛容的であった｡ ｢作成者によるレポートの差を感

じるか｣ ｢診断が食い違った場合どちらを参考にする

か｣ の質問では経験年数により差を生じる傾向があり､

医師自身の読影能力の向上による変化と思われた｡

｢レポートによる医師側のデメリットはあるか｣ の質

問では全員がないと答えたが､ レポートにより研修医

の読影能力成長の妨げになるのを危惧している救急専

従医もいた｡ 医師､ 技師共により確実な診断､ 業務補

助を行うためには臨床所見と画像評価のお互いの情報

を共有する必要があると思われた｡

【結語】技師のレポートはマンパワーの不足した時間

外救急診療において効果的であった｡

1993年にコバルト照射装置に変わって
導入された愛着ある旧三菱社製 ML-
15MDXとの別れと廃棄作業について

診療検査科(画像)
松山哲也､ 高木 等､ 岩本康史
山崎希世
第58回岐阜県治療技術研究会

平成27年６月 岐阜

【目的】放射線治療装置は平均で10～12年程度で､ 機

器更新による廃棄が一般的であると考えられるが､ 様々

な事由により､ 一定でないことが通例である｡ 他､ 廃

棄時に留意しなければならない点として､ 放射化廃棄

物の処理の問題があるが､ 核医学分野および放射線治

療分野における放射化廃棄物の処理は､ 厳しい法律に

則って､ 対応しなければならないので､ 十分な知識と

院内の理解が必要である｡ そのため､ 当院で実際にあっ

た廃棄の事例をまとめ､ 廃棄時の手順や注意点が理解

しやすいようまとめ､ 次の廃棄時や他院でもスムーズ

に廃棄業務が出来るようにする｡

【方法】旧放射線治療装置 (三菱社製ML15-MDX)

の廃棄に関する一連の作業について､ 写真をとりつつ､

関連法令や書類をまとめ､ スライドにし提示した｡

【結果】東日本大震災以降､ 放射線関連廃棄物処理が

難しくなったこと､ 廃棄を実施する時期は､ 計画的に

決定する必要がある｡ 十数年毎に施行される作業を大

切に記録保管することが必要｡ 装置の導入および廃棄

に関する知識は､ 若い頃より習得必要｡ 診療放射線技

師の責務は､ 導入計画 (建設も含む)､ 導入実施から

廃棄作業､ その後までのトータルの管理業務であるこ

とである｡

【結論】廃棄時の書類を残し､ まとめることで､ 次の

世代が廃棄時にスムーズに処理できるようにまとめ､

廃棄時の様子を写真に残すことにより､ 多くの人と内

容を共有できるようにした｡

Discovery MR750w3.0T MRIの導入
から使用経験

診療検査科(画像)
若畑 茜､ 小川定信､ 高橋健一
後藤竜也､ 太田莉乃
第53回MR技術研究会

平成27年６月 岐阜

【はじめに】平成27年度に当院初のGE社製3.0T MRI

装置が導入された｡ その導入から現在までの使用経験

を報告する｡

【使用機器】・3.0T装置 GE社製 Discovery MR750w

【内容】・以前の装置(東芝社製 VISART EX 1.5T)

の廃棄から新規装置の地下への設置過程

・3.0T装置設定当初の画像から､ 改善後の画像｡

・3.0Tでの新規撮像法で有用であった症例｡

・MRエラスト｡

【まとめ】今回導入された3.0 T MRIは当院精鋭の機
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械として稼働しており､ 多くの診療科から本装置での

撮像依頼を受けており､ 検査内容も3.0T特有のもので

ある｡ まだ3.0T装置では未経験な検査も多い為､ 苦難

する点も現れてくると思われるが､ 画像診断により有

用な撮像を行うために今後さらなる撮像条件の見直し

を行っていきたい｡

造影エコー検査におけるVolume
Navigationを用いたfusion imaging
の有用性

診療検査科(画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 辻 望

診療検査科(検査)
今吉由美､ 安田 慈､ 日比敏男

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
第16回東海腹部造影エコー研究会

平成27年６月 名古屋

【はじめに】当院では､ 造影エコー検査時にリファレ

ンス画像と造影画像の2画面表示で行っている｡ GEヘ

ルスケア・ジャパン社製のLOGIQ E9 with Xdclearに

搭載されている造影手法のLow MIモードは､ 高分解

能な画像を提供してくれるが､ リファレンス画像を使

用できないため対象病変を見失う症例を経験した｡ ま

た通常のAM (Amplitude Modulation) 法を用いた造

影モードのリファレンス画像は分解能が悪く対象病変

の認識が困難な症例が多い｡ その場合はVolume

Navigationを用いて通常B-mode像やCT､ MRI像をリファ

レンス画像とし､ 造影手法であるAM法やLow MIモー

ドとfusionし2画面表示で造影エコー検査が可能である｡

【対象】2014年7月から2015年3月の間に肝腫瘤性病変

に対して造影エコー検査を行った369症例中､ リファ

レンス画像が認識困難でVolume Navigationを用い造

影モードとfusionを行った45症例63結節である｡ 内訳

は､ US-MRI fusion54結節､ US-US fusion 3結節､ US-

CT fusion 6結節､ 平均腫瘍径13.2㎜ (6～36㎜) である｡

【方法】Volume Navigationを用いて通常のB-mode像

やCT､ MRI像をリファレンス像としてAM法やLow

MI法を用いた造影エコーモードとfusionして造影エコー

検査を行った｡

【結果】Volume Navigationを用いた造影モードfusion

imaging 63結節中､ 59結節 (94%) はリファレンス画

像で対象病変を参照しながら造影エコーが可能であっ

た｡ 2結節 (3%) は参照可能であったが造影エコーは

染影不良で評価できなかった｡ 2結節 (3%) は存在位

置の関係で描出できなかった｡

【考察】最近のCT､ MRIの画像検査の進歩に伴い小

さな肝腫瘤が検出されるようになっている｡ 特に肝細

胞癌ではその背景に肝硬変を伴っていることが多く､

超音波検査での小さな腫瘤の同定に難渋する場合は､

当然リファレンス画像も描出不良であり造影エコー検

査が難しくなる｡ このような場合にVolume Navigatio

nを用いた造影モードfusion imagingは､ 対象病変のリ

ファレンス画像として非常に有用な手法であると思わ

れる｡

ハーフ再構成, フル再構成における
面内空間分解能の変動について

診療検査科(画像)
高田 賢､ 坂野信也､ 竹中和幸
市川宏紀､ 近藤賢洋
第3回日本CT技術学会

平成27年６月 東京

【目的】ハーフ再構成 (以下, HF) とフル再構成 (以

下, FL) における面内空間分解能の変動の程度を測定

し, サブトラクション 冠動脈 computed tomography

angiography (以下, subCCTA) に適した画像再構成法

を明らかにすること.

【方法】320 列CT 装置を使用し, 60 mm off-center

に配置したワイヤーファントムを, 管電圧 120 kV,

管電流 500 mA, 回転時 間 0.35 s, field of view

(FOV) 240 mmにて撮影した. FOV 50 mm, 再構成

関数FC13で拡大再構成を行い, 仮想スリット法 にて

modulation transfer function (MTF) を算出した. 再

構成位相を44 msずつ変化させることにより, X線管

球位置を約 45° ずつ変化させた画像を取得し, HF,

FL それぞれにて, 各位相におけるMTF, 平均MTF,

0 msのMTFに対する各位相の相 対値を算出した. ま

た, 模擬ステントの差分画像に対し, ミスレジストレー
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ションの多寡についての視覚評価を行った.

【結果】平均 MTFはHF, FL でほぼ一致した. HF

はFL に比し再構成位相による変動が大きく, 0.2

cycles/mmにおいて, 最大 MTFと最小 MTFの差は,

HFで0.04, FL で0.01となった. 視覚評価は評価者全

員が HF のミスレジストレーションが大きいとし,

統計学的有意差を認めた. 本研究結果より, subCCTA

において, HF では空間分解能の変化によるミス レ

ジストレーションが含まれることが明らかとなった.

NICUにおけるFPDの使用経験

診療検査科(画像)
吉田芽以､ 伊藤益弘､ 藤原 宏
竹島賢治､ 恒川明和､ 浦崎昇平
松岡洋慶､ 矢代真理子､ 山中一輝
遠藤斗紀雄
第24回岐阜県診療放射線技師医療情報研究会

平成27年７月 関

当院では､ 昭和63年4月にNICUが開設し､ 当初からポー

タブル撮影が行われている｡ 平成26年3月にFlat Panel

Detectorシステム(以下FPD)一体型のポータブル装置が

導入され､ 現在撮影を行っている｡ FPD一体型ポータ

ブル装置を使用した現状と､ 当院で考案したFPDの活

用法を報告する｡

以前のCRシステム使用時は､ RIS端末がNICUに常

設されておらず､ 一般撮影室でRISからPDAに患者情

報を転送していた｡ カセッテは複数枚必要であり､ 画

像処理は､ 一般撮影室または救急に設置されている処

理装置を使用するため､ 画像確認まで時間がかかって

いた｡ それに対し､ FPD化した現在では､ RIS端末が

NICU に常設されており､ 情報転送が迅速になった｡

カセッテはFPD１枚のみで､ 画像処理もその場で行え

るという利点もある｡ また､ FPDの活用法として連続

撮影を行った｡ 透視室までの移動が困難な､ 胎便栓症

候群疑いの新生児に対し､ FPDを用いて注腸造影を行っ

た｡ カセッテの入れ替えをすることなく､ 15秒程度の

間隔で繰り返し撮影を行う事ができた｡ 大腸への造影

剤の流れが経時的に観察可能で､ 明らかな胎便栓がな

いことが確認された｡ 専門医師からは､ 透視室への移

動をすることなく瞬時に画像が確認できるため処置が

早く行え､ 大変有用である､ と好評であったが､ 撮影

間隔が長いという問題点も挙げられた｡

ポータブル装置とFPDを一体化することで､ 様々な

活用ができ､ NICU撮影において有用であった｡

時間外緊急検査の対応に関する
アンケート報告

診療検査科(画像)
市 川 宏 紀
第3回岐阜救急画像技術セミナー

平成27年７月 大垣

岐阜県内の救急を担う主要13施設に時間外緊急検査の

対応に関するアンケートを行った｡ 回収率は100％｡

【CTに関して】呼出は特殊検査以外なし｡ 頭部CTA

は全施設対応｡ 冠動脈CTに対応している施設もある｡

小児検査時に鎮静を考慮する施設は半数以上｡ 妊婦検

査は行わない施設が多い｡ PM植込み患者でもCTは行っ

ているが何も行わない施設が半数｡

【MRIに関して】頭部MRIに関しては全施設当直(夜

勤)者で対応可能｡ 当直者で対応できない検査もあり､

6割の施設で呼出体制はあり｡ 頭部､ 脊髄､ MRCPは

半数の施設で対応可能｡ 造影MRIに対応している施設

は半数｡

【血管造影に関して】呼出で対応している施設がほと

んど｡ 検査件数や対応可能検査は施設により偏りあり｡

緊急血管造影業務においてはだいたい5～7名のスタッ

フで対応｡ 始業点検やフレミングなど機器操作に関わ

る業務以外にも会計処理や手技入力を行う施設も多く

見られた｡ 以上を報告した｡ 各施設､ 緊急検査に対応

するため､ 努力・工夫がみられた｡

術前化学療法によって著効した１例

診療検査科(画像)
片岡 咲､ 日比野幸子､ 辻 望
堀 優

外 科
亀井桂太郎
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診療検査科(検査)
今吉由美､ 高田彩永
岐阜県放射線技師会乳房画像研究会

平成27年７月 岐阜

症例は27歳女性｡ 右乳房にしこりを自覚し当院受診さ

れた｡ 疼痛や異常分泌物はなかった｡ マンモグラフィ

にて右FADを認め､ 超音波にて同部位に19㎜の縦横比

の小さな低エコー腫瘤を認めた｡ 経過観察として受診

した3ヶ月後､ 35㎜とサイズアップしており､ 内部に

嚢胞性成分を認めた｡ 造影MRIでは被膜のような帯状

構造を伴い､ 一部壊死と思われる嚢胞性成分を含む腫

瘤が認められた｡ 辺縁には間質浸潤や乳管内進展を示

唆する濃染パターンが示され､ 浸潤性乳管癌が疑われ

た｡ 病理生検にて浸潤性乳管癌の所見であった｡

腫瘤径が大きく､ 全摘が第一選択であったが､ 患者の

年齢を考慮し､ 術前薬物療法により腫瘤を縮小させ､

可能であれば部分切除を行うこととなった｡ この症例

ではホルモン感受性､ ハーセプチン受容体ともに陰性

だったため､ 術前化学療法が実施された｡

術前化学療法後にはMRIで認識困難なほど､ 腫瘤は縮

小した｡ そのため部分切除が可能となり､ 乳房温存と

なった｡ 手術検体にはviableな腫瘍細胞は同定されず､

瘢痕化した組織がみられ､ 術前化学療法の著効が示さ

れた｡ 術前化学療法が著効し､ 乳房温存が可能となっ

た症例を経験したため報告した｡

副腎シンチ

診療検査科(画像)
丹 羽 文 彦
第46回岐阜核医学談話会

平成27年８月 大垣

症例は38才､ 女性で 既往歴, 家族歴は特記すべきこ

となし｡ 現病歴は胸から左側腹部痛が出現し､ 寝る事

が出来なくなり､ 当院救急受診した｡ 救急での単純

CTで､ 左副腎腫瘍を指摘され､ その後精査となった｡

CTでは左副腎の位置に境界明瞭で内部均一な腫瘍を

認めた｡ 腹部超音波では､ 脾臓の下部に､ 境界明瞭で､

内部が低エコ－主体のやや不均一な腫瘍を認め､ ドプ

ラにて腫瘍辺縁に拍動波を認めた｡ MRIでは内部は不

均一でT1は全体的にhypo､ 中心部hyper､ T2では辺縁

に被膜様のhypo その内側にrim状にsl hyperを呈して､

中心部がhypoである｡ 辺縁は平滑で､ 胃や脾臓､ 腎臓

など周囲臓器との境界明瞭であり､ 出血を伴った腫瘍

性病変を考えられた｡ 内分泌学的検査では､ 尿中ｱﾄﾞﾚ

ﾅﾘﾝ12.7μg/day, 尿中ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ202.5μg/day, 血清アル

ドステロン (ALDS) 329.1pg/mlと高値であった｡ 123

I-MIBGシンチでは明らかな集積は認められない｡ 18

FDG-PET/CTでは左副腎付近に副腎とほぼ等濃度の腫

瘤を認め､ 内部は不均一で､ 淡いFDG集積 (SUVmax:

3.11) を認められた｡ 病理組織診断においてadrenal

cortical carcinoma (副腎皮質癌) であった｡

【考察】副腎皮質癌は､ 副腎皮質から発生する上皮性

悪性腫瘍で､ 副腎皮質腫瘍の5～10%程度であり､ 100

万人に0.5～2人の発症頻度で､ 全悪性腫瘍の0.02%程

度のごく稀な悪性腫瘍である｡ 男女比では若干女性が

多く､ 患側については左右差はみられない｡ 年齢分布

は10歳以下と40歳代にピークのある二層性を示す｡ 画

像所見では大型 (直径>5cm) で腫瘤辺縁の不整､ 内

部の不均一がみられる｡ 副腎皮質シンチグラフィでは､

アイソトープの巨大副腎皮質癌への取り込みが必ずし

も高濃度とはならない｡ CTでは腫瘍壊死に伴う石灰

化や中心部低吸収域を認めることがある｡ MRIではT1

強調画像で低信号､ T2強調画像で等～高信号を呈す

ることが多い｡

下肢静脈超音波検査を契機に発見され
た外腸骨動脈仮性動脈瘤の１例

診療検査科(画像)
安田英明､ 片岡 咲､ 堀 優
堀 貴好

循環器内科
寺田和始､ 坪井英之
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

症例は70歳代の女性で､ 1995年に両側の人口股関節置

換術が施行され､ 2005年に右の再置換術後に肺塞栓血

栓症を発症し､ 永久留置型の下大静脈フィルターが留

置されている｡ 今回Dダイマー高値にて下肢静脈超音

波検査が行われた｡ 大伏在静脈と総大腿静脈の合流部

に小さな血栓を認めたが､ それより中枢側の血管走行
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が不明瞭で､ 呼吸性変動も確認できなかった｡ そこで

骨盤内の検索を行ったところ､ 左外腸骨動脈の前方外

側に74×65mmの無エコー域を認めた｡ カラードプラ

にて同部位にto-and-fro血流を認め､ 仮性動脈瘤が疑

われた｡ 翌日造影CTが行われ､ 外腸骨動脈の仮性動

脈瘤と診断された｡ 後日瘤切除+F-Fバイパス術が行

われた｡ 今回の症例を経験して､ 下肢静脈の検査で､

呼吸性変動が確認できなかったり､ 血管の走行が不明

瞭な場合は､ 下肢だけで検査を終えるのではなく､ 骨

盤内も検索することの重要性を再認識した｡

LOGIQ E9とAixplorerを用いた
Shear Wave Elastographyと肝線
維化スコアとの比較

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 辻 望､ 今吉由美
橋ノ口信一､ 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
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【目的】LOGIQ E9とAixplorerにおける Shear Wave

Elastographyと肝線維化スコアとの比較を行ったので

報告する｡

【方法】対象は両装置で肝硬度を測定した患者368例

で性別 (男性/女性) は177例/191例､ 年齢は69.9±

10.5歳であった｡ 検討項目は装置間の弾性値の比較､

肝線維化スコア (FIB-4 index､ APRIおよびForns

index) との比較､ 各装置で測定不能であった要因を

検討した｡

【結果】弾性値の平均(±SD)はLOGIQ E9が9.86±

3.67kPa､ Aixplorerが11.3±6.04kPa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｡ 各肝線維化スコアとの相関は比較的良好

であった｡ 両装置で測定困難であったものは8例､

LOGIQ E9のみ困難例は2例､ Aixplorerのみ困難例は

10例であった｡ 要因としては肝右葉が委縮し観察範囲

が狭い､ 表面-肝距離が大きいなどが挙げられた｡

C型慢性肝炎線維化非進行例における
Shear Wave Elastography測定の
留意点

診療検査科(画像)
橋ノ口 信一､ 乙部 克彦､ 辻 望

診療検査科(検査)
今吉由美､ 安田 慈､ 日比敏男

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36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【目的】近年, 慢性肝疾患におけるShear Wave

Elastography (SWE) を用いた肝硬度の測定は肝線維

化の指標として有用であることが報告されている. し

かし, SWEの弾性値は肝の炎症や黄疸, うっ血など

の影響を受けるとされている. 今回, C型慢性肝炎

(CHC) 線維化非進行例においてSWE測定時の留意点

を検討した.

【方法】対象は当院で肝生検が施行され､ 線維化ステー

ジがF0-2, かつ同時期にSWEを用いて肝硬度を評価し

たCHCの患者51例を対象とした. 年齢61 (24-78) 歳,

性別 (男性/女性) は20例/31例であった. 新犬山分類

による線維化staging (F0/F1/F2) は3例/34例/14例, 壊

死・炎症grading (A0/A1/A2/A3) は1例/35例/14例/1例

であった. AST：36 (9-337) IU/I, ALT：36 (9-337)

IU/I, 総ビリルビン：0.6 (0.3-2.2) mg/dl, AFP：3.9

(1.2-64.0) ng/mlであった. これらの症例に対して,

壊死・炎症grading, AST, ALT, 総ビリルビン, AFP

と肝硬度の関連について検討した.

【結果】 (1) 全体の肝硬度は7.4 (4.2-23.2) kPaであっ

た. (2) 壊死・炎症grading (A0-1/A2-3), AST (35以

下/超), ALT (30以下/超), 総ビリルビン (0.6未満/

以上), AFP (4未満/以上) 別の肝硬度はそれぞれ,

6.4 (4.2-14.9) /11.1 (5.2-23.2) (p=0.005), 5.9 (4.2-

14.3) /8.6 (5.6-23.2) (p<0.001), 5.9 (4.7-14.3) /7.9

(4.2-23.2) (p=0.004), 6.4 (4.2-15.9) /7.9 (4.7-23.3)

(p=0.065), 6.0 (4.2-8.9) /9.4 (4.7-23.2) (p<0.001)

であった. (3) AST, ALT, 総ビリルビン, AFPを投

入因子とした多変量解析 (重回帰分析) ではAST (p<

0.001), ALT (p=0.02), AFP (p=0.04) が肝硬度に関

与する有意な因子として選択された.
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【結論】SWEは慢性肝疾患例において肝生検に代わ

る肝線維化の指標として有用と考えられるが, その解

釈には臨床データ (特にAST, ALTやAFP値) を十分

に考慮して評価することが重要であると考えられた.

経食道心エコーにて左心耳血栓が疑わ
れた症例の検討

診療検査科(画像)
井上真喜､ 中村 学､ 安田英明
橋ノ口由美子､ 堀 貴好､ 北洞久美子

循環器内科
森島逸郎､ 坪井 英之
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

心房細動(AF)による左房内血栓の約90%が左心耳に形

成されると言われている｡ 経食道心エコー(TEE)で左

心耳血栓が疑われた症例について､ 経胸壁心エコー

(TTE)での評価を検討した｡ 対象は約2年間にTEEを施

行した連続626例で､ TTEにて左房径､ 僧帽弁逆流

(MR)の程度､ もやもやエコー(SEC)および左心耳血栓

の有無を､ TEEにてSEC重症度および左心耳血栓の有

無､ 左心耳血流速度を評価した｡ TEEにて左心耳血栓

が疑われたのは23例(16名)で､ 全例検査時AFであった｡

D-dimerは23例中11例に上昇を認めた｡ TTEでは､ 左

心耳血栓の無い群と疑われた群で左房径およびMRの

程度に有意差を認めず､ SECと左心耳血栓を認めたの

は23例中1例のみであった｡ TEEで血栓が疑われた23

例はSECの重症度がgrade2以下7例､ grade3が3例､

grade4が13例であった｡ 血流速度は30cm/秒以下が17

例であった｡ TTEによる左房径､ MRの程度は､ 左心

耳血栓の有無を予測することはできず､ SECが重症で

左心耳血流速度の低下例では左心耳血栓に注意を要す

ると考えられた｡

縦隔内脂肪容積と心エコー図による
心機能指標の関係

診療検査科(画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 安田英明
橋ノ口由美子､ 井上真喜､ 北洞久美子

循環器内科
森田康弘､ 坪井英之
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【背景・目的】肥満および腹部内臓脂肪と左室拡張能

の関連性が報告されている｡ 今回､ 我々は内臓脂肪の

一つである縦隔の脂肪に着目し､ 心エコー検査で得ら

れる心機能指標との関係をみた｡

【対象】当院で心エコーと冠動脈CTを同時期に施行

した連続30例

【方法・検討項目】縦隔内脂肪の計測はワークステー

ション上で､ 石灰化スコア取得用単純CT画像を用い

て計測した｡ 脂肪のCT値は-140～-40HUと定め､ 抽出

されたものを縦隔内脂肪と定義した｡ 得られた縦隔内

脂肪量と当院の日常検査で計測している心機能指標の

相関を見た｡

【結果】今回計測した縦隔内脂肪容積と各心機能指標

の間に有意な相関関係はなかった｡ (Spearmanのρ

検定)

【結語】縦隔内脂肪容積と各心機能指標間に明らかな

関係は得られなかった｡

測定部位､ 呼吸の程度による検査者間
での肝エラスト値のばらつきについて

診療検査科(画像)
高田彩永､ 乙部克彦､ 橋ノ口信一
辻 望､ 堀 優､ 今吉由美
安田 慈

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【目的】当院ではルーチンの肝臓エラスト測定を数人

の検査者で行っている｡ 毎回検査者が異なっているが､
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数値の再現性に関して不明確であった｡ 今回､ 測定箇

所や吸気量の違いよる検査者間差について検討したの

で報告する｡

【対象】肝機能に明らかな異常が見られない健常ボラ

ンティア4名を対象とした｡

【 方 法 】 使 用 超 音 波 装 置 Aixplorer( ShearWave

Elastography)にて測定した｡ 検査者は4人､ 測定箇所

はS5・S6の二ヵ所とし､ プローブを置く位置に印を

つけ固定した｡ 呼吸操作はそのまま息止め､ もしくは

やや吸気(以下､ 安静時)と最大吸気時の2パターン行っ

た｡ 各条件で5回測定し中央値を用い､ 測定部位､ 呼

吸による検査者間のばらつきを検討した｡

【結果】S5安静時；1/4名､ S5最大吸気時；2/4名､

S6安静時；2/4名､ S6最大吸気時；2/4名に有意差が

あった｡

【結語】S5での安静時の測定が検査者間差に与える

影響が比較的少ないため､ その条件下でのエラスト施

行が望ましいと考える｡

頸動脈内中膜複合体厚(IMT)の測定誤差

診療検査科(画像)
片岡 咲､ 堀 優､ 堀 貴好
安田英明､ 中村 学

循環器内科
森田康弘､ 坪井英之
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【背景】頸動脈の内中膜複合体厚(IMT)は1mm程であ

り､ 測定精度が要求され､ 誤差を小さくしなければな

らない｡ 検者間誤差についてはトレーニングである程

度小さくすることが可能である｡ しかし､ 装置間誤差

が大きいと問題となる｡

【目的】IMT測定において､ 検者間及び装置間の誤差

を確認する｡

【方法】技師4名で20代､ 30代､ 50代の正常ボランテ

イアの頸動脈IMTを､ 当院で使用している超音波装置

8台で測定し､ 検者間及び装置間の誤差を検討した｡

【結果】検者4人の測定値に､ 統計学的有意差は認め

なかった｡ 検者4人中3人においては装置間の誤差は認

めなかった｡ 1人においては8台中2台の間で最大0.23

mm(p=0.0231)の測定誤差を認めた｡

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

診療検査科(画像)
小川定信､ 川地俊明､ 古川雅一
丹羽文彦､ 高橋健一､ 後藤竜也
太田莉乃

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43回日本磁気共鳴医学会大会

平成27年９月 東京

【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｡
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MR ElastographyのDriver
Amplitude値とBMI値の関係

診療検査科(画像)
若畑 茜､ 小川定信､ 高橋健一
後藤竜也､ 太田莉乃
第43回日本磁気共鳴医学会大会

平成27年９月 東京

【目的】当院ではMR Elastography(以下MRE)を施行

する際一定の条件で撮像を行っていたが､ 患者の体型

によって計測不可能領域に差があることを経験し､

BMI値とMREのDriver Amplitude値(以下DA値)の関係

性を検討した｡

【方法】パッシブドライバの中心を一定の位置に設置

し､ DA値を30～80の10段階ずつ撮像し､ Elastogramで

の計測可能領域､ Wave Imageでの伝播具合に対して

三段階評価(優､ 良､ 不良)を行った

【検討項目】BMI値25を閾値とし､ DA値ごとの①計

測可能領域の関係性､ ②伝播具合の関係性を視覚的に

検討した｡

【結果】①BMI値が低い対象者ほど低DA値で評価3で

あり､ BMI値が高い対象者ほど高DA値で評価が高く

なる傾向があった｡ しかし､ DA値80では91.7％の対

象者が評価1であった｡ ②BMI値が低い対象者ほど低

DA値から評価3であり､ DA値60以上では91.7％の対

象者が評価3であり､ 良好な振動の伝播を認めた｡

【結論】DA値とBMI値には一定の関係があり､ 患者

の体型ごとに適した値で撮像することが望ましい｡

血管造影検査におけるクイズ ～オー
ディオレスポンスシステムを使用～

診療検査科(画像)
竹 中 和 幸
第43回血管造影技術研究会

平成27年９月 大垣

研究会出席者を対象にオーディオレスポンスシステム

を用いてクイズ形式で症例を3題呈示した｡

1題目は夜間救急外来を受診し､ ACSが疑われたた

めまず冠動脈CTを実施した症例を呈示した｡ Axial画

像やAngio view画像などを呈示し､ 病変部を答えると

いうもので多数の回答者が正解であった｡ CTをはじ

め､ 昨今の画像診断装置の発展は従来の血管造影検査

の診断を代替することも多い｡ 今回､ この症例のよう

に積極的にACSが疑われないが完全に否定できない場

合など浸襲性の高い血管造影検査の前に冠動脈CTを

行う機会が当院では少なくない｡ この際にCT上で病

変部の同定やアクセスルートの走行や石灰化の有無な

どが確認されることでその後のインターベンションに

移行する際に手技がスムーズに進むなどメリットも大

きい｡ よって他の画像検査においてどのような所見が

血管造影上で反映されているか知っておくことは重要

と思われる｡

2題目は急性下肢動脈閉塞が疑われた患者様の検査

～治療に至る一連の流れから出題した｡ 治療中の手技

画像を呈示し､ どのような治療手技かを問う問題であっ

たが7割程度の正解率であった｡ 急性下肢動脈閉塞に

対してはその後の患肢の予後を鑑みると迅速な血行再

建が必要となる｡ 手技としては血栓吸引､ バルーン拡

張やステント留置､ Fogartyやこれらを組み合わせる

など多種多様である｡ 昨今のデバイスの進歩により従

来の血行再建術に比べ､ 時間短縮や患肢の救肢率は向

上している｡ これらの新たなデバイスや手技を常に

updateすることは血管造影検査に携わる上で必須と思

われる｡

3題目はLabo data､ 心電図および冠動脈造影や左心

室造影の画像を呈示し､ 疑われる心疾患を問う内容で

あった｡ 心電図変化上はAMIが疑われる所見であった

が冠動脈造影では有意狭窄は指摘されなかった｡ 左心

室造影で心基部の過収縮､ 心尖部の無収縮を認め､ た

こつぼ型心筋症と診断された症例であった｡ この問題

も多くの出席者が正解していた｡ 心疾患が疑われた際､

血液検査や心電図検査は画像検査に先駆けて行われる

ため､ これらの検査データをある程度理解しておくこ

とも我々診療放射線技師にとって必要なスキルである

と考えられる｡

今回の出題は血管造影検査をとりまく様々な因子に

関連する事項を中心に出題した｡ 先に述べた知識や技

術を身につけておくことでチーム医療により貢献でき

るのではないかと思われた｡
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当院CT検査室におけるインシデント・
アクシデント事例とその改善策の検討

診療検査科(画像)
中村祐介､ 遠藤斗紀雄､ 坂野信也
船坂佳正､ 竹中和幸､ 市川宏紀
高田 賢､ 近藤賢洋､ 田中敬介
北川博文
第31回岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【目的】医療事故を未然に防止するため､ CT検査室

で発生したインデント・アクシデント事例について改

善策を立案し､ 実際に改善できたのか調査したので報

告する｡

【対象】2013年1月～2014年12月の間に報告されたCT

検査室に関わるインシデント・アクシデント事例23例

中､ 診療放射線技師単独が関与した5例とした｡

【結果】・画像転送ミス：発生件数は3例であった｡

原因は確認不足とマニュアルの不備が挙げられた｡ 改

善策は､ 技師2名で撮影画像のダブルチェック(撮影し

た技師と上級技師による画像確認)を行うことを徹底

し､ 同時にマニュアル整備とマニュアルの周知徹底を

行った｡ それ以後同一事例は発生していない｡ また､

夜間・休日等､ 勤務時間外に撮影された画像に関して

も､ 翌日の出勤時にCT担当者によるダブルチェック

を行ったところ同様の事例は発生しなかった｡ ・撮影

部位間違い：発生件数は2例であった｡ 原因は､ 多忙

時の確認不足と思い込みが挙げられた｡ 改善策として

は､ 撮影前に検査部位と医師コメント確認､ 撮影終了

後に画像確認することを徹底し､ 確認後に患者をベッ

ドから降ろすことにした｡ それ以後同一事例は発生し

ていない｡

【考察】ハインリッヒの法則によれば､ インシデント

報告を怠ることなく行うことにより､ アクシデントを

起こさない改善策を立案することができる｡ 業務運用

フローの見直し､ 機器更新の目安､ 業務の分担化､ ダ

ブルチェックなどの安全対策措置を講じるため､ 今後

も報告義務を果たすことが重要と考える｡

【結語】インシデント・アクシデント報告より改善策

を検討し､ 実行することで同様の事例の発生を防ぐこ

とができた｡

ポータブル装置におけるFPDの連続
撮影への応用について

診療検査科(画像)
松岡洋慶､ 伊藤益弘､ 竹島賢治
恒川明和､ 藤原 宏､ 吉田芽以
矢代真理子､ 浦崎昇平
第31回岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【背景】当院では､ 2014年3月よりNICU・GCUにFPD

搭載ポータブル装置を導入した｡ 今回､ 胎便栓症候群

疑いで新生児の注腸検査が必要な状況が発生し､ FPDに

よる連続撮影が有用であったため活用事例を報告する｡

【使用機器】・回診用X線撮影装置：T-WALKERα

株式会社ティーアンドエス・FPD：AeroDR P-31 コ

ニカミノルタ株式会社・保育器：V-2100Gアトム保育

器 アトムメディカル株式会社・造影剤：希釈ガスト

ログラフィン 10ml 用手

【方法】新生児保育器のカセッテホルダーにFPDを入

れ､ 位置合わせを行った｡ 撮影条件を52kV､ 1.2mAs､

距離1mとし､ 希釈したガストログラフィンを肛門よ

り注入し撮影した｡ その場で医師が写真を確認し､ 追

加撮影の有無を決定した｡ 画像は保存したまま再度撮

影を行うために ｢写損｣ 扱いとし､ 以後は必要に応じ

撮影と ｢写損｣ を繰り返すことで経時的変化を撮影し

た｡ 検査終了後に写損を解除し､ 撮影した画像すべて

を院内画像サーバーに転送した｡

【結果】撮影間隔は15秒ほどで､ カセッテの入れ替え

なく連続撮影を行うことができた｡ 大腸への造影剤の

流れが経時的に観察可能で､ 病変の有無を診断するこ

とができた｡

【まとめ】FPDは､ CRのようにカセッテの入れ替え

をせず､ 瞬時に画像確認ができることが利点である｡

消化管造影は安全に行うため透視化で施行すべき検査

であるが､ 今回のように透視室まで移動困難な重症新

生児に対してはFPDによる連続撮影が有効な活用と考

える｡ 今後､ 撮影間隔の短縮および被ばくの面からも

検討を加え､ 報告をしていく予定である｡
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超音波検査にて診断しえた二分脊椎に
よる脊髄髄膜瘤の１例

診療検査科(画像)
高田彩永､ 乙部克彦､ 橋ノ口信一
辻 望､ 堀 優､ 日比敏男
今吉由美､ 安田 慈､ 片岡 咲
第31回岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

二分脊椎とは先天的に脊椎の一部が欠損し､ 脊椎の中

にある脊髄が外に出ている状態を言う｡ 二分脊椎は潜

在性二分脊椎と嚢胞性二分脊椎(髄膜瘤､ 脊髄髄膜瘤)

とに大きく分けられる｡ 嚢胞性二分脊椎の診断は出生

前に超音波診断や羊水検査で分かることが多く､ 遅く

とも出生時には外表の所見から明らかになる｡ 脊髄髄

膜瘤では脊髄の一部が後部から突出し､ 嚢は皮膚で覆

われている場合もあれば､ 組織や神経が露出する場合

もある｡ 発生部位は腰椎や仙椎が80％を占め､ 上部脊

椎は稀である｡

症例は日齢1日､ 男児｡ 出生時より上背部に5cm大の

腫瘤を認め､ 同日に精査目的で当院に紹介された｡ 受

診時､ 腫瘤は軟らかく､ 表面にはしわがより､ 黄紅色｡

出血・浸出液は見られなかった｡ 血液検査では炎症を

示唆する白血球数やCRPの有意な上昇はなかった｡ 翌

日の超音波検査にて内部不均一､ 嚢胞性部分を有する

50mmの腫瘤を認め､ 脊椎とも連続性が確認できた｡

MRI(核磁気共鳴画像法)では内部にcystic massを伴う

漿液成分を含有する60mmの腫瘤を認めた｡ 第2-3胸椎

背側の脊柱管は突出しているように見えたが､ 腫瘤と

の連続性は明らかではなかった｡ 以上より､ 脊髄髄膜

瘤と診断された｡ 髄液漏の疑いがあったが､ アンピシ

リン+セフォタキシムを使用し､ それ以降に漏れは確

認されず､ 経過をみることとなった｡ 腫瘤部からの擦

過検体および静脈血培養の結果は陰性であった｡ 合併

症である膀胱直腸障害や下肢運動障害､ キアリ奇形に

伴う呼吸障害などもなく退院となり､ その後髄膜瘤を

手術するため他院に紹介となった｡ 今回我々は超音波

検査を契機に診断された二分脊椎による脊髄髄膜瘤の

一例を経験したので報告する｡

肝の性状評価におけるMRIの有用性

診療検査科(画像)
小川定信､ 川地俊明､ 古川雅一
丹羽文彦､ 高橋健一､ 後藤竜也
太田莉乃

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54回全国自治体病院学会

平成27年10月 函館

【目的】平成27年4月より､ 当院に静磁場3.0テスラの

MRIが導入された｡ 1.5テスラより高分解能な画像が

得られると共に､ 肝臓に対するMR-Touch(エラストグ

ラフィー)が施行可能となった｡ 今回は､ これらの特

徴を利用して､ 肝の性状､ 硬さの評価を試みたので報

告する｡

【使用装置】・MRI装置はGEヘルスケア・ジャパン

株式会社製Discovery 750W､ ワークステーションは

富士フィルムメディカル株式会社製VINCENTを用

いた｡

【対象】・2015年5月26から6月15日までに､ 肝の精査

目的でMRIが施行され､ 良好な画像が得られた26名で､

内訳は男女比10：16､ 平均年齢69.1歳､ C型肝炎17例､

B型肝炎1例､ アルコール性肝炎1例､ 非A非B7例､

Child-Pugh分類はAが22例､ Bが4例であった｡

【検査および評価方法】・Gd-EOB-DTPAを用いた肝

臓精査において､ エラストグラフィー､ thin-slice肝

細胞造影相(15分後)を撮像後､ エラストグラフィーで

は肝硬度(kPa)を測定し､ thin-slice肝細胞造影相では肝

の3D画像および体積(右葉左葉比)を算出した｡ また肝

の3D画像を以下の項目に視覚的に評価した｡ 肝表面

の状態(平滑､ 凹凸)､ 肝辺縁部の状態(鈍化の有無)､

肋骨圧痕の有無から変性度をscore化して､ これらの

結果とChild-Pugh分類(A､ B)の関係について調べた｡

なお､ 検定にはMann-Whitney U検定を用いた｡

【結果】・Child-Pugh分類とエラストグラフィーはP=

0.03887､ 体積(右葉左葉比)はP=0.00855､ 性状scoreは

0.01453と有意差を認めた｡

【結論】・MRIでの肝の硬さや性状評価は､ 肝障害の

程度を把握するうえで有用ある｡
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診療放射線技師のCT１次読影レポー
ト作成～時間外救急診療を担う医師に
対する意識調査～

診療検査科(画像)
福島智久､ 遠藤斗紀雄､ 坂野信也
船坂佳正､ 竹中和幸､ 市川宏紀
高田 賢､ 近藤賢洋､ 田中敬介
第54回全国自治体病院協会

平成27年10月 函館

【背景】当院は､ 岐阜県西濃地域(人口約40万人)の医

療圏の1次～3次救急医療を担っており､ 年間救急外来

患者数は約5万人､ 救急車受入は約9千台である｡ 30年

以上前から診療放射線技師(以下､ 技師)による1次読

影レポート(以下､ レポート)を作成しており､ CT検査

についても時間内外ともにレポートを各診療科へ提供

している｡

【目的】時間外救急診療を担う医師にアンケート調査

を行い､ レポートの有効性について検討した｡

【方法】救急専従医3名､ 内科宿直医10名､ 外科宿直

医10名､ 1年目研修医18名､ 2年目研修医17名を対象に

技師のCTレポートに関するアンケートを行った｡

【結果】 ｢レポートにより､ 業務負担は軽減されてい

るか｣ という質問に対し､ 97％が軽減されていると回

答し､ ｢レポートにより医師にデメリットを感じるか｣

という問いに対し､ デメリットを感じる者はいなかっ

た｡ ｢作成者によるレポートの差を感じるか｣､ ｢読影

が異なった場合､ 医師と技師ではどちらを参考にする

か｣ の質問では､ 医師の経験年数により差を大きく感

じる傾向であった｡ ｢技師のレポートに望むことはな

にか｣ という質問では､ 存在診断が最も多く､ 続いて

ダブルチェック・主病変以外の所見を求めている結果

となった｡

【考察】医師の業務負担の軽減､ 技師によるレポート

及び口頭指摘が重要視されていたという結果から､ レ

ポートが救急診療において有用であると考えられる｡

存在診断や主病変以外を含むダブルチェックとしての

機能が望まれているという結果は､ 医師よりも技師の

方が画像を観察する時間を多く確保できることが理由

の１つとして挙げられる｡ また､ 医療安全の面からも､

見逃し等の防止に繋がると考えられる｡ 懸念要素とし

て､ レポートに依存した研修医には読影能力向上の妨

げになることや､ 技師間の読影力の差による所見の見

落としが挙げられる｡ 医師､ 技師共により確実な診断､

業務補助を行うためには臨床所見と画像評価のお互い

の情報を共有する必要があると考えられる｡

【結語】当院における技師レポートは､ 時間外救急診

療を担う医師にとって負担軽減効果を有しており､ 医

療安全面からも有用であった｡

負荷心電図同期心筋血流SPECTにお
ける心機能解析ソフトウェアを用いた
左室局所拡張機能評価

診療検査科(画像)
中村 学､ 遠藤斗紀雄､ 古川雅一
丹羽文彦､ 西脇弘純
第34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27年10月 名古屋

【目的】負荷心電図同期心筋血流SPECTにおいて,

cardioGRAFを用いて左室局所収縮能および左室同期

不全, 局所拡張能を評価し, 虚血の判定が可能か否か

を検討した.

【方法】虚血性心疾患疑いにて, 99mTc-MIBIによる

運動負荷心電図同期心筋血流SPECT (gated SPECT)

を行った連続17例を対象とした. 負荷時と安静時に

gated SPECTにて得られた短軸像から, cardioGRAFに

より左室壁を17領域に分割し, それぞれ左室局所収縮

能指標 (SD-TPE) および左室同期不全指標 (SD-TES),

左室局所拡張能指標 (SD-TPF) を算出した.

【結果】各指標ともに有意な差はなかったが, 負荷時

にSD-TPE・SD-TPFが減少傾向を示し, SD-TESでは

ほとんど変化を認めなかった. 心筋血流SPECTで

Reverse所見の無い群では, 負荷時にSD-TPE・SD-TPF

が減少し, SD-TESでほとんど変化を認めなかった.

一方, 有所見群では, 負荷時にSD-TESとSD-TPFで増

加傾向を示した. 冠動脈有意狭窄の無い群では, 負荷

時にSD-TPE・SD-TESでは変化を認めず, SD-TPFで

減少した. 一方, 有所見群では, 負荷時にSD-TPEが

減少し, SD-TESでやや増加傾向を示した.

【結論】負荷心電図同期心筋血流SPECTにおいて,

cardioGRAF用いた左室局所拡張能評価から, 虚血の

判定の可能性が示唆された.
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CTO病変における冠動脈CTの有用性

診療検査科(画像)
田中敬介､ 坂野信也､ 船坂佳正
竹中和之､ 市川宏紀､ 高田 賢
近藤賢洋､ 中村祐介､ 北川博文
福島智久､ 喜早亮介､ 遠藤斗紀雄

循環器内科
森田 康弘､ 坪井 英之
第34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27年10月 名古屋

【目的】CTO病変に対するPCIの補助として､ 冠動脈

CTを施行することの有用性を後ろ向きに検討する｡

【背景】近年､ 冠動脈疾患の除外や緊急性のない患者

への精査､ PCI後の再評価などを目的に､ 冠動脈CTが

普及している｡ 上記のような､ 冠動脈疾患の存在診断

を目的とするのではなく､ 既知のCTO病変に対し､

PCIの補助を目的とした冠動脈CTを施行する場合が

ある｡

【方法】2014年9月～2015年8月にPCIが施行された

CTO症例(全75例)を対象にし､ PCI前に冠動脈CTが施

行されていた群( 以下CTあり )と冠動脈CTを施行さ

れなかった群( 以下CTなし )で抽出した｡ 2群間にお

いて①PCI時の透視時間､ ②PCI時の造影剤使用量､

③PCI成功率について､ 比較検討を行った｡

【結果】2群間において､ 症例の閉塞長に有意差は認

めなかった｡ 透視時間､ 造影剤使用量の有意差は認め

なかったが､ 一定の傾向として減少を示した｡ PCI成

功率において､ CT有り群が優位に成功率が高かった｡

【考察】透視時間､ 造影剤使用量は先行研究では減少

するとの報告が有り､ 類似する傾向となった｡ 有意差

が出なかった要因としては､ 症例の少なさが考えられ

る｡ PCI成功率は先行研究でも､ 本研究と同様の結果

が得られていた｡ 一般に言われるように､ 閉塞部の血

管走行や石灰化の形状や位置の把握などが､ 成功率を

上昇させたものと考えられる｡

【結語】CTO病変に対するPCIの補助として､ 冠動脈

CTを施行することは有用であった｡

320列MDCTにおけるDAS数が分解能
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､ 坂野信也､ 遠藤斗紀雄
岐阜県学術大会

平成27年10月 多治見

【背景および目的】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数が面内および体軸方向の分解能に与える影

響について評価することを目的とした.

【方法】1. 面内空間分解能の測定：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, 装置付属のTOSファントムのデルリン部分

(+300 HU, 直径40 mm)をiso-centerに配置し, 64, 80,

100, 160 DASと変化させて, 120 kV, 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)を測定した. また, 測定位置を

+Y方向に50 mm, 100 mmと移動させて同様に測定を

行った.

2. 体軸方向分解能の測定：自作マイクロビーズファ

ントムをiso-centerに配置し, 方法1と同条件にて撮影

し, 公称スライス厚0.5 mm, 再構成間隔0.1 mmにて

再構成した. ファントム画像より, slice sensitivity

profile(SSP)の計測を行い, 半値幅を算出した. また,

方法1と同様にファントム位置を+Y方向に移動させ測

定を行なった.

【結果】1. 面内空間分解能(MTF)：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.

2. 体軸方向分解能(SSP, 半値幅) ：SSPはDAS数お

よび測定位置の変化によって差は認めなかった. 半値

幅はいずれの測定条件においても1.0 mm±0.3 mmで

あった.

【考察】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. 追加検討として, ワイ

ヤ法で測定を行ったところ, DAS数が増加, 測定位置

が辺縁になるほどワイヤ像に歪みを生じ, またアーチ
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ファクトが強く見られ, 正確な測定が困難であった.

これら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. SSPの測定では, DAS数の違いによる変化は

認めなったが, いずれも公称スライス厚0.5 mmに対

し, 半値幅は1.0 mm前後となった. これはファント

ムが自作であり, マイクロビーズが公称スライス厚に

対し十分微細なサイズではなかった事が考えられた.

【結語】本検討により, DAS数の変化による分解能

(MTF,SSP)の変化は認めなかった.

石灰化を中心とした乳がん症例での
CADの検出能とその検討

診療検査科(画像)
太田莉乃､ 矢代真理子､ 吉田芽以
片岡 咲､ 堀 優､ 若畑 茜
辻 望､ 川地俊明

外 科
亀井 桂太郎
第25回日本乳癌検診学会学術総会

平成27年10月 つくば

【はじめに】乳がん診断支援システム(以下CAD)は医

用画像に対してコンピュータで定量的に解析された結

果をセカンドオピニオンとして利用するものである｡

当院では2012年7月よりFUJI社製のCADを導入した｡

有効利用するために､ 乳がんと診断された症例に対し､

特に石灰化病変についてCADの検出能とその検討を

行った｡

【方法】対象は､ 当院でマンモグラフィと超音波を同

時期に行い､ 乳がんと確定診断された116症例で､

Fuji社製MVSR657EGのCADの結果とMMG読影を比較

した｡

【結果】116例全体のCADの検出率は80.3％､ 腫瘤

91.7％､ 石灰化93.3％､ FAD57.1％､ 構築の乱れ71.4％

となり､ 乳腺病変の中では石灰化が最も高くなった｡

淡く不明瞭な石灰化に対する検出率は88.9％､ 多形性

93.3％､ 微細線状/分枝状100％であった｡ 集簇性の石

灰化に関しては91.3％､ 区域性100％となった｡

【結語】CADの検出率は石灰化､ 腫瘤､ FAD､ 構築

の乱れの順に高くなった｡ 特に石灰化は微細線状/分

枝状､ 区域性のものに対して検出率が高い｡

無料クーポン配布前後におけるマンモ
グラフィ乳がん検診成績の比較

診療検査科(画像)
矢代真理子､ 飯沼裕美､ 吉田芽以
竹島賢治

外 科
亀井 桂太郎
第25回日本乳癌検診学会学術総会

平成27年10月 つくば

【目的】本年度､ 無料クーポン券配布対象者の選択に

変更があり配布枚数が減少した｡ そこで今回我々はクー

ポン配布枚数の変化に伴う､ 受診者数とその成績につ

いて検討したので報告する｡

【対象と方法】対象は平成20～26年度の乳がん検診受

診者22871人を対象に､ 受診者数､ 要精検率､ 乳がん

発見率､ 陽性反応的中率を算出しその変化を検討した｡

【結果】平成20年度の未配布時の受診者数は1622人､

無料クーポン券配布期間であった平成21̃25年度は年

平均3744人､ 配布枚数が減少した平成26年度は2529人

であった｡ 平成20̃26年度の要精検率､ 乳がん発見率､

陽性反応的中率に変化はなかった｡

【考察】無料クーポン券配布により受診者数が増加し

たものの､ 無料クーポン券の配布数減少に伴い受診者

数は減少した｡ しかし､ 配布前よりは増加しているこ

とから､ 無料クーポン券の配布はその後の受診率向上

に一定の効果があったと考えられる｡ 要精検率､ 乳が

ん発見率､ 陽性反応的中率に変動がないことより､ 乳

がん発見数を増加させるためには受診者数を増加させ

る必要がある｡

【結語】無料クーポン券の配布は､ 検診受診率向上に

有効であった｡
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心電図同期心筋血流SPECTを用いた
左室収縮能正常例における拡張能評価
‐血中BNP濃度との関係‐

診療検査科(画像)
中村 学､ 丹羽文彦､ 古川雅一
西脇弘純､ 加藤 勲
第35回日本核医学技術学会総会学術大会

平成27年11月 東京

【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血中BNP

濃度との関係を組織ドプラ心エコー法(TDI)と比較検

討した｡

【対象および方法】GMPSとTDIおよび血中BNP濃度

測定を同時期に施行し､ 左室収縮能が保たれた

(LVEF≧50%) 心疾患患者29例を対象とした｡ GMPS

によるLVEFは平均76±7.8%であった｡ GMPSは

99mTc製剤を用い､ 収集条件R-R16分割, マトリクス

サイズ128×128に心電図同期短軸像データをもとに

QGS (Ver.2009) ソフトウェア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

室中隔および側壁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､ 中隔と

側壁の平均E/e´を算出した｡ GMPSとTDIの各指標と

血中BNP濃度との関係をみた｡

【結果】1. GMPSそれぞれの指標とBNPとの間に､ い

ずれも有意な相関が得られなかった｡ 2. TDI による

E/e´とBNPとは､ R=0.45, P＜0.05の有意な正の相関

を示した｡

【結論】GMPSを用いた左室拡張能指標は､ 血中BNP

濃度と有意な相関関係が得られなかった｡

骨シンチ自動診断ソフトウェアでの
輪郭抽出不能例の検討

診療検査科(画像)
丹羽文彦､ 中村 学､ 古川雅一
傍島篤洋､ 西脇弘純
第35回日本核医学技術学会総会学術大会

平成27年11月 東京

【はじめに】骨シンチ自動診断ソフトウェアである

BONENAVIは骨シンチの高集積部位の解析を自動で

行うことができるソフトとして広く使用されており､

その有用性も高く認識されている｡ しかし､ わずかな

がら輪郭抽出不能例に遭遇することがある｡ そこで今

回我々は輪郭抽出不能例を画像解析ソフトを用いて骨

シンチの画像にマスク処理を行い､ 輪郭抽出が改善す

るかを検討した｡

【対象】2012年4月から2015年4月までの3年間に骨シ

ンチを施行してBONENAVIにて解析処理した1299例

中､ 解析不能であった6例である｡ 内訳は全例男性で

あり年令は46̃71才､ 平均58.3才であった｡

【方法】解析不能例はすべてセグメントが上方に変移

しているものであり､ 骨盤を正確に認識させるために､

1.腎臓・膀胱の高集積部位のみマスク処理した例､

2.恥骨から大腿骨1/3付近までの軟部組織をマスク処

理した例､ 3.1と2の両方でマスク処理をした例の3つ

の方法で処理を行った｡

【結果】1で処理した場合は6例中1例 (16.7%)､ 2で

処理した場合は6例中3例 (50.0%)､ 3で処理した場合

は6例中1例 (16.7%) が輪郭抽出の改善が認められ､

1例のみ改善が認められなかった｡

【まとめ】BONENAVIでは手動での輪郭抽出の変更

が出来ないのが現状であるため､ マスク処理を行い輪

郭抽出の改善を試みた｡ マスク処理を行うことにより

6例中5例(83.3%)が改善され､ 有効な方法であると示

唆された｡

新しい心機能解析ソフトウェアを用い
た左室同期不全評価の有用性

診療検査科(画像)
丹羽文彦､ 中村 学､ 古川雅一
傍島篤洋､ 西脇弘純
第35回日本核医学技術学会総会学術大会

平成27年11月 東京

【目的】当院では低心機能における左室内同期不全評

価の一つとして､ 心電図同期心筋血流SPECT (GMPS)

による位相解析ソフトでの指標を用いてきた｡ 今回新

しい心機能解析ソフトウェアであるcardioREPOを導

入したので､ 左室同期不全指標の当院における正常値
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を算出し､ その有用性を検討した｡

【対象】2010年4月～2015年4月までにGMPSが施行さ

れ､ 血流欠損と冠動脈に有意狭窄を認めなかった正常

51例と低心機能で左室同期不全を認めた15例である｡

内訳は正常例が､ 男性25例､ 女性26例､ 年齢：30～93

才 (平均67.9±10.9才) EF=平均73.0±4.4%､ 低心機

能例が､ 男性10例､ 女性5例､ 年齢：27～81才 (平均

65.3±14.9才)､ EF=平均33.6±10.6%であった｡

【方法】GMPSは､ <SUP>99m</SUP>Tc-MIBIを用い

R-R16分割で収集した｡ 正常例と低心機能例について､

それぞれcardioREPOを用い算出される左室同期不全

指標である収縮時相の最大値と最小値の差分 (MDTES)､

側壁と中隔の収縮時相の差 (DTES-LS)､ 収縮末期到

達時間の標準偏差 (SDTES) を求めた｡ 得られた正

常例と低心機能例の各指標を比較した｡

【結果】正常例の各指標はMDTES：8.7±4.1, DTES-LS：

2.1±1.7 , SDTES：2.3±1.0であった｡ 低心機能例の

各指標はMDTES：50.2±24.2,DTES-LS：12.2±9.6,

SDTES：14.5±8.4であり､ 各指標とも低心機能例が

有意に高値であった (P<0.05)｡

【結語】cardioREPOでの左室同期不全指標は､ 左室

内同期不全評価に有用な指標となり得ることが示唆さ

れた｡

FPD搭載型ポータブル装置による
連続消化管撮影への応用

診療検査科(画像)
浦崎昇平､ 伊藤益弘､ 恒川明和
藤原 宏､ 吉田芽以､ 松岡洋慶
矢代真理子､ 竹島賢治､ 遠藤斗紀雄
第8回中部放射線医療技術学術大会

平成27年11月 福井

【目的】今回､ 透視室への搬送困難な重症新生児に対

しFPDによる連続撮影を試み､ 有用であったので報告

する｡

【方法】新生児用保育器のカセッテホルダーにFPDを

入れ､ ポジショニング後､ 希釈したガストログラフィ

ンを肛門より注入し撮影した｡ その場で医師が写真を

確認し､ 追加撮影の有無を決定した｡

【結果】胎便栓症候群疑いで新生児の注腸検査を病室

で施行し､ 診断に有用であった｡

またその際､ 撮影の間隔時間が問題となったが､ バー

ジョンアップ､ 撮影シーケンスのプランニングにより

時間短縮が図られた｡

【考察】本来､ 消化管造影は透視下において施行する

のが安全ではあるが､ 透視室まで移動困難な重症新生

児に対しては専門医の監視下で施行する本法は透視検

査として補足できる撮影法であると考える｡

今後､ 同様な症例に対し､ 撮影間隔時間の短縮および

被ばくの軽減を検討していきたい｡

一般撮影室における患者急変時初期
対応シミュレーションの有用性

診療検査科(画像)
喜早亮介､ 遠藤斗紀雄､ 坂野信也
竹島賢治､ 船坂佳正､ 竹中和幸
市川宏紀､ 高田 賢､ 近藤賢洋
中村祐介､ 北川博文
第8回中部放射線医療技術学術大会

平成27年11月 福井

【背景】当院において一般撮影は新人診療放射線技師

が最初に配属されるモダリティであり､ 初期対応に関

する知識､ 経験が少ない場合が多い｡ また､ 造影剤な

どの薬剤を使用することも少なく､ 危機意識が乏しく

なる恐れもある｡ 緊急時対応マニュアルの整備のみで

は新人技師が患者急変時に適切な初期対応を行えるか

が懸念される｡ しかし､ 実際に患者急変時の初期対応

を学ぶ機会は多くはない｡

【目的】一般撮影室にて患者急変時初期対応シミュレー

ションを実施し､ その有用性について検討する｡

【方法】①シミュレーションの前後に同じ内容のアン

ケートを行い､ 参加者の意識変化を調査した｡ アンケー

トは緊急時連絡先やAED､ 救急カートの位置など､

緊急時対応マニュアルに記載されている内容について

理解できているかを問うものと､ 患者急変直後､ ある

いは看護師到着後に何をするかを問うものを準備した｡

②実際の現場でシミュレーションを行い､ 得られる効

果をデブリーフィングで検証した｡ シミュレーション

は看護師､ 受付職員に協力して頂き､ 日常業務の環境

に近づけた｡ 患者入室から医師付添いのもと退室する
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まで､ 患者の容態を経時的に変化させてシミュレーショ

ンを行った｡

【結果】シミュレーション後には緊急時対応マニュア

ルの内容を統一でき､ チームの一員として初期対応に

加わろうとする回答が多くあがった｡ デブリーフィン

グでは患者急変時の一連の流れを経験したことで各々

の反省点を明確にできたこと､ 実際の場所で実施する

ことで動線や物品の位置など､ 問題点の抽出ができた｡

【考察】実際の状況に近いシナリオを用いることで緊

張感が生まれ､ 質の高いシミュレーションを実施する

ことができ､ 意識向上に繋がったと考える｡

【結語】一般撮影室において､ 患者急変時の初期対応

シミュレーションを行うことは新人技師の意識変化に

繋がった｡

多職種を含めた造影剤アレルギー初期
対応シミュレーションの必要性

診療検査科(画像)
市川宏紀､ 坂野信也､ 船坂佳正
竹中和幸､ 高田 賢､ 近藤賢洋
田中敬介､ 中村祐介､ 北川博文
福島智久､ 喜早亮介
第8回中部放射線医療技術学術大会

平成27年11月 福井

【背景】マニュアル整備だけでは造影剤アレルギー発

生時に全員が迅速に行動できるか懸念がある｡

【目的】CT検査に関わる多職種を含めた造影剤ア

レルギー初期対応シミュレーションを行ったので報告

する｡

【方法】参加者に対して有事の際にどのような行動を

するか事前アンケートを実施し､ 対応マニュアル､ 初

期評価について事前学習を行った｡

シミュレーションはシナリオ方式で患者容態を変化さ

せ､ 待合患者の対応も含め退室までの対応を行った｡

後に救急医や認定看護師を含めたデブリーフィングと

事後アンケートを行い反省点と意識変化を調査した｡

【結果】デブリーフィングではモニターや記録の重要

さ､ 付添家族の対応の難しさ､ PHSの必要性などが意

見として挙がり改善点を見出すことができた｡

【考察】看護師や受付職員の観点からの意見も抽出で

き多職種での実施が有用だと思われた｡

【結語】多職種でのシミュレーションは多様な観点で

改善点を見出せた｡

非イオン性MRI用造影剤ガドビスト
静注1.0mol/Lの基礎的検討

診療検査科(画像)
高橋健一､ 小川定信､ 若畑 茜
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 太田梨乃
川地俊明､ 遠藤斗紀雄
第54回MR研究会

平成27年11月 大垣

【背景】当院で平成27年8月に従来品と比べ､ 2倍の濃

度を有する高濃度 (1.0mol/L) ガドリニウム造影剤ガ

ドビスト が使用可能となった｡

今回我々は､ 本造影剤の初期検討を行ったので報告

する｡

【使用装置】MRI装置はPhilips社製 Achiva nova 1.5T

(R2.5)､ GEヘルスケア･ジャパン株式会社製Discovery

MR750W 3.0Tを用い､ 自作ファントムは蒸留水を溶

媒とし､ マグネビスト ,ガドビスト 濃度を0､

0.1､ 0.2､ 0.4､ 0.6､ 0.8､ 1.0､ 2.0､ 3.0､ 10､ 20mmol/L

の11種類の濃度を変化させた造影剤ファントムを使用

した｡

【方法】MTXを固定し､ 1.5Tの装置では1. TE (1.8､

2.0､ 2.3､ 2.5msec)､ 2.FA (8､ 10､ 12､ 15､ 18°) を

変化させ各濃度の信号強度を比較した｡ 3.0Tの装置で

は､ FA (8､ 10､ 12､ 15°) を変化させ各濃度の信号

強度を比較した(撮像シーケンスによる装置の制限に

よりFA15°まで､ TE変更できないため検討不可であっ

た)｡ 尚､ 信号強度比はファントムのROI値と空気の

ROI値より求めた｡

【結果】1.5Tの装置､ 3.0Tの装置ともに造影剤による

信号強度の大きな違いはなかった｡

【結語】ガドビスト は､ 従来のガドリニウム造影剤

(2.0mol/L) と同様の撮像条件で良好なコントラスト

が得られると思われる｡
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The clinical usefulness of bladder
volume measurement using Cube
scan BioCon-700 in IMRT of prostate
cancer

診療検査科(画像)
高木 等､ 松山哲也､ 山崎希世

藤田保健衛生大学 医学部
小林英敏､ 伊藤文隆､ 伊藤正之

藤田保健衛生大学 健康科学部
林 直樹
日本放射線腫瘍学会第28回学術大会

平成27年11月 前橋

【The purpose】when planning and applying IMRT to

prostatic cancer, the importance which puts bladder

amount of contents measurement into effect is being

recognized. I got the chance to use monitoring equipment

in the bladder (CUBE scan BioCon-700) this time, so

the utility in the radiation treatment will be reported.

【Method】about 10 cases of prostatic cancer IMRT

operation patient, CUBE scan and the general-purpose

type, the bladder amount of contents was gauged with

ultrasonic equipment. It was compared and examined

about time and the measurement accuracy a measurement

procedure, handiness and measurement take. After

treatment plan equipment was used, correlation was

calculated.

【Result】CUBE scan can be handled easily for an

inexperienced conjurer, too, and measurement time can

also be reduced very. Since it,s put in the measurement

accuracy, the general-purpose type, it was better little

than a result of measurement of ultrasonic equipment.

【Conclusion】I can think the bladder amount of

contents management will be indispensable in prostatic

cancer IMRT operation from now on. The general-

purpose type, there is also a case that it,s difficult to

get ultrasonic equipment and keep it permanently in a

radiation treatment room, and I think the situation that

small, cheap and handy bladder amount of contents

measuring equipment like CUBE scan can be treated

is most suitable.

MR ElastographyのDriver
Amplitude値とBMI値の関係

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､ 高橋健一
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 加藤 勲
太田莉乃
第31回日本診療放射線技師学術大会

平成27年11月 京都

【目的】当院ではMR Elastography(以下MRE)を施行

する際一定の条件で撮像を行っていたが､ 患者の体型

によって計測不可能領域に差があることを経験し､

BMI値とMREのDriver Amplitude値(以下DA値)の関係

性を検討した｡

【方法】パッシブドライバの中心を一定の位置に設置

し､ DA値を30～80の10段階ずつ撮像し､ Elastogramで

の計測可能領域､ Wave Imageでの伝播具合に対して

三段階評価(優､ 良､ 不良)を行った｡

【検討項目】BMI値25を閾値とし､ DA値ごとの①計

測可能領域の関係性､ ②伝播具合の関係性を視覚的に

検討した｡

【結果】①BMI値が低い対象者ほど低DA値で評価3で

あり､ BMI値が高い対象者ほど高DA値で評価が高く

なる傾向があった｡ しかし､ DA値80では91.7％の対

象者が評価1であった｡ ②BMI値が低い対象者ほど低

DA値から評価3であり､ DA値60以上では91.7％の対

象者が評価3であり､ 良好な振動の伝播を認めた｡

【結論】DA値とBMI値には一定の関係があり､ 患者

の体型ごとに適した値で撮像することが望ましい｡

血管超音波検査時の他領域知識の必要性

診療検査科(画像)
安田 英明､ 堀 優､ 遠藤斗紀雄
第31回日本診療放射線技師学術大会

平成27年11月 京都

【はじめに】血管超音波検査を行う際､ 同時に描出さ

れる隣接する臓器､ 組織に異常を認めることがある｡

その大部分は良性で､ 見過ごされても大きな問題には

ならない｡ しかし､ 中には悪性腫瘍も存在し､ 他領域
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の知識が必要となることがある｡ 今回血管検査の際に

偶然発見された悪性腫瘍例を報告する｡

【症例1】虚血性心疾患の疑いで心臓カテーテル検査

が行われた患者に対し､ 頸動脈､ 腹部動脈の超音波検

査が行われた｡ 大動脈の観察中に同時に描出された胃

に壁肥厚を認め胃癌が疑われた｡ その後CT､ 内視鏡

検査が行われ胃癌と診断された｡

【症例2】虚血性心疾患患者に対し行われた頸動脈超

音波検査で､ 甲状腺の腫瘤性病変を指摘した｡ その後

穿刺吸引細胞診にて乳頭癌と診断された｡

【結語】血管超音波検査時に他領域知識も必要である｡

肝障害とMRIにおける性状評価の関係
について

診療検査科(画像)
小川定信､ 川地俊明､ 古川雅一
丹羽文彦､ 高橋健一､ 後藤竜也
太田莉乃

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31回日本放射線技師学術大会

平成27年11月 京都

【目的】平成27年4月より､ 当院に静磁場3.0テスラの

MRIが導入された｡ 1.5テスラより高分解能な画像が

得られると共に､ 肝臓に対するMR-Touch(エラストグ

ラフィー)が施行可能となった｡ 今回は､ これらの特

徴を利用して､ 肝の性状､ 硬さの評価を試みたので報

告する｡

【使用装置】・MRI装置はGEヘルスケア・ジャパン

株式会社製Discovery 750W､ ワークステーションは富

士フィルムメディカル株式会社製 VINCENTを用いた｡

【対象】・2015年5月26から6月15日までに､ 肝の精査

目的でMRIが施行され､ 良好な画像が得られた26名で､

内訳は男女比10：16､ 平均年齢69.1歳､ C型肝炎17例､

B型肝炎1例､ アルコール性肝炎1例､ 非A非B7例､

Child-Pugh分類はAが22例､ Bが4例であった｡

【検査および評価方法】・Gd-EOB-DTPAを用いた肝

臓精査において､ エラストグラフィー､ thin-slice肝

細胞造影相(15分後)を撮像後､ エラストグラフィーで

は肝硬度(kPa)を測定し､ thin-slice肝細胞造影相では肝

の3D画像および体積(右葉左葉比)を算出した｡ また肝

の3D画像を以下の項目に視覚的に評価した｡ 肝表面

の状態(平滑､ 凹凸)､ 肝辺縁部の状態(鈍化の有無)､

肋骨圧痕の有無から変性度をscore化して､ これらの

結果とChild-Pugh分類(A､ B)の関係について調べた｡

なお､ 検定にはMann-Whitney U検定を用いた｡

【結果】・Child-Pugh分類とエラストグラフィーはP=

0.03887､ 体積(右葉左葉比)はP=0.00855､ 性状scoreは

0.01453と有意差を認めた｡

【結論】・MRIでの肝の硬さや性状評価は､ 肝障害の

程度を把握するうえで有用ある｡

Single-shot echo planar imaging
とFOCUSの比較

診療検査科(画像)
高橋健一､ 小川定信､ 若畑 茜
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 加藤 勲
太田梨乃､ 丹羽文彦､ 古川雅一
川地俊明､ 遠藤斗紀雄
第31回日本診療放射線技師学術大会

平成27年11月 京都

【はじめに】GEヘルスケア･ジャパン株式会社で開発

されたFov Optimized and Constrained Undistorted

Single-shot (以下､ FOCUS) は､ 2D選択励起 (2D RF

Excitation) と呼ばれる技術を基本原理とした局所励

起撮像法で､ 従来の拡散強調画像撮像法 (Single-shot

echo planar imaging：以下､ SS-EPI) よりも歪の少な

い､ 空間分解能の高いDWI-EPIを可能とする技術と言

われている｡ 平成27年4月にGE社製 Discovery

MR750W 3.0Tが当院に導入されFOCUS撮像が可能に

なった｡ 今回我々は､ SS-EPIとFOCUSの歪と空間分

解能について比較検討した｡ また､ FOCUSを使用し

Navigation､ 呼吸同期法 (Respiratory triggering)､ Free

breathの3撮像で健常ボランティアの膵臓 (頭部中心)

を撮像し描出良好な撮像方法を検討した｡

【方法】使用装置はGE社製Discovery MR 750 w 3 .0 T､

中性洗剤を四角いプラスチック容器 (5×4×3cm) に

入れ水槽の四隅と中央に配置した自作Phantomを用い
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てSS-EPIとFOCUSについてPhantomの中央と端をそれ

ぞれ軸断像 (Ax.)､ 冠状断像 (Cor.)､ 矢状断像 (Sag.)

を撮像し比較評価した｡ 臨床で腹部領域にFOCUSを

使用することを前提に健常ボランティア10名の膵臓

(頭部中心) をNavigation､ 呼吸同期法､ Free breathの

3撮像で描出良好な撮像方法を評価した｡

【結果】FOCUSはSS-EPIに比し歪､ 空間分解能にお

いて3断面ともPhantom中央､ 端で優れていた｡ 膵臓

(頭部中心) 撮像は視覚的評価ではあるが､ Navigation

撮像が他の2撮像に比し若干描出良好で連続に描出さ

れていた｡

【考察】今回はメーカー推奨の撮像条件を用いたが､

FOCUSは関心領域が小さい方が優れると言われてお

り､ Phantomを用いた検討ではSS-EPIに比し歪が少な

く空間分解能の高い画像を得ることができた｡ また膵

臓 (頭部中心) の撮像の検討ではNavigation撮像が描

出良好な画像が得られた｡ これは､ ケースにより手動

によるトラッキング位置の補正を行うことで撮像中の

呼吸変動による位置ズレが補正され､ 常に安定した画

像が得られるためと思われた｡

【結語】FOCUSは関心領域が小さく､ その領域に収

まる臓器に対して有用であると思われる｡

FDG-PET/CT検査における上肢下垂
時での収集時間最適化の検討

診療検査科(画像)
加藤 勲､ 川地俊明､ 傍島篤洋
古川雅一､ 丹羽文彦､ 小川定信
石川照芳､ 高橋健一､ 後藤竜也

放射線科
曽根康博､ 荒川智佳子､ 安部真由
第31回日本診療放射線技師学術大会

平成27年11月 京都

【目的】上肢下垂時のPET/CT検査では胸腹部の画質

が低下する｡ 本検討は上肢下垂時の画質向上を図る目

的で行った｡

【方法】① PET/CT検査を施行した200名(60名が上肢

下垂)のSNR liverを計測し､ これらを上肢挙上時と下

垂時で比較した｡ ② ①の結果を元に､ 上肢下垂時の

収集時間を修正し､ 更に30名の患者を撮影した｡ ③

②で撮影した患者のSNR liverを､ 上肢挙上時 (①の

収集時間未修正患者) と比較した｡

【結果】①,② 上肢下垂時のSNR liverの母平均は､

挙上時と比較して13.5%有意に低値(P<0.001)を示した｡

よって､ 上肢下垂時の最適な収集時間を､ 従来の15%

延長と推測した｡

③ 収集時間を15%延長した上肢下垂時のSNR liverは､

挙上時と比較して有意差は無かった(P=0.166)｡

【結論】収集時間を延長することで､ 上肢下垂時でも

胸腹部の画質が担保された｡

大垣市民病院における様々なアイデア
による高精度放射線治療への寄与

診療検査科(画像)
山崎希世､ 高木 等､ 岩本康史
松山哲也
第59回放射線治療技術研究会

平成27年12月 大垣

【目的】平成22年8月より､ 稼働を開始したNovaris

Txの運用において､ 5年が経過した現在までに数多く

の工夫を積み重ねた結果が､ 一般外照射と各種高精度

放射線治療の併用環境にいかに大きく寄与しているの

かをご紹介し､ 他の施設の先生方に参考にしていただ

きたい｡

【方法】様々な工夫点を写真や動画を交えてスライド

に示し､ 説明を行った｡

【内容】当院の放射線治療室は､ 広い待合を用意し空

気清浄機も完備している｡ 受付には､ 患者案内用PC

モニターを設置し治療状況をリアルタイムに表示でき

るよう工夫している｡ 患者には治療前に､ 専用着への

着替えをお願いしている｡ これは､ 再現性およびスルー

プットの向上のためである｡ そのため専用の更衣室を

用意し､ 個人用ロッカーを設置している｡ また専用着

も工夫しており､ 男性は青色､ 女性は桃色のものを用

意している｡ 基本的には前開きのものであるが､ マン

モ患者には､ 胸回りのよく開くタイプのものを､ 頭頸

部患者には別途､ 首元が大きく開いた専用着を用意し

ている｡ 入院患者は病衣のままで､ 加えて前立腺

IMRT患者にも病衣で行っている｡ 患者案内にはゴル

フボールを利用して番号管理で誘導を行っている｡ そ

－ 572 －



うすることで照射前には治療室前に患者が待っている

状態となり誘導時間の短縮につながっている｡ 当院で

は､ 電子カルテ・RISだけではなくあえて紙による放

射線治療記録ファイルを作成している｡ それにより､

治療計画の情報､ スケジュール､ 臨床情報などが一目

で確認できるようになっている｡ その他にも､ 患者の

経過観察記録内容をFileMakerで管理している｡ 前立

腺IMRTのセットアップには､ 当院オリジナルの低反

発ウレタンマットを使用している｡ そして､ 患者の体

表面を光を用いたNaviシステムにより再現性を維持し

ている｡ 肺定位照射においても､ 低反発ウレタンマッ

トを使用し､ 呼吸はメトロノームに合わせて浅呼吸を

維持している｡ そして呼吸抑制のために専用の抑制バ

ンドを利用している｡

【まとめ】多くの業務をスムーズに遂行するために､

常に整理整頓を心がけて､ 様々な工夫を行っている｡

日々の工夫の積み重ねにより汎用型放射線装置1台で

も高精度放射線治療を含めた治療を提供することがで

きる｡ そして､ 良質かつ迅速に仕事ができる環境をしっ

かりと整備することで治療を受けられる患者様に満足

していただけると信じています｡

血管超音波検査を契機に発見された
悪性腫瘍

診療検査科(画像)
安 田 英 明
第34回東海超音波研究会

平成28年１月 名古屋

【はじめに】血管超音波検査を行う際､ 同時に描出さ

れる隣接する臓器､ 組織に異常を認めることがある｡

その大部分は良性で､ 見過ごされても大きな問題には

ならない｡ しかし､ 中には悪性腫瘍も存在し､ 他領域

の知識が必要となることがある｡ 今回頸動脈､ 腹部動

脈､ 下肢静脈の超音波検査の際に偶然発見された悪性

腫瘍例を報告する｡

【症例1 60歳代男性】陳旧性心筋梗塞による心不全

で入院中に､ 頸動脈のスクリーニングとして行われた

超音波検査で､ 甲状腺左葉に13mm大の腫瘤性病変を

認めた｡ 形状は不整で､ 境界不明瞭､ 内部エコーは不

均質な低エコーで､ 点状高エコーも伴い強く悪性を疑っ

た｡ その後穿刺吸引細胞診にて乳頭癌と診断された｡

【症例2 70歳代男性】虚血性心疾患の疑いで心臓カ

テーテル検査が行われた患者に対し､ 頸動脈､ 腹部動

脈の超音波検査が施行された｡ 大動脈の観察中に同時

に描出された胃に壁肥厚を認めた｡ 壁の層構造は消失

し全体が低エコーに描出され胃癌が疑われた｡ その後

CT､ 内視鏡検査が行われ胃癌と診断された｡

【症例3 70歳代男性】左下肢の浮腫と痛みを主訴と

する患者に対し､ 下肢静脈超音波検査が施行された｡

血栓は認めなかったが､ 左総大腿静脈で呼吸性の流速

変動が小さかったため骨盤内を検索すると､ 外腸骨静

脈が腫瘤に圧排されていた｡ 同日に行われたCTで傍

大動脈～左骨盤内リンパ節が腫大しており悪性リンパ

腫が疑われた｡ その後開腹生検にて悪性リンパ腫と診

断された｡

【おわりに】血管超音波検査は､ 血管診療技師(CVT)

が在籍する施設ではCVTを中心に行われる｡ CVTは脈

管に関しては幅広く教育を受けているが､ 他領域に関

しては施設により様々だと思われる｡ しかし､ 時には

偶然悪性腫瘍に遭遇することもあり他領域の知識が必

要性となることがある｡

一般撮影室における患者急変時初期
対応シミュレーションの有用性

診療検査科(画像)
喜早亮介､ 遠藤斗紀雄､ 坂野信也
船坂佳正､ 竹中和幸､ 市川宏紀
高田 賢､ 近藤賢洋､ 中村祐介
北川博文
第25回岐阜県診療放射線技師医療情報研究会

平成28年２月 関

【背景】当院において一般撮影は新人診療放射線技師

が最初に配属されるモダリティであり､ 初期対応に関

する知識､ 経験が少ない場合が多い｡ また､ 造影剤な

どの薬剤を使用することも少なく､ 危機意識が乏しく

なる恐れもある｡ 緊急時対応マニュアルの整備のみで

は新人技師が患者急変時に適切な初期対応を行えるか

が懸念される｡ しかし､ 実際に患者急変時の初期対応

を学ぶ機会は多くはない｡

【目的】一般撮影室にて患者急変時初期対応シミュレー
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ションを実施し､ その有用性について検討する｡

【方法】①シミュレーションの前後に同じ内容のアン

ケートを行い､ 参加者の意識変化を調査した｡ アンケー

トは緊急時連絡先やAED､ 救急カートの位置など､

緊急時対応マニュアルに記載されている内容について

理解できているかを問うものと､ 患者急変直後､ ある

いは看護師到着後に何をするかを問うものを準備した｡

②実際の現場でシミュレーションを行い､ 得られる効

果をデブリーフィングで検証した｡ シミュレーション

は看護師､ 受付職員に協力して頂き､ 日常業務の環境

に近づけた｡ 患者入室から医師付添いのもと退室する

まで､ 患者の容態を経時的に変化させてシミュレーショ

ンを行った｡

【結果】シミュレーション後には緊急時対応マニュア

ルの内容を統一でき､ チームの一員として初期対応に

加わろうとする回答が多くあがった｡ デブリーフィン

グでは患者急変時の一連の流れを経験したことで各々

の反省点を明確にできたこと､ 実際の場所で実施する

ことで動線や物品の位置など､ 問題点の抽出ができた｡

【考察】実際の状況に近いシナリオを用いることで緊

張感が生まれ､ 質の高いシミュレーションを実施する

ことができ､ 意識向上に繋がったと考える｡

【結語】一般撮影室において､ 患者急変時の初期対応

シミュレーションを行うことは新人技師の意識変化に

繋がった｡

心電図同期心筋血流SPECTを用いた
左室収縮能正常例における拡張能評価
‐血中BNP濃度との関係‐

診療検査科(画像)
中村 学､ 丹羽文彦､ 橋ノ口由美子
澤 幸子､ 藤原真喜､ 堀 貴好
北洞久美子

循環器内科
坪井英之､ 森島逸郎､ 森田康弘
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【目的】左室収縮能正常例において､ 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血中BNP濃度との関係を組織ドプ

ラ心エコー法(TDI)と比較し､ 検討した｡

【対象および方法】GMPSとTDIおよび血中BNP濃度

測定を同時期に施行し､ 左室収縮能が保たれた(左室

駆出率：LVEF≧50%)心疾患患者81例を対象とした｡

GMPSによるLVEFは平均68.5±6.6%であった｡ GMPS

は99mTc製剤を用い､ 収集条件R-R16分割, マトリク

スサイズ128×128で得られた心電図同期短軸像データ

をもとに､ QGS(Ver.2009)ソフトウェアにより左室時

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および側壁側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､ 中隔と側壁側での平均E/e´を算出した｡

GMPSとTDIの各指標と血中BNP濃度との関係をみた｡

【結果】1. GMPSそれぞれの指標とBNPとの間には､

PFRでR=0.38,P＜0.05､ TPFRでR=0.02,P=0.9､ 1/3MFR

でR=0.08,P=0.69とPFRのみ有意な負の相関を示した｡

2. TDIによるE/e´とBNPとは､ R=0.43, P＜0.05の有

意な正の相関を示した｡ 3. GMPSそれぞれの指標と

E/e´との間には､ PFRでR=0.02,P=0.94､ TPFRでR=

0.04,P=0.83､ 1/3MFRでR=0.07,P=0.71といずれも有意

な相関は得られなかった｡

【結語】左室収縮能正常例においてGMPSによるPFR

は血中BNP濃度と有意な相関を示し､ 拡張能評価の可

能性が示唆された｡

頸動脈超音波検査時に甲状腺を観察
することの有用性

診療検査科(画像)
安田英明､ 堀 優､ 片岡 咲
堀 貴好

循環器内科
寺田和始､ 吉田路加､ 高木健督
森田康弘､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【背景】頸動脈を超音波で観察する際､ 同時に描出さ

れる甲状腺に何らかの異常を伴うことが多い｡ それら
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の病変は､ 大部分が良性であることから､ 十分な注意

が払われていない可能性がある｡ しかしながら､ 時に

は悪性腫瘍にも遭遇する｡

【目的】頸動脈超音波検査時に､ どの程度甲状疾患に

遭遇し､ その内悪性腫瘍がどの程度存在するか調査

する｡

【対象】2014年1月から2015年6月までに頸動脈超音波

検査が行われた連続1417例(男性:964例､ 女性:453例)

年齢は26～97歳(平均72.8歳)

【方法】(1) 本来の検査目的の頸動脈に20%以上の狭

窄性病変がどの程度あるかを調べた｡ (2)甲状腺疾患

にどの程度遭遇するかを調べた｡ (3)甲状腺悪性腫瘍

の頻度を調べた｡ (4)甲状腺疾患を認めた症例につい

ては､ 過去の検査歴を調べた｡

【結果】(1)頸動脈病変は541例(38%)に認めた｡ (2)甲

状腺疾患は589例(42%)に認めた｡ (3)甲状腺悪性腫瘍

は9例(0.6%)に認めた｡ (4)過去の甲状腺検査歴16例

(1%)しかなかった｡

【考察】動脈硬化性疾患の増加に伴い､ 頸動脈超音波

検査の需要は増加している｡ それに対し甲状腺の検査

を受ける機会はあまり多くない｡ 甲状腺悪性腫瘍の発

見率は､ 超音波による検診で0.1～1.5%とされている｡

今回頸動脈超音波検査を契機に発見された甲状腺がん

は0.6%で､ 甲状腺がん検診での悪性腫瘍発見率と同

程度であった｡ このことより､ 頸動脈超音波検査時に

甲状腺も同時に観察することは､ 甲状腺がんの早期発

見につながり有意義であると思われた｡

【結語】頸動脈超音波検査時に甲状腺も観察すること

の有用性が示唆された｡

DTSレポートを用いたアブレーショ
ン時の被曝低減効果について

診療検査科(画像)
竹中和幸､ 近藤賢洋､ 田中敬介
高田 賢､ 市川宏紀､ 船坂佳正
坂野信也､ 遠藤斗紀雄

循環器内科
猪飼佳弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【目的】近年､ 様々な画像診断装置の発達や血管撮影

装置自体の機能向上に伴い､ 各領域で複雑なインター

ベンションが増加している｡ これらインターベンショ

ンの中でも透視時間が比較的長いアブレーション時に

おける患者被曝線量の低減を図ることを目的とする｡

【方法】2015年2月に導入された東芝メディカルシス

テムズ社製血管撮影装置のDTS(Dose tracking system)

レポート機能を用いて透視条件の見直しを行なった｡

導入時から9月末までに行なわれたアブレーション

182例における透視時間および患者皮膚線量の低減効

果などについて検討した｡

【結果】透視条件の変更として最も患者皮膚線量低減

効果が大きかったのは透視レートの低減であった｡ 特

に体厚が厚くなる側面管球側でその効果は大きかった｡

透視レートを手技当初より下げることは術者のカテー

テル操作にある程度の影響があったため､ 肺静脈造影

後のタイミングで5pulse/secの透視レートに下げるこ

とで最大50%程度の低減効果が認められた｡

【考察】アブレーションは治療対象となる不整脈の種

類によっても総透視時間は大きく変わり､ またPCI

(percutaneous coronary intervention)などと異なり､ 管

球の入射方向の変化も少ない｡ また､ 患者入射皮膚線

量は患者の体型によっても大きく依存するものと思わ

れるがリアルタイムに皮膚線量が観察できることによ

り術者の患者に対する被曝低減の意識向上につながる

ことと術者自身および撮影室内のコメディカルスタッ

フの職業被曝低減に大きく寄与すると考えられた｡

経食道心エコーにて左心耳血栓が
疑われた症例の検討

診療検査科(画像)
井上真喜､ 中村 学､ 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､ 森島 逸郎
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【目的】心房細動 (ＡＦ) による左房内血栓の約９０

％が左心耳に形成されるといわれている｡ 経食道心エ

コー (ＴＥＥ) で左心耳血栓が疑われた症例について､
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経胸壁心エコー (ＴＴＥ) で左心耳血栓の有無を予測

可能か検討した｡

【対象】約２年間にTEEを施行した連続626例のうち､

発作性あるいは持続性心房細動562例｡

【方法】TEEで左心耳血栓(+)群と(-)群に分類し､

TTEにて左房径､ 僧帽弁逆流の程度､ もやもやエコー

および左心耳血栓の有無を､ TEEにてSEC重症度およ

び左心耳血栓の有無､ 左心耳血流速度､ MRの程度を

評価した｡

【結果】TEEにて左心耳血栓が疑われたのは23例で､

そのうちTTEでもSECと左心耳血栓を認めたのは２例

のみであった｡ TTEでは､ 左心耳血栓(+)群と(-)群で

左房径およびMRの程度に有意差を認めなかった｡ 左

心耳血栓(+)群の23例は(-)群と比較してＳＥＣの重症

度が有意に高度であった｡ 左心耳血流速度は､ 左心耳

血栓(+)群が平均28cm/sであり､ (-)群の平均51cm/sに

比べ有意に遅かった｡

【考察】TTEでは､ 左心耳の描出が不良となることが

多く､ 左房径や僧帽弁逆流の程度から､ 左心耳血栓の

有無を予測することは困難であった｡ TEEでは､ SEC

が高度で左心耳血流速度が低下している場合では左心

耳血栓の存在が疑われ､ 左心耳を多方向から､ より丁

寧に観察する必要があると考えられた｡

【結語】今回の検討ではTTEで左心耳血栓の有無を予

測することができなかった｡

冠動脈CTにおける内腔のCT値と狭窄率
によるプラークのCT値変化について

診療検査科(画像)
近藤賢洋､ 田中敬介､ 高田 賢
市川宏紀､ 竹中和幸､ 船坂佳正
坂野信也､ 遠藤斗紀雄

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【背景】冠動脈CTangiography(CTA)は狭窄率診断の他

に, プラーク性状評価を行うことができる. プラーク

性状評価におけるCT値計測では, 文献によって報告

されるCT値が異なっており, 対象が小さいために様々

な要因からCT値が変化することが問題となっている.

【目的】自作した模擬ファントムを用いて, 内腔の

CT値と狭窄率によるプラークのCT値変化を検討した.

【使用機器および方法】CT装置：SIEMENS社製

SOMATOM Definition AS+

模擬血管：内腔4mmのアクリル製チューブ

模擬プラーク：アクリル変成シリコーンポリマー接着

剤, CT値45hounsfield unit(HU) 模擬ファントムの内

腔のCT値(300HU,400HU,500HU), 狭窄率(25%,50%,75

%)を変化させてプラークCT値を計測した.

【結果・考察】模擬ファントムの内腔のCT値が高く,

狭窄率が小さくなるほど, プラークのCT値は高くな

り, ブルーミングアーチファクトが関与していると考

えられた.

縦隔内脂肪容積と心エコー図による
心機能指標の関係

診療検査科(画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 橋ノ口由美子
澤 幸子､ 藤原真喜､ 北洞久美子

循環器内科
坪井 英之､ 森島 逸郎､ 森田 康弘
第80回日本循環器学会学術集会

平成28年３月 仙台

【背景・目的】肥満および腹部内臓脂肪と左室拡張能

の関連性が報告されている｡ 今回､ 我々は内臓脂肪の

一つである縦隔の脂肪に着目し､ 心エコー検査で得ら

れる心機能指標との関係をみた｡

【対象】当院で心エコーと冠動脈CTを同時期に施行

した連続30例｡ 冠動脈高度石灰化､ 冠動脈形成術の既

往､ 心嚢液・胸水貯留､ 壁運動異常､ 不整脈に該当す

るものは対象から外した｡

【方法】心エコー図は､ 当院の日常検査で計測してい

る左室拡張能指標を含む､ 心機能指標を取得した｡

CT画像での脂肪容積測定は､ 石灰化スコア取得用単

純CT画像を用いて行った｡ 同期位相は拡張中期､ ス

ライス間隔は3㎜､ 画像取得範囲(頭尾方向)は気管支

分岐レベル～心下縁までとし､ CT値：-140～-40HUの

部分を脂肪と定義した｡ 縦隔全体の脂肪を総脂肪､ 心

外膜より外側の縦隔脂肪を心周囲脂肪､ 総脂肪と心周
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囲脂肪の差を心外膜脂肪と分類し､ それぞれの容積を

取得した｡

【検討方法】CTで得られた各々の縦隔内脂肪容積と

心エコー図検査で計測した心機能指標の相関を見た｡

【結果】心周囲脂肪容積と左室心筋壁厚に有意な相関

が得られた｡ 心外膜下脂肪と僧帽弁輪運動速度の拡張

早期波(e`)に有意な相関が得られた｡ (Spearmanのρ

検定)

【結語】今回の検討において､ 心周囲脂肪容積は左室

心筋壁厚と､ 心外膜下脂肪は左室拡張能指標の一部と

関係を有することが示唆された｡

[シンポジウム]

時間外緊急検査の対応 ｢血管造影｣

診療検査科(画像)
竹 中 和 幸
第3回岐阜救急画像技術セミナー

平成27年７月 大垣

時間外緊急検査の対応というシンポジウムテーマの中

で ｢血管造影｣ に関して大きく分けて以下の3つにつ

いて述べました｡

①当院の時間外緊急検査体制…当院はあらゆる血管造

影検査､ インターベンションに時間内外を含め対応し

ており､ 時間外勤務者と自宅待機者の呼出しを相互利

用して迅速に対応できる体制を採っている｡

②医療安全に関して…時間外業務は限られた人材でか

つ通常業務とは異なる状況下で検査・治療が遂行して

いくので患者本人はもちろん､ 医療従事者を含めた医

療安全の重要性を述べた｡ 中でも時間という概念に着

目して適切な判断力が問われることを強調して述べた｡

③新人教育体制…概ね3ヶ月程度を目途に血管造影の

教育を行なっているがそれに先立ちCT業務を行なっ

ているので血管解剖や血行動態などの基礎的な知識は

得られており､ 血管造影に関する教育がスムーズに行

えている｡

血管造影は新たな手技やデバイスが比較的短い間隔で

登場する領域であるため､ 随時updateしていくことが

重要であると思われた｡

当院における膝関節撮影について

診療検査科(画像)
浦崎昇平､ 伊藤益弘､ 恒川明和
藤原 宏､ 吉田芽以､ 松岡洋慶
矢代真理子､ 竹島賢治
第８回岐阜県X線撮影技術読影研究会

平成27年８月 郡上

【当院の膝関節撮影】初めに当院での一般撮影は139583

件/年(2013/4から2015/3)の検査を行っており､ 整形領

域の撮影は､ 全体の13%(18086件/年)であり､ 内訳は

股関節が15％(2704件/年)､ 膝関節が11.8%(2140件/年)､

腰椎が11.5％(2079件/年)と膝関節撮影は整形領域の撮

影で2番目に多く撮影を行っている｡ 膝関節撮影の中

で､ 男女の割合は男性が37％､ 女性が63％と女性のほ

うが多く､ 立位臥位の割合は､ 立位による撮影が全体

54％､ 臥位による撮影が46％と立位が若干多く撮影を

行っている｡

【当院の撮影法】膝関節撮影は､ 仰臥位で六切のカセッ

テを使用し､ 正面と側面を撮影する｡ 正面撮影では下

肢を伸展位にし､ 膝蓋骨を大腿骨遠位端の中央に寄せ

るように軽度内旋させる｡ 関節腔が広く投影されるよ

うに､ 中心線を膝蓋骨直下に垂直入射している｡ 側面

撮影は補助具を使用し､ 側臥位で非健側の下肢を前方

に回す肢位で撮影しおり､ 大腿骨遠位の内顆と外顆の

後縁､ 下縁を揃えることで関節腔を広く投影させる｡

立位による正面撮影は膝関節を伸展させた状態で目的

側に荷重をかけて撮影している｡

その他の撮影として､ 整形外科医師の指示により､ 軸

位､ 斜位､ 動態機能撮影を行っている｡ 軸位に関して

は､ Laurin撮影法を基本とし､ 膝蓋骨大腿骨関節面を

広く投影させる｡ 動態機能撮影として下腿軸と大腿軸

のなす角を変化させて膝関節軸位撮影をすることや､

内反､ 外反､ 前方引出し､ 後方押し出しで膝関節正面・

側面の撮影をすることもある｡ また､ 4方向撮影は正

面､ 側面､ 内斜位､ 外斜位を撮影している｡

【まとめ】単純X線写真で診断出来る疾患は多く､ そ

れを熟知した上で撮影することは重要なことであり､

理解した上で撮影を行う事で良質な情報提供につなが

ると考えられる｡
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腹部検査における患者負担低減の取り
組み(血管造影)

診療検査科(画像)
後藤竜也､ 竹中和幸､ 市川宏紀
高田 賢､ 近藤賢洋､ 北川博文
中村祐介､ 福島智久
第19回岐阜県診療放射線技師学術大会

平成27年10月 多治見

【使用機器】IVR-CT(Interventional Radiology - compu

ted tomography)装置 構成は以下｡ CT装置：Aquilion

CX､ Angio装置：Infinix Celeve-i(東芝メディカルシス

テムズ株式会社) 3D画像処理装置：SYNAPSE

VINCENT(富士フィルムメディカル株式会社)

【当院における患者負担低減の取り組み】①検査予定

患者の情報を事前に自作台帳に入力して管理している｡

血液データや前回治療時の血管解剖､ 使用デバイス等

の確認が可能となり､ 治療方針の決定に際し医師に迅

速に情報提供が出来る体制を整えている｡ ②ルーチン

の診断用画像取得のための手技に加え､ 当院では最初

にCT-aortographyを施行している｡ 撮影後､ 監督医師

と腫瘤に対する栄養血管の同定を行い､ 3D画像処理

装置にて栄養血管を色づけして検査室内のモニターに

提示することで､ 術者のカテーテル操作の補助を行っ

ている｡ これにより手技に要する時間(被曝線量)の低

減に寄与している｡ ③IVR-CTは経動脈的造影であり

コントラストが大きいため､ 経静脈的CT検査に比し

撮影線量を低減している｡ また､ 薬剤注入時等にはコ

リメーションや透視レートの低減により被曝線量低減

に努めている｡

腹部領域

診療検査科(画像)
川 地 俊 明
第62回日本臨床検査医学会

平成27年11月 岐阜

超高齢社会に求められる放射線診療
(一般撮影､ 透視)

診療検査科(画像)
藤 原 宏
第57回東海四県放射線技師学術大会

平成28年２月 岐阜

総人口における65歳以上の割合によって､ ｢高齢化社

会｣､ ｢高齢社会｣､ ｢超高齢社会｣ と呼び名が変わる｡

｢高齢化社会｣ は65歳以上が7～14%､ ｢高齢社会｣ は

14～21%､ ｢超高齢社会｣ は21%以上である｡ 当院の

2014年の初診者数が59484人中､ 65歳以上の方は16038

人と約26%を占めており､ 超高齢社会に対する医療が

求められる状況である｡ 高齢者の撮影では､ 体位変

換困難､ 難聴､ 意思疎通不能など､ 様々な苦慮する点

が上げられ､ 特に一般撮影や透視検査は､ 装置が進歩

しても画質は向上するが､ ポジショニングや体位変換

の苦労はかわることがない分野である｡ 高齢者には､

側臥位にせずX線管球を横向けて撮影することや､ 鉛

防護着を着用し､ フットスイッチを用いて支えながら

撮影しなければならないことが多い｡ 透視検査(上部､

下部消化管)でも､ 介助しながら体位変換を行うこと

も多くあり､ 技師が被曝しながら苦労する場面が数多

くある｡ また､ 最近の透視台からの転落事故のことも

あり､ 安全面にも考慮しなければならず､ 時には検査

続行不能の判断をして､ 医師に伝えなければならない｡

高齢者の身体的､ 精神的な苦痛を取り除きながら検

査を行うことが重要であり､ 教科書どおりの撮影を行

うよりも､ その個人に合わせた対応 (やさしい口調や

声の大きさ､ 丁寧さ) を考慮した100%の検査結果を

提出するようにしていくことが､ 高齢者の放射線診療

には必要であると考える｡

Angio室におけるComedical Staff
の被ばく低減の工夫について

診療検査科(画像)
中 村 祐 介
第44回岐阜県血管造影技術研究会

平成28年３月 羽島

【はじめに】Angio室における医療従事者の被ばく低
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減について当院での取り組みを紹介した｡

【使用装置】透視装置：東芝社製 Infinix-8000

CT装置：東芝社製 Aquilion CX

【被ばく低減のための取り組み】医療従事者が使用す

るプロテクターは傷がつかないよう個別にハンガーに

かけて保管し､ 定期的に整頓､ 清掃している｡ 年に一

度スリットやピンホール､ 脱落の有無を透視装置を使

用して点検し使用不可と判断したものは廃棄している｡

看護師は介助のための動きやすさと背面方向からの被

ばくも考慮してセパレート型のプロテクターを採用し

ている｡ 主にAblationを行うAngio室では､ 防護板を使

用して室内で作業する看護師や検査技師の被ばくを減

らしている｡ また防護キャビンを使用することでプロ

テクターを着用することなく術者の被ばくを減らして

いる｡ 遮蔽効果を検討するために防護キャビンの有無

による透視装置の散乱線量を測定したが､ 防護キャビ

ンを使用した時､ 術者の位置における散乱線量はバッ

クグラウンドと同等の値となった｡ Angio手技中､ 介

助のためコメディカルがAngio室内にいるときに医師

は透視をなるべく出さないこと､ コメディカルは不必

要に透視装置に近づかないことがコメディカルの被ば

く低減に繋がる｡ 当院では､ コメディカルは介助が必

要な時以外はAngio室外で待機して不要な被ばくを抑

えている｡ 透視時間を短くする､ パルスレートを下げ

る､ 撮影時のフレーム数を減らすなど､ 患者の被ばく

を低減するための工夫は医療従事者の被ばく低減に繋

がる｡ 撮影時のX線量は透視時のX線量と比較して多

くなる｡ そのため､ 必要に応じて透視保存機能を使用

することで､ 解像度は劣るものの､ 患者及び医療従事

者の被ばく線量を減らすことができる｡

DTS(Dose Tracking System)は患者の最大皮膚線量

をリアルタイムで管理することができるシステムであ

る｡ 手技中に術者に患者の被ばく線量をリアルタイム

に一目で伝えることができるため､ 患者､ 医療従事者

の被ばく低減に繋がる｡ また結果をレポートシステム

に載せることで患者の被ばく線量を後で振り返ること

ができる｡

【まとめ】医療従事者の被ばく低減のためには､ プロ

テクターや防護板などの遮蔽物を使用して無駄な被ば

くを減らすこと､ 介助などが必要な時以外は透視装置

から距離をとることが重要である｡ また､ 透視線量

(時間)を少なくして患者の被ばくを減らすことは医療

従事者の被ばく低減に繋がる｡

[パネルディスカッション]

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能について

診療検査科(画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 辻 望

診療検査科(検査)
今吉由美､ 安田 慈､ 日比敏男

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88回学術集会

平成27年５月 東京

【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､ 進行大腸癌

の検出率の向上に取り組んできた｡ 今回､ 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】対象は､ 2012年4月から2015年3月までに､ 当

院で下部消化管内視鏡検査または注腸X線検査､ CTで

大腸の検索が行われ､ かつUSが各種検査より先行し

て施行された5,052例である｡ USと各種検査の期間は

1ヵ月以内であり､ 進行大腸癌と診断され手術が行わ

れた617病変のうち､ 単純CT検査 (以下PCT) および

造影CT検査 (CECT) が施行され､ 対比可能であった

のは218病変である｡

【検討項目】1) USの検出能｡ 2) 腫瘍の存在部位

(盲腸・上行結腸､ 横行結腸､ 下行結腸､ S状結腸､

直腸)､ 腫瘍の大きさ (最大径)､ 腫瘍の環周率､ 腫瘍

の肉眼型､ 腫瘍の深達度による検出率の比較 (US､

PCT､ CECT)｡

【結果】1) USの検出能は感度66.1%､ 特異度99.1%､

陽性的中率76.2%､ 陰性的中率98.5%であった｡ 2) CT

の感度はPCT78.0%､ CECT95.9%であった｡ 部位別の

検出率は､ 盲腸・上行結腸がUS77.8%､ PCT79.2%､

CECT100%､ 横行結腸がUS70.8%､ PCT79.2%､ CECT

95.8%､ 下行結腸がUS75.0%､ PCT91.7%､ CECT91.7%､

S状結腸がUS86.3%､ PCT84.3%､ CECT98.0%､ 直腸が

US30.5%､ PCT67.8%､ CECT89.8%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｡
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【考察】USにおける進行大腸癌の検出率はCTに比し

劣っていたが､ PCTと比較すると直腸を除けば有意な

差はみられなかった｡ USはX線被曝やヨードアレルギー

の問題がなく､ また腹部スクリーニング時に消化管の

系統的走査を追加することで､ 偶然的に進行大腸癌が

検出されることがあり､ 積極的に施行されることが望

ましい｡ 我々の施設では､ 消化管の系統的走査法の徹

底により検出率の向上が図られおり､ 直腸の評価が今

後の課題であるが検者の技量に限らず解剖学的要因も

考えられた｡

[ワークショップ]

画像部門感染対策WGの活動と抜針
マニュアル作成の取り組み

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 浅野裕子､ 後藤孝司

医療安全管理部
藤本佳則､ 野田孝浩

感染対策室
進藤 丈､ 石郷潮美､ 田中広司
松岡知子､ 佐藤絢子
第31回日本環境感染学会総会・学術集会

平成28年２月 京都

診療放射線技師は､ 専門技師､ 認定技師､ 専門技術者

など､ 各分野の専門性が推進されている現状があるが､

感染対策や医療安全､ 患者接遇などは専門性に関係な

く全ての診療放射線技師が身につける必要がある｡ 当

院では平成21年の新型インフルエンザ (豚インフルエ

ンザ(H1N1)) の発生を契機に､ 画像部門感染対策ワー

キンググループ (WG) を発足した｡ 主な活動内容と

して､ 診療放射線技師の感染に関する知識と実践につ

いて調査し､ 不十分な点をWGメンバーで教育と啓蒙

を行い感染対策の向上を図った｡ また画像部門の院内

感染対策マニュアルの作成､ 個人防護具着脱訓練､ 嘔

吐物処理訓練などを行い感染対策に努めてきた｡

一方､ 平成27年4月より診療放射線技師法が改正され､

CT､ MRI検査等における造影剤の自動注入器を用い

た血管内投与､ 投与後の抜針・止血の行為が業務範囲

に追加された｡ 当院は診療放射線技師が造影検査時に

造影ルートの接続や抜針等を行っており､ この領域に

おいても感染対策が必要となり ｢造影ルート接続・抜

針マニュアル｣ の作成を行うこととなった｡ マニュア

ルの内容は､ 主に静脈注射に関連した感染対策とした｡

手指衛生の必要性と擦式手指消毒剤を用いた手洗いの

タイミング､ 手指衛生の方法､ 手袋の着用方法､ 血管

留置カテーテルのアクセスポートの接続に関する操作

法および血管留置カテーテルの抜去方法について､ そ

して針刺し・切創防止と職業感染と感染経路について

も記載した｡ 今回は､ 感染対策に則った ｢造影ルート

接続・抜針マニュアル｣ の作成を行ったが､ 今後も医

療安全の遂行､ そして感染症から患者と職員を守れる

ように感染対策に努めたいと思う｡

[セミナー]

心・血管エコーを見る

診療検査科(画像)
安 田 英 明
スキルアップセミナーIV

平成28年２月 名古屋

心臓および血管超音波検査の基本的な進め方からチェッ

クポイント等を部位別に述べ､ 症例を紹介した｡

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､ 井上真喜

診療検査科(画像)
中村 学､ 安田英明､ 橋ノ口由美子
堀 貴好

循環器内科
森田康弘､ 坪井英之､ 曽根孝仁
第79回日本循環器学会学術集会

平成27年４月 大阪

症例は脳腫瘍術後の下垂体機能低下による副腎不全､
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甲状腺機能低下および糖尿病の病歴のある50代男性で

ある｡ 主訴は意識障害・発熱にて当院を受診し､ 血圧

の低下を認めたため､ 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ため､ 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経皮的心肺補助装置(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血栓

による回路の閉塞のためにPCPSが停止し､ その後全

身状態が良好だったためPCPSを離脱し経過をみてい

たが､ 右心系拡大による左室圧排にて血圧が低下し第

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｡

来院主訴は発熱であり疣贅が考えられたが､ 血液培養

は陰性であった｡ 経食道心エコーで腫瘤が有茎性であ

ることが確認できた点と既往歴から腫瘍も疑われたが､

エコー上の性状だけでは判断できなかった｡ 血栓溶解

療法で腫瘤の縮小があれば血栓を疑うが､ 本例では経

時的な観察ができなかった｡

心エコーで可動性のある右房内有茎性腫瘤を指摘し､

その鑑別に苦慮した症例を経験したので報告する｡

電気味覚検査における健常者の閾値に
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､ 服部万奈代

頭頸部・耳鼻いんこう科
大西将美､ 高橋洋城､ 内藤祐介
高木千晶
第64回日本医学検査学会

平成27年５月 福岡

【目的】味覚障害の診断には血清中の鉄や亜鉛などの

微量元素の測定や味覚障害の程度や治療効果を評価す

るために味覚検査が行われる｡ 味覚検査には電気味覚

検査や濾紙ディスク検査が推奨されている｡ 電気味覚

検査法は舌を陽性の直流電流で刺激すると酸味の混じっ

たような独特の味がする｡ この現象を用いて閾値を求

める方法である｡ 近年､ 臨床検査技師も味覚検査が業

務の一部になったため､ 正常閾値を測定したので報告

する｡

【対象と方法】対象は味覚異常を伴う疾患がない43名

(男性15名､ 女性28名)､ 年齢22～64歳 (41.6±12.5歳)｡

方法は刺激には直流電流を用い､ 直径5mmのプロー

ブ (陽極) を検査部位に押し当てて通電し､ 味を感じ

た時にボタンを押してもらう｡ 不関電極は被検者の頸

部に装着する｡ 検査部位は左右の鼓索神経､ 舌咽神経､

大錐体神経領域の計6ヵ所で測定した｡ 刺激時間は0.5

～1秒とし､ 刺激の間隔は3秒以上とした｡ 刺激はまず

10～20dB程度の通電で電気味覚の味を体験させた後

で､ 低電流より刺激を開始し上昇法で閾値を測定した｡

自覚した味は鉄をなめたような味で､ 強い電気刺激の

時に生じるピリッとした体性感覚とは区別した｡

【結果】閾値を求めた｡ ①鼓索神経 LT側中央値0

(≦８)､ RT側中央値0 (≦12)､ 左右差中央値0 (≦4)

②舌咽神経 LT側中央値0 (≦8)､ RT側中央値0 (≦8)､

左右差中央値0 (≦4)､ ③大錐体神経 LT側中央値4

(≦24)､ RT側中央値4 (≦20)､ 左右差中央値2 (≦8)｡

【考察】健常者においても閾値にばらつきはみられた｡

閾値にばらつきがみられたのは､ 大錐体神経領域で年

齢が高くなるほど閾値が高い傾向にあった｡ また､ 薄

味か濃い味かを好むかどうかによっても閾値のばらつ

きに影響がでると思われる｡

【結果】健常者の電気味覚の閾値を測定した｡ 年齢に

よっても閾値にばらつきがみられ､ 左右差を指標に入

れるのも重要である｡

集中治療室において複数患者より
Stenotrophomonas maltophiliaが
分離された事例

診療検査科(検査)
森永朝美､ 粟野佑子､ 浅野麻衣
加藤康子､ 後藤孝司､ 浅野裕子
石郷潮美
第64回日本医学検査学会

平成27年５月 福岡
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【はじめに】当院の集中治療室において､ 吸引痰から

Stenotrophomonas maltophiliaを分離した患者数が2014

年8月に増加した｡ 本菌を分離した全患者が人工呼吸

器を使用していたため､ 人工呼吸器のネブライザと吸

入液の検査､ 病棟の環境検査､ 病棟スタッフの手指検

査を行った｡ また､ 患者の臨床経過も調査した｡ 【方

法】9月2日に人工呼吸器の回路を交換した患者

4名のネブライザを､ 吸入液を入れる部分の蓋と筒外

側は血液寒天培地 (栄研) でスタンプし､ 筒の中は綿

棒で拭って血液寒天培地に塗布し､ 吸入液残液0.5ml

は全量を血液寒天培地に塗布した｡ また､ 当院薬剤部

で調整された吸入液のボトルのうち､ 異なる日に使用

された3本の残液10mlをメンブランフィルター法でフィ

ルター (ポール社) を培養した｡ 病棟の環境検査は

9月2日のネブライザの検査で本菌が分離された患者周

辺の器具を中心にぺたんチェック10標準寒天培地 (栄

研) で54か所を検査した｡ 手指検査は協力が得られた

21人のスタッフの指先を血液寒天培地でスタンプした｡

各検査の培地は35℃で3日間培養した｡

【結果】2014年8月に吸引痰よりS. maltophiliaを分離

した患者は6名で､ そのうち5名が本菌を新規に分離し

た患者であった｡ 臨床経過を調査したところ､ 6名中

1名は血液培養とカテーテル先端培養からも本菌が分

離され､ 本菌に対する抗菌薬治療が行われた｡ ネブラ

イザとボトルの吸入液残液から菌は検出されなかった

が､ 4名中1名のネブライザの筒の中と外側より本菌を

分離した｡ 病棟の環境検査では､ ネブライザ外側と患

者横のワゴン天板から本菌を分離した｡ 今回調査した

スタッフの手指の検査から本菌は分離されなかった｡

ネブライザの筒の外側から本菌が分離されたため､ 痰

の吸引時や人工呼吸器の回路交換時の適切な感染防護

処置と手指衛生の徹底を改めて周知し､ 本菌の分離患

者数減少が見られた｡

【考察】今回の調査で吸入液の汚染は否定され､ 環境

検査からも感染の経路は明らかにならなかったが､ 医

療従事者の手指を介した感染の可能性は否定できない｡

そのため､ S. maltophiliaの分離患者に対する適切な感

染予防策を行うことは重要である｡

血液培養でTsukamurella属が分離
された２症例

診療検査科(検査)
後藤孝司､ 浅野麻衣､ 加藤康子
森永朝美､ 粟野佑子､ 浅野裕子
石郷潮美
第64回日本医学検査学会

平成27年５月 福岡

【はじめに】Tsukamurella属は土壌などの環境に生息

する好気性弱抗酸性放線菌である｡ 時に､ 免疫不全患

者に感染をすることが知られているが､ 血液培養から

Tsukamurella属が分離された2症例を経験したので報告

する｡

【症例1】60歳代､ 男性｡ 慢性心房細動による心不全

にて加療中であったが､ 2012年6月に心不全増悪のた

め入院となった｡ 7月末に38～40度の発熱があり血液

培養が提出された｡ 1回目の血液培養では､ Enterococcus

faecalisとグラム陽性桿菌が検出された為､ アンピシ

リンが投与された｡ しかし､ その後2週間後の血液培

養からはグラム陽性桿菌のみが見られたため､ 再びア

ンピシリンが投与され解熱した｡

【症例2】80歳代､ 女性｡ 2013年7月に心房細動と完全

房室ブロックのためペースメーカー植え込み歴あり｡

労作時の動悸症状増悪による心不全のため2014年5月

に入院となった｡ 入院後8日目に38度台の発熱があり

血液培養が提出されグラム陽性桿菌が検出された｡ メ

ロペネムが投与され解熱した｡

【細菌学的検査】症例1のグラム陽性桿菌はKinyoun

染色で弱抗酸性であった｡ コロニーは､ 最大直径約10

mmの淡いクリーム色を呈し､ 平坦で表面は粗くデコ

ボコでR型で､ 辺縁はギザギザした乾いた質感で､ コ

ロニーが重なりあう部分では皺が観察された｡ 同定キッ

トでは同定できないため､ 名古屋大学にて16S rRNA

塩基配列解析を行いT. tyrosinosolvensと同定された｡

症例2の血液寒天培地のコロニー形態は､ 症例1と同様

であったためTsukamurella属を強く疑った｡

【まとめ】2例は同一病棟であったため､ 症例2の患者

環境周囲の検査を行ったがTsukamurella属を検出でき

なかった｡ しかし､ コロニーの形態は特徴的であるが､

市販の同定キットでは同定できない｡ また､ Tsukamurella

属は遅発育性で､ コロニー形成には2～4日かかるため

延長培養を行う必要がある｡
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乳房小病変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､ 高田彩永

診療検査科(画像)
辻 望､ 堀 優､ 片岡 咲

外 科
亀井桂太郎
第34回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成27年５月 東京

【はじめに】乳房超音波検査において, 10㎜未満の乳

房小病変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. 小病変の造影超音波検査(CEUS)所見

について検討を行った.

【目的】10㎜未満の乳房小病変のBモード所見と

CEUS所見, 病理組織を対比し検討する.

【対象】2013年10月から2014年12月までにCEUSを行っ

た10㎜未満の乳房小病変47症例のうち, 未診断で経過

観察中の10例を除いた37例を対象とした. 内訳は組織

診断のついた良性病変26例, 悪性病変11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】病変の平均最大径は6.5㎜, Bモード上の

Category分類は2が13例, 3が19例, 4が4例, 5が1例で

あった. CEUSでは, 良性の染影パターンを呈したも

のは22例あり, 組織診断は良性19例, 悪性3例であっ

た. 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7例, 悪性8例であった. 時間輝度曲線(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7.8sec, 悪性では7.6secと良悪性

で有意な傾向が見られなかった. CEUSの所見を加え

た総合的な超音波診断で組織診断と乖離したものは

8例であり, 良性病変6例, 悪性病変2例であった.

【考察】小病変では造影信号が対照的に大きく見える

ため, 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.

胃食道逆流症 (GERD) による無呼吸
が疑われた新生児症例

診療検査科(検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
樋口 修､ 服部万奈代

第２小児科
伊東真隆､ 孫田みゆき､ 兵藤玲奈
田中 亮､ 野村羊示
日本睡眠学会第40回定期学術集会

平成27年７月 宇都宮

【はじめに】胃食道逆流現象 (以下GER) は､ 新生児

や幼少児にはしばしば生理的に認められる｡ 一般的に

その多くは出生後12ヵ月から18ヵ月のうちに消退する

と言われている｡ しかし､ その症状が重症であれば胃

食道逆流症 (GERD) と呼ばれ小児のGERDの症状は

多彩である｡ 消化器症状として嘔吐､ 吐血､ 下血､ 哺

乳不良､ 体重増加不良､ 反芻運動､ 胸やけなどがある｡

呼吸器症状としては慢性咳嗽､ 喘鳴､ 反復する呼吸器

感染､ 無呼吸などがあり､ 治療を必要とする｡ 今回､

GERDが疑われた新生児にポリソムノグラフィ (以下

PSG) 検査を行ったので報告する｡

【症例】受胎後32週5日､ 帝王切開で出生した双男児｡

第1子､ 体重1975ｇ､ Apgar4/7｡ 第2子､ 体重1483ｇ､

Apgar8/9であった｡ 無呼吸と不整脈精査のため42週

5日に当院に搬送された｡ 入院後､ PSG検査とホルター

心電図検査を行った｡

【検査方法】PSG検査とホルター検査を同時進行でお

こなった｡ PSG検査において脳波は新生児の睡眠段階

により判定した｡ 呼吸センサは鼻の穴が小さいのでプ

レシャーセンサのみ､ 胸腹部センサはRIPを使用し

SUM解析で判定した｡ 呼吸イベントは3.0秒でカウン

トした｡

【結果】ホルター心電図の結果においては双児ともに
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明らかな異常は見られなかった｡ PSG検査では､ 第１

子は､ AHI23.6回/時 (中枢性201回､ 閉塞性20回､ 混

合性10回､ 低呼吸231回) であった｡ 第２子は､

AHI14.0回/時 (中枢性82回､ 閉塞性7回､ 低呼吸145回)

であった｡

【結語】無呼吸が出現するのは､ 哺乳中や睡眠中が多

く哺乳中にむせて心拍数が低下し酸素飽和度も低下す

る場合が多くみられた｡ 胃食道逆流症も疑われ､ UGI

施行したが､ 明らかな所見は見られなかったが､ 母乳

からARミルクに変更してむせも少なくなり無呼吸も

減少した｡

乳児のPSG検査 (睡眠ポリソムノグ
ラフィ検査) の呼吸イベント解析につ
いて

診療検査科(検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
樋口 修､ 服部万奈代

小 児 科
中嶋義記､ 藤井秀比呂
第4回日本小児診療多職種研究会

平成27年７月 北九州

【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インダクタンスプレチス

モグラフィ (Respiratory Inductance Plethysmography：

以下RIP) があり､ 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｡ 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､ 乳幼

児に対してエンブラ使用でSUM解析を行ったので報

告する｡

【症例１】３ヶ月､ 男児｡ 36週2日､ 2925gで出生｡ 軟

口蓋裂､ つち状指､ 手指が長い､ 心室中隔欠損､ 奇形

症候群｡ 出生2日目より無呼吸発症｡ AHI 39.5回/時､

OSAS 7.9回/時､ CSAS 3.8回/時､ Mix 0.7回/時､

Hypo 17.0回/時､ 最低SpO2 75％｡

【症例２】３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｡ 1回目は

AHI 16.7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｡ 2回目はAHI 3.9回/時､ すべてCSAS で､ 最低

SpO2 87％であった｡

【結語】SUM解析では､ 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､ 乳幼児の場合には

SUM解析による判定は有用であると思われた｡

診断に苦慮した細胆管細胞癌の２例

診療検査科(検査)
安田 慈､ 日比敏男､ 今吉由美

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 橋ノ口信一､ 川島 望

消化器内科
熊田 卓､ 豊田 秀徳､ 多田 俊史
日本超音波医学会第36回中部地方会

平成27年９月 浜松

【症例1】73歳女性､ C型慢性肝炎の患者｡ 腹部超音

波検査でS4に20mmの境界明瞭な低エコー腫瘤を認め

た｡ 造影超音波検査では血管相でリング状濃染を認め

wash outされ､ 後血管相では欠損像を呈した｡ EOB-

MRIではリング状の早期濃染がみられ濃染は持続した｡

肝細胞造影相では明瞭な低信号を呈した｡ CTAPでは

perfusion defect､ CTHAはリング状濃染､ 後期相で中

心部が濃染した｡

【症例2】82歳男性､ B型慢性肝炎の患者｡ EOB-MRI

でS7に11mmのわずかに早期濃染を示すがwash

outされず､ 肝細胞造影相で低信号を呈する腫瘤を認

めた｡ 腹部超音波検査のB-modeでは認識できなかっ

たが､ 造影超音波検査の後血管相では欠損像を呈し､

再静注で評価すると血管相で不均一に濃染されwash

outされた｡ CTAPはperfusion defect､ CTHAは早期濃

染するが､ 明らかなwashoutは呈さなかった｡ いずれ

も画像診断でHCCが否定できず肝切除術され､ 病理

診断で細胆管細胞癌であった｡
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Clostridium difficileの検査体制の見
直し(第1報 迅速検査と培養の併用)

診療検査科(検査)
浅野 麻依､ 粟野佑子､ 森永朝子
加藤康子､ 後藤孝司､ 浅野裕子
石郷潮美
平成27年度日臨技中部圏支部

医学検査学会(第54回)

平成27年９月 静岡

【はじめに】Clostridium difficileは､ 腸内細菌叢のバ

ランスが崩れることにより､ C.difficileが増殖し､ C.

difficile感染症を起こすことがある｡ 当院では､ 2014

年1月から感染症監視システムが稼働し､ A病棟での

多発事例を経験したので報告する｡

【対象・方法】2014年1月から8月までにCD toxin検査

の依頼があった130件を対象とした｡ 迅速検査に

C.DIFF QUIK CHEKコンプリート (アリーア) を用

いて検査を行い､ 選択培地を用いて培養した｡ A病棟

においては患者のカルテ調査も行った｡ 同時期に院内

におけるC.difficileの発生状況についても調査した｡

【結果】便検体延べ130件の迅速検査を行い､ 抗原陽

性は50件､ そのうちToxin陽性は26件であった｡ 迅速

検査で抗原陽性・Toxin陰性だった24件のうち､ 培養

後Toxin陽性になったのは10件であった｡ A病棟の迅

速検査で抗原陽性・Toxin陽性になったのは5件であっ

た｡ その後培養を併用し､ 迅速検査で抗原陽性・Toxin

陰性だった3件がToxin陽性となった｡ 便中CD抗原の

依頼の臨床背景は､ 大腿骨や上腕骨の骨折症例､ DM・

下腿壊疽症例であった｡ 平均在院日数は72日で､ 平均

年齢76歳であった｡ A病棟で発生しているC.difficileが

同一株であるか否かを感受性試験結果パターンで比較

した｡ A病棟から検出されたC.difficileの感受性パター

ンはほぼ同じであり, 他病棟から検出されたC.difficile

とは異なる感受性パターンを示した｡ 後日､ 細菌の型

別としてリボタイピングを行った結果､ 同一パターン

であった｡

【まとめ・考察】C.difficileのToxinの感度は､ 便から

の迅速検査だけではなく､ 培養を併用することにより

良くなることが示唆された｡ A病棟における7件の

C.difficileは､ 感受性結果やリボタイピングの結果か

ら､ 同一のC.difficileが広まったと考えられる｡ 通常､

感受性試験は行わないが､ 同一病棟で多発した場合に

は院内感染を疑う一つの手段となり有用であった｡ 感

染管理支援システムが稼働したことにより､ 早期に

ICTメンバーが介入できたため1か月後には終息した｡

胸水における結核菌検出のための
LAMP法導入に向けた検討

診療検査科(検査)
粟野佑子､ 浅野裕子､ 加藤康子
後藤孝司､ 森永朝美､ 浅野麻衣
石郷潮美
第54回日臨技中部圏支部医学検査学会

医学検査学会(第54回)

平成27年９月 静岡

【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 Thioglycollat

e Medium with Vitamin K & Hemin(BD)､ HEMOLIN

E 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)､

サポニン(SIGMA)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/未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
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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｡

乳房腫瘤穿刺時に造影超音波検査の併
用が有用であった２症例

診療検査科(検査)
今吉由美､ 高田彩永､ 日比敏男
第54回日臨技中部圏支部医学検査学会

平成27年９月 静岡

【はじめに】乳房腫瘤に対するソナゾイド造影超音波

検査が2012年8月に保険収載されて約3年が経過しよう

としている｡ 当院では2012年12月より乳房造影超音波

検査を行い､ 現在までに145例を経験した｡ この中で

穿刺時に造影超音波を併用し有用であった2症例を報

告する｡

【症例1】43歳女性｡ 1年前に乳癌検診のマンモグラフィ

(MMG) にて右乳房に腫瘤を指摘され当院受診､ 超音

波検査 (US) を施行するも異常を指摘できなかった｡

半年後にUS再検し､ 右12時方向に円形の等エコー腫

瘤を指摘｡ MRIでも造影される腫瘤を認めた｡ 針生検

(CNB) を施行する際､ Bモード画像での認識が容易

でないため造影超音波 (CEUS) を行い､ 腫瘤を確認

したうえで穿刺を行った｡ 組織採取は良好で病理結果

は線維腺腫であった｡

【症例2】48歳女性｡ 1か月前から右乳頭分泌あり受診｡

MMGでは右C領域に微細分枝状～線状の集簇石灰化

を認め､ USで点状高エコーを伴う小さな低エコー域

を認めた｡ この病変はステレオ下マンモトームを行い

DCISと診断された｡ MRIを行うと別の部位にも造影

される小結節を認めたため､ 2nd look USを行った｡

BモードでMRI指摘部位と思われる低エコー腫瘤を描

出し､ 引き続きCEUSを施行したところ造影されたた

め､ CNBが施行されDCISと診断された｡

【考察】症例1では､ 若手の外科医が穿刺する際のター

ゲット確認として有用であった｡ 症例2では､ 2nd

look US時においてMRIと同一のものを見ているかの

確認だけでなく､ 娘結節かどうか判断することによっ

て術式決定にも寄与できると考える｡

【結語】穿刺時に造影超音波検査が有用であった2症

例を報告した｡

血液培養採取促進活動と実施状況

診療検査科(検査)
粟野佑子､ 浅野裕子､ 加藤康子
後藤孝司､ 森永朝美､ 浅野麻衣
石郷潮美
第54回日臨技中部圏支部医学検査学会

平成27年９月 静岡

【はじめに】血液培養検査は､ 適切なタイミングで､

適切な消毒を行い､ 2セット採取することによって最

大限の性能を発揮する｡ 当院では研修医教育を通じて

血液培養採取促進活動を行った｡ 2012年には10%ポピ

ドンヨードからクロルヘキシジンアルコールに消毒薬

の変更をしたので､ これらの成果について報告する｡

【対象と方法】2010̃2014年に提出された血液培養

25,674件を対象とした｡ 血液培養装置はBDバクテッ

クFXシステムを使用した｡ 汚染菌は､ Coaglase-negative

staphylococci (CNS)､ viridans streptococci､ Bacillus

spp.､ Corynebacterium spp.､ Propionibacterium spp.､

Micrococcus spp.が2セット以上のうち1セットのみか

ら検出された場合とした｡

【結果】検体数は2010年から5年間で4,612､ 4,527､

4,711､ 4,949､ 4,838と増加傾向であった｡ 小児科を除

いた2セット率は18､ 28､ 57､ 74､ 85%と大幅に増加

した｡ 汚染率は0.9､ 1.2､ 2.5､ 2.2､ 1.7%であった｡

2セット率が上昇した2013年で汚染率が増加したが､

その後低下した｡ CNSによる汚染率は0.8､ 0.9､ 1.8､

1.4､ 0.8と低下した｡ 検体数あたりの平均陽性率は

15.1%であった｡ 救急外来の検体数は1,120､ 1,260､

1,413､ 1,974､ 2,089､ 陽性件数も200､ 254､ 308､ 361､

353と増加し､ 平均陽性率19.0%と高い値を示した｡

延べ救急外来患者1,000人当たりの検体数は33.4､ 37.5､
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41.0､ 55.7､ 61.8と増加した｡ 分離菌の上位5菌種は､

5年間を通して腸内細菌､ S. aureus､ CNS､ Streptococcus

spp.､ Enterococcus spp.､ 嫌気性菌であった｡ S. aureus

とCandida spp.については､ 血液培養陰性化確認を促

したため､ 再検率は上昇した｡

【考察】2セット率が増加した理由には､ 急激に症状

が悪化した､ 抗菌薬投与前の患者が多い救急外来で診

療を行う研修医を教育したことが挙げられる｡ 汚染率

は消毒変更後から徐々に減少し､ 特にCNSによる汚染

率が低下していることから検体採取時の手技の徹底が

行われていることが示唆される｡ このような活動は感

染症診療の質の向上に有用であると考える｡

顆粒球系細胞にα‐ナフチルブチレー
トエステラーゼ染色が強陽性を示した
１症例

診療検査科(検査)
加納彩野､ 新川和功､ 三田村桂二
杉山直久､ 市川紗絵子
第54回日臨技中部圏支部医学検査学会

平成27年９月 静岡

【はじめに】エステラーゼ染色法は単球性白血病と骨

髄性白血病を鑑別するために重要な染色である｡ 非特

異的エステラーゼ染色では主に単球系細胞が陽性とな

り､ 特異的エステラーゼ染色では顆粒球系が陽性を示

す｡ 今回非特異的エステラーゼ染色において顆粒球系

が強陽性を示す症例を経験したので報告する｡

【症例】80歳代女性｡ 味覚障害及び倦怠感により近医

受診｡ 末梢血において貧血､ 白血球増加､ Blastの出

現を認めたため白血病が疑われ､ 当院血液内科に紹介

された｡

【検査結果】〈血液〉WBC 13610/μｌ､ RBC 244

万/μｌ､ Hb7.8ｇ/ｄｌ､ PLT 16.2万/μｌ､ M.blast

7%､ Promy 4%､ Mye 3%､ Met 5%､ Stab 5%､ Seg

53%､ Ly 12 %､ Mono 11 %､ 好中球過分葉 (+)､

好中球脱顆粒 (+) 〈骨髄検査〉骨髄過形成､ M/E比

24.3､ 骨髄芽球35%､ 顆粒球系47.4％､ 単球系10％､

赤芽球系3.8％､ ﾘﾝﾊﾟ球系3.8％､ 好中球過分葉 (+)､

好中球脱顆粒 (+)､ 偽ペルゲル様核異常 (+)､ 染色

体異常 (-)､ 表面マーカー TdT(-)､ CD11ｃ (+)､

CD13 (+)､ CD14 (-)､ CD33 (+)､ HLA-DR (+)､

MPO (+)､ 特殊染色にて顆粒球系がPO約90％陽性､

α-NB約70％陽性､ α‐NA約50％､ NAF陰性を示し

た｡ また､ 末梢血においても白血球の約80％がα-NB

陽性､ 約50％がα‐NA 陽性を示した｡ 骨髄検査にて

AMLが疑われ､ 好中球系に異形成を認め､ また芽球

の増加を認めたことからAML with MRCが疑われた｡

【考察】骨髄､ 末梢血の両方において非特異的エステ

ラーゼ陽性を示し後日末梢血の再染色を施行するも強

い陽性を示したため､ 非特異的に顆粒球系が陽性を示

していると考えられた｡ 文献によると一部のMDSや

AML with MRC,悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､ 巨赤芽球性貧血等にお

いて同様の報告がされており､ 本症例も非特異的反応

によるものと考えられる｡

【結語】エステラーゼ染色法は単球性と骨髄性白血病

を鑑別するために重要であるが､ 非特異的反応を起こ

す場合もあるため､ 染色体や表面マーカー､ 遺伝子な

ど他の検査結果も参考にする必要があると考える｡

生理機能検査室における心電図検査
結果の緊急報告について

診療検査科(検査)
岡田浩司､ 佐々 敏､ 杉田文芳
高木明美､ 森 三依､ 神谷嘉彦
北川大祐､ 今村啓史
第31回岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】生理機能検査室では様々な診療科の患者

様の心電図検査をしており､ 安静時12誘導心電図や運

動負荷心電図､ ホルター心電図等の検査を行っている｡

その結果､ 技師が心電図波形を見て早急に治療を受け

る必要があると判断し､ 臨床に緊急報告する場合があ

る｡ そこで､ 2014年1月～2014年12月の1年間で緊急報

告した症例とその後の臨床側の対応を調査したので報

告する｡

【方法】検査件数の多い安静時12誘導心電図(34,734

件)､ マスター負荷心電図(4,309件)､ ホルター心電図

(3,155件)の３検査について以下の項目を検討した｡ ①

緊急報告の頻度②虚血性変化､ 頻脈性不整脈､ 徐脈性

不整脈の頻度
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【結果】①安静時12誘導心電図92件(0.3％)｡ マスター

負荷心電図44件(1.0％)｡ ホルタ―心電図47件(1.4%)だっ

た｡ ②検査別での異常所見の報告件数は､ 安静時12誘

導心電図では虚血性変化が50件(54％)｡ 頻脈性不整脈

が25件(27％)｡ 徐脈性不整脈が12件(13％)であった｡

マスター負荷心電図は虚血性変化が33件(75％)｡ 頻脈

性不整脈が8件(18％)｡ 徐脈性不整脈は０件だった｡

ホルタ―心電図では虚血性変化が0件｡ 頻脈性不整脈

が28件(60％)｡ 徐脈性不整脈が12件(26％)だった｡ 臨

床側の対応は経過観察のみが38件で､ なんらかの対応

があったものが145件だった｡ つまり緊急報告したう

ちの80％がなんらかの対応をされていた｡

【考察】ホルター心電図の緊急報告の割合が高く､ マ

スター負荷心電図､ 安静時12誘導心電図と続く｡ ホル

ター心電図での緊急報告件数が多いのは､ もともと症

状がある患者様を検査している為であると考えられる｡

また､ ホルター心電図の診察は検査から何日か経って

からのことが多い為､ 異常を発見したら早急に報告す

る必要がある｡ マスター負荷心電図も症状がある患者

様を検査する為､ 割合が高くなったと考える｡ 安静時

12誘導心電図の割合そのものは高くないが､ 報告後す

ぐ治療されていたものが多かったので緊急報告の重要

性は高いと考える｡

情報共有を目的とした感染防止対策
加算1,2合同カンファレンス

診療検査科(検査)
石郷潮美､ 後藤孝司､ 浅野裕子
加藤康子､ 森永朝美､ 粟野佑子
森山麻衣
第54回全国自治体病院学会

平成27年10月 函館

【目的】平成24年4月より､ 感染防止対策加算2を算定

する医療機関と感染防止対策に関する取り組みを話し

合う合同カンファレンス (以下､ 合同カンファレンス)

を年間4回以上開催している｡ 今回､ 岐阜県西濃地域

での合同カンファレンスの取り組みについて報告する｡

【方法】データ収集期間平成25年1月から平成26年12

月まで2年間とした｡ ICT活動状況 (会議､ ラウンド

回数)､ 薬剤耐性菌等の検出状況､ 血液培養の提出状

況､ 擦拭アルコール製剤､ 届出抗菌薬の使用状況につ

いてのデータを解析した｡

【結果】計8回開催､ 加算1病院のべ8､ 加算2病院のべ

32のデータを解析した｡ ICT会議の開催回数､ 血液培

養の複数セット採取率は有意に増加し､ ICTラウンド

の実施回数､ 血液培養の提出数､ 擦式アルコール製剤

の使用率は明らかな変化は認めなかった｡ 一方､

MRSAの総・新規検出率は減少傾向を認め､ ESBL産

生菌の総・新規検出率､ CDトキシンの総・新規検出

率は明らかな変化は認めなかった｡ 届出抗菌薬の使用

状況では､ カルバペネム系抗菌薬は当院では有意に減

少し､ 加算2施設平均では明らかな変化は認めなかっ

た｡ 抗MRSA抗菌薬では明らかな変化は認めなかった｡

【考察】ICTの介入しやすい項目のうちICT会議の

開催回数増加､ 血液培養複数セット採取率上昇の改善

が示された｡ 各加算病院の感染対策活動状況の把握と

データフィードバックにより､ 課題の明確化 (自施設

の立ち位置を考える)､ 各病院での感染対策の向上お

よび全体としてのICT活動の質の向上につながったと

考える｡

心臓リハビリテーション前後のＣＰＸ
データの変化について

診療検査科(検査)
高木明美､ 杉田文芳､ 森 三依
神谷嘉彦､ 北川大祐､ 岡田浩司
今村啓史､ 佐々 敏

循環器内科
坪井英之
第１回日本心臓リハビリテーション学会

東海地方会

平成27年10月 岐阜

【はじめに】心臓リハビリテーション (以下心リハ)

は患者の体や心の健康状態を改善させかつ病気の再発

予防を目的としている｡ この運動処方に呼気ガス運動

負荷試験(以下CPX)は有用な検査である｡ 一般的に適

切な運動療法により最高酸素摂取量 (PeakVO2) は

15-25％増加すると報告されている｡ しかし中にはそ

の効果が十分表れない症例も経験する｡ 今回我々は

CPXから得られるデータ：嫌気性代謝閾値 (以下AT)､
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PeakVO2､ 最高酸素脈(以下PVO2/HR)､ VE/VCO2-

slope､ minimumVE/VCO2の測定において心リハ開始

時のデータの違いから心肺機能の改善度合いを予測で

きるか検討した｡ 対象は心筋梗塞患者で約6か月間､

心リハの前後でCPXを行った47名 (男性45名､ 女性

2名) 年齢64.4±9.4才､ 心リハ回数平均9.3±3回/月で

ある｡

【結果】心リハ前後で各データの改善率はAT：13.9

％､ PeakVO2：14.0％､ PVO2/HR：7.6％､ (ｐ＜0.001)､

VE/VCO2-slope：-6.6％ (ｐ＜0.016)､ minimumVE/

VCO2：-5.2％ (ｐ＜0.01) であった｡ PeakVO2改善率

12％未満と12％以上の2郡に分け多重ロジスティック

回帰解析を行った｡ 年齢p<0.0391､ オッズ比 (OR)

0.9168､ PVO2/HR p<0.0229､ OR：0.6482であった｡

【まとめ】心リハによりCPX各データの改善がみられ

たが､ PeakVO2でみた心リハの効果は心リハ開始時の

年齢が若くまたPVO2/HRでみた心機能が悪い例に､

より大きな改善が期待できた｡

当院におけるPOT法を用いた
院内感染対策

診療検査科(検査)
後藤孝司､ 浅野裕子､ 森永朝美
粟野佑子､ 浅野麻衣､ 石郷潮美

呼吸器内科
進藤 丈

泌尿器科
藤本佳則

薬 剤 部
松岡知子

感染対策室
田中広司､ 佐藤絢子
第31回日本環境感染学会総会・学術集会

平成28年２月 京都

【目的】院内感染対策上メチシリン耐性黄色ブドウ球

菌 (MRSA) は重要であるが､ 同一性は抗菌薬の感受

性試験で推定していた｡ 今回､ MRSA の遺伝子型を

特定するために PCR-based ORF Typing 法 (POT法)

を導入し､ その運用方法を検討した｡

【方法】対象は､ 当院で2015年1月から7月にMRSAが

検出されたNICUの8例と､ 5月中旬から1ヵ月間に検出

された救急病棟の6例とした｡ 菌株をヒツジ血液寒天

培地(栄研化学)にて24時間培養後､ シカジーニアス分

子疫学解析キット(関東化学)を用いて POT値を測定

し､ POT型を決定した｡

【結果】NICUの8例は､ 5種のPOT型に分けられ､

POT型104-9-2､ POT型106-9-39､ POT型106-9-80がそ

れぞれ2例であった｡ 救急病棟の6例は､ 5種のPOT型

に分けられ､ POT型93-217-111が2例であった｡

【結論】NICUでの8例のMRSAは､ 感受性試験では

3例で同一性が疑われたが同一POT型は2例で細分化で

きた｡ 救急病棟の6例はPOT型や入室期間より院内感

染を否定できた｡ 市中感染型のMRSAのPOT1は106が

多いと言われている｡ 今回の結果で､ POT型106-9-80

の例がNICUで見られるため､ 入院時の検査が必要と

考えられた｡ POT法は従来のパルスフィールド法に比

し､ 簡易的で迅速にMRSAの伝播を確認できるため､

症例数を増やして院内や地域におけるMRSAのPOT値

の分布を解析し､ 院内感染対策に生かしていきたい｡

免疫染色が脱灰操作により受ける経時
的な影響と各抗体間での比較

診療検査科(検査)
子安 光､ 奥田清司､ 浅野 敦
児玉千里､ 名裕子､ 石井辰弥
北村恵理､ 吉田知代
第54回岐阜県医学検査学会

平成28年３月 関

【はじめに】病理組織診断に対する免疫組織化学染色

の役割は重要で､ その染色結果は最終診断に直結する｡

従って免疫組織化学染色には高い精度が要求されるが､

固定､ 脱灰､ 薄切切片厚､ 切片管理などプレアナリシ

スの手技が､ その染色状態に影響するとされている｡

今回我々は､ 脱灰操作による影響に着目し､ 脱灰操作

が免疫組織化学染色に与える経時的影響と各抗体間で

の差異について検討したので報告する｡

【材料】脱灰液は､ 当院で日常的に使用している酸性

脱灰液 K-CX (FALMA) と中性脱灰液 EDTA (和光)

を使用した｡ 検討抗体は Ki-67､ ER､ E-cadherin､

AE1/AE3､ CD3､ CD20､ HER2 の 7 抗体を用いた｡ 評
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価対象検体は､ Ki-67､ AE1/AE3 には胃の内分泌腫瘍､

ER､ E-cadherin には乳腺の線維腺腫､ CD3､ CD20 に

はリンパ節の濾胞性リンパ節､ HER2にはHER2コント

ロールスライドを選択した｡ 検体は20％ホルマリン固

定組織の同一部位からTMAブロックを作製した｡

【方法】脱灰時間は5分､ 10分､ 20分､ 30分､ 1時間､

3時間､ 6時間､ 12時間､ 24時間の9段階に設定した｡

HER2以外の抗体については､ TMAブロックを18個用

意し､ K-CXとEDTAを用いてブロックごとに設定し

た時間の表面脱灰を行った｡ 表面脱灰前後で3μm厚

の切片を作製し､ 自動免疫染色装置(DAKO社)で同時

に染色した｡ HER2については､ 高発現培養細胞HER

2スコア3＋と低発現培養細胞HER2スコア1＋が含まれ

るコントロールスライドと､ K-CXを用いて同様の検

討を行った｡ 評価方法は､ 未脱灰の切片を基準とし､

染色性が変化しなかったものを○､ 低下したものを△､

ほぼ消失したものを×とした｡

【考察】ごく短時間の脱灰操作では､ どちらの脱灰液

を用いた場合でも明らかな影響はみられなかったが､

30分を過ぎるとK-CXで影響が出始めた｡ EDTAを用

いた場合､ 長時間の脱灰でも染色性の消失はみられな

かった｡ 抗体間で比較すると､ Ki-67はその他の抗体

と比べて脱灰操作による影響を受け易いと考えられた｡

HER2に関しては3＋よりも1＋に脱灰の影響が強くみ

られた｡ 抗原の発現が少ない細胞に､ より脱灰操作の

影響を受け易いと考えられた｡

【結語】K-CXは短時間の脱灰への影響は少ないと考

えられるが､ 免疫染色を行う可能性がある検体に対し

ては､ 可能な限りEDTAを使用することが望ましい｡

呼気中一酸化窒素検査における注意点
の検討(健常者対象)

診療検査科(検査)
田畑明里､ 石郷景子､ 中島直美
服部万奈代､ 樋口 修

呼吸器内科
進藤 丈､ 安藤守秀､ 安部 崇
白木 晶､ 中島治典､ 日比美智子
大曽根祥子､ 堀 翔
第54回岐阜県医学検査学会

平成28年３月 関

【はじめに】気管支喘息は､ 慢性の好酸球主体の気道

炎症､ 可逆性の気流制限､ 気道過敏性の亢進を主体と

する疾患である｡ 日本では喘息患者が450万人いると

言われ､ 小児の5～7％､ 成人の3～5％が罹っていると

いわれている｡ 日常診療では､ スパイロメトリー､ 気

道過敏性試験､ 血液検査によりその診断を行っている

が､ 近年､ より迅速かつ簡易に好酸球主体の気道炎症

を評価する指標として呼気一酸化窒素濃度 (FeNO：

Fractional exhaled nitric oxide) 測定を行う検査が用い

られるようになってきた｡ しかし､ この検査には他の

検査と比べて､ 多くの注意事項を要するとされるが､

これは文献での検討にすぎないため本当に影響がある

のかは疑問であった｡ そこで､ 実際にこの注意事項に

ついて健常者を対象にして検討を行ったので報告する｡

【方法】対象は､ 正常と思われる病院職員8名(22～65

歳､ 43.8±14.3歳､ 男性2名､ 女性6名)とした｡ FeNO

測定はNIOX MINO (Aerocrine AB､ solna Sweden)

を用いた｡ 検討項目は以下の3項目である｡ なお､ 連

続した測定を行う場合､ 室温・湿度は同一条件で行っ

た｡ ①同時再現性：10回連続測定を行った｡ ②食事変

化：食前､ 食直後､ 食後15分､ 30分､ 45分､ 60分の計

6回測定を行った｡ ③運動変化：深呼吸30回の前後で

測定を行った｡

【結果】①同時再現性に関しては､ SDが1.203､ CV%

が7.483であった｡ ②食事の前後では､ 全18例のうち､

食事による低下がみられたのは15例 (83.3%)､ 変化

のないものが3例(16.6%)｡ このうち15分後以内に回復

したのが7例 (46.6%)､ 30分以内が4例 (26.6%)､ 45

分以内が2例 (13.3%) であった｡ 60分経過しても回

復しないものが2例あり､ 食事前よりも少し低値となっ

た｡ ③運動の前後では､ 全8例すべて(100%)が変化な

しとなった｡

【考察】①特に高齢の患者で､ 一定時間吐き続けるこ

とが困難であるなどの理由で検査を失敗することがあ

る｡ その際にどのくらい検査のやりなおしを行うべき

かを検討するため､ 同時再現性の評価を行った｡ 今回

の検討で､ バラツキの指標SDP､ CV%を用いた評価

により連続10回測定において同時再現性の確認ができ

たため､ 現段階では一度の検査に10回まで再測定が可

能である｡ ただし､ 患者が疲労を訴えることも考えら

れるため状態には注意し検査を行う必要がある｡ また､

持続して呼出ができないような患者には呼出時間を従

来の10秒間から6秒間へ変更する方法もある｡ ②検査
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受付時にガムを噛んでいたり､ 待合室でお茶を飲む患

者がおり検査が円滑に進まないことがある｡ この際ど

のくらい時間を空けて検査を行うべきかを検討するた

め食事により影響の評価を行った｡ 今回の検討で食後

の検査値に変動がみられた｡ このため､ 食後の検査は

避けるべきであり､ きちんとした食事の場合60分､ あ

め・ガムなど少量の場合は少なくとも30分空ければ検

査に影響がないと考える｡ ③文献により激しい運動直

後の検査は避けるべきであるとあるため､ 運動による

変化の確認を行った｡ 方法として､ 脳波検査における

過呼吸負荷と同様の運動負荷を課したが､ 検査の値に

明らかな変化は見られなかった｡ 今回病院職員が院内

でできる運動として､ 過呼吸負荷を実施したが､ これ

では負荷量が不十分であった可能性もあり､ どの程度

の運動で検査値へ影響が表れる確かでない為､ 検査前

には運動を控えるべきであると考える｡

【結語】呼気一酸化窒素検査の注意事項について検討

した｡ 検討の結果､ 検査前に食事・運動などがあった

場合少なくとも30分は空けてから検査を行うのが望ま

しい｡

[シンポジウム]

症例４ ｢巨赤芽球性貧血｣

診療検査科(検査)
杉 山 直 久
第54回日臨技中部圏支部医学検査学会

平成27年９月 静岡

汎血球減少は､ 末梢血中では白血球および赤血球､ 血

小板の3系統の血球減少を同じに認める状態である｡

その原因は多彩であり､ 骨髄での造血幹細胞の減少や

造血幹細胞から成熟血球への分化・増殖の傷害､ 脾に

おける血球の貯留・破壊亢進が考えられる｡ 代表的疾

患・病態には､ 再生不良性貧血､ 骨髄異形成症候群､

SLE (全身性エリテマトーデス)､ 巨赤芽球性貧血､

急性白血病､ 癌の転移､ 重症感染症等がある｡ 今回､

汎血球減少を呈する疾患のうち巨赤芽球性貧血の症例

を提示する｡

腹部超音波検診判定マニュアルの導入
に向けて

診療検査科(検査)
今吉由美､ 日比敏男､ 安田 慈
高田彩永

診療検査科(画像)
乙部克彦､ 橋ノ口信一､ 辻 望
堀 優

消化器内科
熊田 卓､ 金森 明
日本超音波医学会第88回学術集会

平成27年５月 東京

【目的】当院健康管理センターの超音波所見において

は､ システム変更にかかる費用等の問題から腹部超音

波検診判定マニュアル(以下､ 判定マニュアル)は未だ

導入できていない｡ 今回､ 実際に判定マニュアルを運

用した場合に拾い上げた所見の判定区分に差が生じる

かを､ ドック学会診断基準と判定マニュアルの判定区

分で整合性を検証した｡

【対象】2011年4月から2014年3月に当院健康管理セン

ターにて腹部超音波検査を施行した4924名 (男性2688

名､ 女性2236名､ 平均年齢52.7歳)｡

【方法】臓器ごとに現在当院で使用しているドック学

会診断基準と腹部超音波検診判定マニュアルで判定区

分を対比した｡

【結果】判定区分に差が生じたものは以下の通り｡ 慢

性肝障害はドック学会診断基準がC､ 判定マニュアル

はD2となった｡ 肝充実性病変はドック学会診断基準

でD2となるが判定マニュアルでは径15㎜未満がCとなっ

た｡ 胆嚢ポリープの点状高エコーや桑実状エコーを伴

うものは一部判定区分に差が生じた｡ 径5㎜未満の膵

嚢胞性病変はドック学会診断基準でC､ 判定マニュア

ルでBとなった｡ 腎結石はドック学会診断基準ではC

だが判定マニュアルでは径10㎜未満はBとなった｡ 脾

腫はドック学会診断基準には計測について詳細な記載

がなかったが､ 判定マニュアルに準じると全例判定区

分Bとなった｡

【考察】ドック学会診断基準と判定マニュアルを対比

すると､ 慢性肝障害が判定区分の経過観察から要精査

に変わることを除けば､ 肝充実性病変､ 胆嚢ポリープ､

膵嚢胞､ 腎結石､ 脾腫についてはサイズや画像所見か

ら軽度異常や経過観察可能となり精査を省くことがで
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きる｡

【結語】判定マニュアルでは悪性所見はすべて拾い上

げることができ､ 精査の必要がない良性所見を省くこ

とができるため積極的に導入することが好ましいと考

えられる｡

[パネルディスカッション]

ShearWave Elastography(SuperSonic
Imagine社製)の有用性の検討

診療検査科(検査)
今吉由美､ 高田彩永

診療検査科(画像)
辻 望､ 堀 優､ 片岡 咲

外 科
亀井桂太郎
第25回日本乳癌検診学会学術総会

平成27年10月 つくば

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 (SWE) は用手的にプローブで圧迫する

従来法とは異なり､ 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) と腫瘍内部にも不均一に色が表

示される (パターン４) を悪性病変とするパターン分

類の有用性を報告している｡ 今回､ SWEのパターン

分類の視覚的評価に加え､ 腫瘤辺縁と脂肪組織の弾性

値の比を用いた良悪鑑別の有用性を報告する｡

大垣市民病院の補助循環

臨床工学技術科
山田哲也､ 小山富生､ 高木理守
江口顕三､ 森崎公博､ 辻 善範
山脇大輝､ 森川宏志､ 長井健泰
小林寛人､ 川地大樹､ 山岸隆太
古田一成､ 寺倉雄也､ 岩田 祥
谷川裕也､ 片桐 渉
第4回岐阜県パフュージョンカンファレンス

平成27年４月 岐阜

血中Aβ除去によるアルツハイマー病
治療:血液濾過透析での除去率とAβ湧
出量の検討

臨床工学技術科
森川宏志

藤田保健衛生大学大学院
保健学研究科 臨床工学領域

坂田美和､ 川口和紀､ 酒井一由
中井 滋､ 比企能之､ 北口暢哉

糖尿病・腎臓内科
傍島裕司､ 大橋徳巳
第34回日本認知症学会

平成27年10月 青森

【目的】我々は､ 血中Aβ除去によって脳内Aβを減

少させるアルツハイマー病治療システムの創製を目指

して､ ダイアライザを用いた血液透析 (HD) で血中

Aβが除去され､ 血液外から血液へのAβ湧出が起こ

る事､ 透析患者Aβ沈着は非透析者より少ない事を明

らかにしてきた｡ 今回は､ 中空糸膜厚方向の吸着を促

進させる血液透析濾過 (HDF) で､ Aβ除去率を濾過

流量 (QF) との関係を検討した｡

【対象】倫理委員会の承認を得て､ HD､ HDFを実施

した非糖尿病患者 (男4名､ 女9名､ 年齢58.3±9.4歳)

で検討した｡

【結果】ダイアライザ入/出口の平均除去率は､ Aβ

1-40でQF=0：56.5±6.2%､ QF=10：67.9±7.1%､ QF=

20：79.5±3.4%､ Aβ1-42ではQF=0：41.0±6.5%､ QF=

10：50.1±8.8%､ QF=20：63.8±8.0%であり､ Aβ
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1-40､ Aβ1-42ともにQF=20で有意に高くなった (p＜

0.05)｡ しかし､ 全身血中Aβ濃度はQF依存的ではな

かった｡ 透析施行中のAβ湧出し量は､ 定常的と濃度

依存的に分けられ､ 定常的Aβ湧出しは､ 濃度依存的

湧出しとは正の相関を (p＜0.05)､ Aβ平均除去率と

は負の相関傾向を示した｡

【考察・結論】ダイアライザの膜厚方向の吸着を促進

することで､ 血中Aβ除去率が向上した｡ 透析施行中

の湧出しは､ 必ずしもQFによって増大はしなかった｡

効率的に湧出させる施行法を今後検討したい｡ 本研究

の一部は科研費23500531､ 26282126及び喫煙科学研究

財団の助成による｡

呼吸サポートチーム(RST)ラウンドに
おける臨床工学技士(CE)の関わり

臨床工学技術科
江口顕三､ 小山富生､ 小林寛人
森崎公博
第25回日本ケア・リハビリテーション学会

学術集会

平成27年10月 浦安

【目的】人工呼吸管理の質と安全性を向上させる目的

で､ 2010年4月診療報酬の改定により呼吸ケアチーム

加算が設けられた｡ 当院では､ 1996年から院内の呼吸

器はCEにより一元管理されている｡ また2012年から

は､ 一般病棟の人工呼吸患者に対する､ 使用状況のラ

ウンドチェックをCEの立場で行ってきた｡

2013年2月に呼吸サポートチームが発足し､ 2014年4月

からRSTラウンドを開始すると同時にCEが関わる事

となった｡ CEがRSTラウンドに関ってきた内容を報

告する｡

【方法】CEは､ 人工呼吸器の作動環境､ 状況､ 設定

値やモニタ値を記録し､ 適正であるかの評価を行い､

コメントを残す｡ 電子カルテにはRSTに関わる全ての

職種が共有する書式に記載する｡ 共有記録の記載内容

からCEの関わりをまとめ考察する｡

【結果】CEがコメント欄に記載したものは､ 1年間で

296件中53件であった｡ その内 ｢加湿設定に関する記

載｣ が7件､ ｢NPPVのマスクに関する記載｣ が7件､

｢病棟看護師へ注意喚起の記載｣ が8件､ ｢使用呼吸器

の機能や特徴に関する記載｣ が6件､ ｢モニタ値からの

考察｣ が29件であった｡ またモニタ値を考察した結果､

設定変更に至ったケースが8件あった｡

【まとめ】CEとしての視点でRSTラウンドに加わっ

た｡ 今後､ 呼吸器の機能や各種モニタを活用し呼吸状

態を把握することは､ RST活動におけるMEの責務と

考えられる｡

補助循環で使用する人工肺の圧力損失
上昇原因が遠心ポンプ内で発生した血
栓であった症例

臨床工学技術科
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
第41回日本体外循環技術医学会大会

平成27年10月 神戸

【はじめに】補助循環中に送血流量が減少していく要

因が人工肺の圧力損失上昇と判明し､ 使用後の人工肺

の観察によって遠心ポンプで発生した血栓が圧力損失

を上昇の原因であった症例を経験したので報告する｡

【症例】68 歳男性､ 心筋炎による心不全｡

【使用 材料】遠心ポンプはレボリューションポンプ

(ソーリン)､ 人工肺は Platinum Cube NCVC 6000

(ニプロ)回路はキャピオックスカ スタム回路(X コー

ティング;テルモ)､ カニューレはキャピオックス EBS

カテーテルキット 16.5Fr(左大腿動脈送血)､ 21Fr(左

大 腿静脈挿入右房脱血)

【経過】抗凝固剤はヘパリン､ アルガトロバンを併用

し､ ACT 200 ̃ 300 秒を維持した｡ 115 時間経過後､

遠心ポンプの回転数を一定に保っているにもかかわら

ず補助流量が徐々に低下し､ およそ10時間で15%の流

量低下が観察された｡ 人 工肺の入口､ 出口圧それぞ

れを測定したところ圧力損失が200mmHgを超えてい

たため回路交換を行った｡ 補助循環開始から127時間

経過していた｡ 患者は13日間 3L/min 程度の血流が必

要であり､ 心不全の改善が得られず死亡した｡

【原因の追究】交換した人工肺と遠心ポンプを切断し､

内部を観察した｡ 遠心ポンプの軸のスリーブ部分に微

少な血栓を確認した｡ 人工肺は熱交換器部分と人工肺
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部分で切断したところ､ 人工肺の入口部のファイバー

に数百μmから数mm程度の血栓が入口ファイバー間

隙を埋め尽くす様子が観察された｡ 血栓の形状は遠心

ポンプの軸部分に確認された血栓と考えられ､ 人工肺

の圧力損失上昇は微少血栓の蓄積によるものであると

考えられた｡

【まとめ】遠心ポンプを使用した補助循環において遠

心ポンプ内で発生した血栓が人工肺の圧力損失を上昇

させる要因となり得る｡

長期型遠心ポンプの血栓が人工肺の圧
力損失の上昇や､ ガス交換能力の低下
を招く原因となり得る

臨床工学技術科
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
第30回心臓血管外科ウインターセミナー

学術集会

平成28年１月 新潟

【はじめに】長期型人工肺であるNIPRO製人工肺

Platinum (BIO) Cube NCVC 6000を補助循環に使用し

た症例において､ 人工肺の熱交換器と人工肺の接合場

所を切断し､ 血栓の生成状況を確認している｡ その中

で遠心ポンプ特有の血栓が確認されたので報告する｡

【対象】使用したポンプは長期型の遠心ポンプ､ レボ

リューションである｡ 抗凝固剤はヘパリン､ メシル酸

ナファモスタット､ アルガトロバンが使用され､ 通常

ACTは200秒以上を保つように調整している｡

【観察結果】人工肺側の入口表面には数百μmから数

ミリ程度の細かい赤色血栓､ 白色血栓が観察される症

例があった｡ 中には人工肺のガス交換能力､ 人工肺の

圧力損失上昇をともなって回路交換を行ったものもあ

り､ このような例では人工肺の入口表面を覆いつくす

血栓が堆積していた｡ 遠心ポンプについてもハウジン

グを切断し回転軸を観察すると､ 回転軸と軸受けの間

に血液が浸入し､ 人工肺の入口部で観察されたものと

推測できる細かい血栓が確認された｡ 血栓は遠心ポン

プの回転軸および軸受け内で発生し飛散したものであ

ると考えられた｡ 白色血栓は回転軸に発生した血栓の

剥離片であると考えられた｡

【結果】すだれ状に編まれた人工肺の中空糸の間隙は

50μmから100μm程度であり､ この間隙にトラップ

された微少血栓が時間経過とともに堆積し､ 血液流路

を鬱ぎ､ ガス交換能力を低下や､ 圧力損失の上昇を引

き起こす原因となる｡

【まとめ】ボリューションポンプにおいては軸部分に

微少血栓が発生する可能性があることを考慮し､ ガス

交換能力の経時的変化を注意深く観察することや､ 定

期的に人工肺前後の圧力測定を行うことを観察点の一

つとして加えていくことが必要であると考えられた｡

[ワークショップ]

大垣市民病院における植え込み型デバ
イス患者の心不全管理の現状

臨床工学技術科
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､ 岩田 祥
第15回日本心臓植込みデバイスフォロー

アップ研究会

平成27年６月 京都

【はじめに】当院で現在ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟしている植え込み型

ﾃﾞﾊﾞｲｽ患者は､ ﾍﾟｰｽﾒｰｶ:667名､ ICD:125名､ CRT-P:18

名､ CRT-D:40名である｡ また､ 2009年より遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞを導入し､ ﾍﾟｰｽﾒｰｶ:2名､ ICD:72名､ CRT-P:2名､

CRT-D:29名の患者が2015年現在使用している｡ 主にﾃﾞ

ﾊﾞｲｽ業務に携わるｽﾀｯﾌは､ 臨床工学技士(CE):8名､ 医

師:12名となっている｡ この状況下で不整脈専門医師

は12名中3名､ CEにおいても経験年数の差異により､

ﾃﾞﾊﾞｲｽに対する知識､ 対応力に個人差が大きくあるの

が現状である｡ このためﾃﾞ ﾊ ﾞ ｲ ｽ業務に携わる

ｽﾀｯﾌ全員のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに対する意思の統一､ 多角的な視

野からの検討を行うため2012年4月より関連ｽﾀｯﾌによ

るﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを開いている｡

【ﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽの流れ】CEが､ 遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞで緊急

送信されてきた事例やﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾗﾌﾞﾙが発覚した事例に

対し､ 医師の指示によりどのような対応をしたか等を

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝし､ 不整脈専門医師を中心に今後のﾌｫﾛｰｱｯ
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ﾌﾟについての検討を行っている｡ その中でCEも積極

的に意見し討議をすすめている｡ そして､ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽで

決定した方針に沿ったﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを継続し事例によって

は後のｶﾝﾌｧﾚﾝｽで経過報告も行っている｡

【心不全管理の現状】ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞｰﾀにおいては､ 胸郭

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽの経過を重んじてﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟしている｡ 遠隔

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活用患者は､ 胸郭ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｱﾗｰﾄ設定を

OptiVol Threshold(Medtronic):60､ CorVueｱﾗｰﾄ(SJM):

8日から設定し､ ｱﾗｰﾄ送信されてきた場合は速やかに

CEが主治医に報告､ 主治医が患者に電話連絡し状況

確認を行う｡ 頻脈ｲﾍﾞﾝﾄが同時期に発生しているとき､

自覚症状が強いときなど状況によっては来院を促すこ

ともある｡ また､ 遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを活用していない患者

であってもﾃﾞﾊﾞｲｽﾁｪｯｸ時に胸郭ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｱﾗｰﾄが発生

していた場合､ 主治医もしくは外来担当医に報告して

いる｡ これら一連の流れを後日ﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽで報告

し､ 心不全兆候の有無を検査ﾃﾞｰﾀ､ 患者の自覚症状､

内服薬の内容､ ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞｰﾀ等で確認し､ 今後のﾌｫﾛｰｱｯ

ﾌﾟの見解を定めていっている｡

【まとめ】2012年4月より医師､ CE間の連携強化､ 多

角的な視野からの検討を目的とし､ ﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを

行っている｡ これらを踏まえ､ 当院の植え込み型ﾃﾞﾊﾞ

ｲｽ患者における心不全管理に対する取り組みについて

報告する｡

[ラウンドテーブル]

重症肺血栓塞栓症にPCPSを適応し､
外科的血栓摘出術が奏功した1症例

臨床工学技術科
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41回日本体外循環技術医学会大会

平成27年10月 神戸

【はじめに】心肺虚脱に陥った重症肺血栓塞栓症に対

するPCPSの有用性についてはすでに確立されている

が､ その後の内科的治療､ 外科的治療の選択基準は明

確ではない｡ 今回､ PCPSを装着した重症肺血栓塞栓

症に対し､ 外科的治療による血栓摘出術を行い救命し

得た症例を経験したので報告する｡

【症例】38歳女性､ 身長160cm､ 体重64kg､ 周産期に

発症した重症肺血栓塞栓症｡ 妊娠中高血糖以外特記す

べき既往なし｡

【経過】起立後に突然呼吸困難を自覚し翌日近医産婦

人科を受診｡ 37週3日の時点で帝王切開を施行した｡

術中から循環動態不安定､ 手術翌日にはショック状態

となり当院へ緊急搬送となった｡ 当院到着後CPAとなっ

たためCPRを施行しPCPSを導入｡ CTにて両肺動脈内

に大量の血栓を認めた｡ 血栓溶解療法は､ 前日に帝王

切開を施行していることもありt-PA製剤は使用せず､

ヘパリンを用いた抗凝固療法による内科的治療を実施

した｡ 翌日のCTの再評価では､ 血栓のサイズに著変

なく､ 循環動態不安定であったため､ 同日緊急で外科

的血栓摘出術を行う方針となった｡ 送血は上行大動脈､

脱血は右心耳から上大静脈に向けてカニューレを挿入

し人工心肺開始､ 術前に装着したPCPSを停止し右大

腿静脈のPCPS脱血カニューレを人工心肺に接続､

完全体外循環とし心拍動下に血栓摘出術を施行した｡

人工心肺からの離脱は容易で､ CVPが10台前半で循環

動態は安定し手術を終了した｡ ICU入室時に肺動脈圧

の上昇を認めたが､ POD 2には正常範囲まで落ち着い

た｡ POD 64にICUを退室､ POD 79に人工呼吸器を離

脱､ POD 90に血液浄化療法を離脱､ POD 113に独歩

退院となった｡ 術後の肺血流シンチでは肺梗塞を疑う

血流欠損部位は無く､ 右心カテにおいてPHは認めな

かった｡

【まとめ】PCPSを装着した血行動態が不安定な重症

肺血栓塞栓症に対し､ 外科的血栓摘出術を施行した｡

抗凝固療法を主体とした内科的治療の限界と判断し､

外科的治療が奏功した症例を経験した｡

術前ストーマ外来の課題

看 護 部
西 田 か を り

外 科
高 山 祐 一
東海ストーマ・排泄リハビリテーション

学会

平成27年６月 岐阜
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【はじめに】入院期間の短縮に伴い､ 患者および家族

は､ 手術やストーマ造設についてのICを外来で受ける

機会が増えている｡ また､ ICから入院､ 手術までの期

間も短縮しており､ 手術やストーマ造設に関する不安

を抱えたまま手術に臨むことも少なくない｡ そこで､

外来でのIC後に希望を確認し､ IC同日に術前ストーマ

外来で患者および家族の支援をしている｡ 今回､ 術前

ストーマ外来を受診した患者や家族10組を対象とし､

術後のストーマ外来受診時に術前ストーマ外来の関わ

りについて聞き取り調査をした｡

【結果】術前ストーマ外来でストーマに関する説明を

詳細に覚えていたのは､ 患者より家族であった｡ また､

患者､ 家族共にストーマについて相談できる場所の存

在を知ったことが安心感につながっていた｡

【まとめ】現在､ 希望に応じて術前ストーマ外来で支

援しているが､ 希望されない患者や家族への支援につ

いて検討が必要である｡

災害時におけるアクションカードの有用性
～カテーテル治療センターにおける災害訓練～

看 護 部
墨 郁子､ 中島イサ子､ 加藤安代
田村 忍､ 中川豊美､ 森 美鈴
安田真似､ 岸上千夏

循環器内科
古田竜平､ 吉田路加

医療技術部 (画像)
市川宏紀
日本心血管インターベンション治療学会

学会

平成27年７月 福岡

【はじめに】近年大規模地震がいつ発生してもおかし

くない状況にある｡ 大規模災害が発生した場合､ カテー

テル治療中に予測しえない事象が起こる可能性が高い｡

その為, カテ室においても多職種を含めた災害訓練が

必要と考えた｡

【目的】アクションカードを用いた災害訓練を行うこ

とで､ 災害時に各職種が自分の役割を理解し行動でき

るかを検討する｡

【方法】他職種と災害時に必要な行動を検討してそれ

ぞれのアクションカードを作成した｡ カードを使用し､

実際に訓練を実施｡ 訓練終了後に各職種に対しアンケー

ト調査を行った｡

【結果】訓練に参加した他職種を含む19名からアンケー

ト調査を実施｡ 結果は ｢アクションカードの使用につ

いて理解できたか｣ の質問では､ はい:95% いいえ:5%｡

｢アクションカードを使用しながら行動ができたか｣

では,はい:100%｡ ｢アクションカードは誰が配布する

か知っているか｣ のでは､ はい：44% いいえ:56%｡

｢アクションカードを受けてから行動にうつるまで悩

んだことは無かったか｣ では､ はい：25% いいえ:75

%となった｡ ほとんどのスタッフがアクションカード

の内容は理解できたが､ 運用方法や実際の行動に戸惑

いを生じた人が多数いた｡

【考察】今回アクションカードを使用したことで､ 災

害時の行動の指標となり､ 各個人の行動が理解できた｡

しかし､ 実際の災害訓練からはアクションカードに関

する課題が挙げられ､ 今後他職種との意見交換や机上

訓練などを行い充実したアクションカードを作成し､

それを用いた災害訓練を定期的に行っていくことが重

要と思われた｡

【まとめ】アクションカードを使用することで､ 災害

時に限られた人員と限られた医療資源で､ できるだけ

効率的よく対応することができた｡

臨地実習における看護学生との関わり方
～ 『学生さんなんでもノート』 の有用性の検討～

看 護 部
中 山 亜 衣 美
日本看護学会看護教育

平成27年８月 奈良

【目的】本研究の目的は自分が看護学生の時に経験し

た指導者との問題への対応として思いついた 『学生さ

んなんでもノート』 (以下ノートと略す)の利点を検討

し､ 有用性を明らかにすることである｡

【方法】平成25年5～9月にA病院にて実習を行った看

護学生50名を対象に調査した｡

(1)質問紙調査法を用いて､ 実習開始時と終了時に学

生の感じている指導者との距離感の変化と､ 終了時の

実習満足度を調査する｡
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(2)ノートの使用率や使用理由､ 利点の有無や使用し

た感想､ ノートの必要性を面接時に質問紙を用いて面

接調査する｡

【倫理的配慮】本研究の主旨の説明を行い､ 参加は自

由で協力の有無による不利益はないこと､ 研究で得た

情報は研究以外に使用しないことを説明した｡

【結果】実習前後の指導者との距離感は5段階の数字

の平均値が開始時2.42から終了時1.59と変化した｡ 具

体的に近づいた58%､ 変化がなし32%､ 遠くなった10

%であった｡ また､ 実習の自己満足度は平均88.06点

であった｡ ノートの使用率は80%で､ 使用理由は ｢コ

ミュニケーションの相談｣ ｢治療や看護についての質

問｣ ｢質問の共有｣ という回答があった｡ 76%の学生

が利点があると回答した｡ 理由は ｢励みになった｣

｢直接質問できなかったことも聞けた｣ ｢不安とかも書

ける｣ ｢悩みの共有ができる｣ ｢安心できる｣ ｢指導者

を近く感じた｣ などの意見が得られた｡ ノートの必要

性は76%の学生があった方がいいと回答した｡ 考察:

指導者の言動が学生のやる気を左右したり､ 時には十

分な理解に至らないままだったりと､ 学習への影響が

大きいことは経験上からも推測できる｡ そういった際

の一つのコミュニケーションツールとして活用できる

と考える｡ そして､ より良い臨地実習指導のあり方に

向けた改善や工夫点を見出す上で資料になり得ると考

える｡

【まとめ】①このノートにより､ 学生は実習中の質問

や相談を指導者に発信しやすくなる｡ ②実習中の一つ

のコミュニケーションツールとして活用できる｡

新人看護職員の ｢院内留学｣ 研修がもたらす
効果～初年度と2年目のアンケート調査結果
を比較して～

看 護 部
鹿野由美子､ 森美惠子
日本看護学会看護教育

平成27年８月 奈良

【目的】 ｢新人看護職員研修ガイドライン｣ には､ 新

人看護職員の到達目標として1年以内に経験し修得を

目指す項目とその到達目安が示されている｡ Ａ病院の

新人看護職員は､ 入職時より配属部署が決まっている

ため､ ｢新人看護職員ガイドライン｣ が示す看護技術

の到達目安までに配属部署では到達できない項目があ

る｡ そのため､ 他部署で経験できるよう平成25年度か

ら新人看護職員の ｢院内留学｣ 研修を導入した｡ 研修

後､ ｢院内留学｣ 研修に出す部署および ｢院内留学｣

研修を受け入れる部署に対してアンケート調査を行っ

た｡ 平成26年度も ｢院内留学｣ 研修を実施し､ 研修後､

平成25年度と同じアンケート内容で調査を行った｡ そ

こで今回､ 平成25年度と平成26年度のアンケート調査

結果を比較し､ 新人看護職員の ｢院内留学｣ 研修がも

たらす効果を明確にする｡

【方法】平成25年11月5日～平成25年12月27日と平成

26年10月27日～平成27年1月30日に実施した ｢院内留

学｣ 研修終了後のアンケート調査項目の中から､ 新人

看護職員を研修に出す部署のアンケート項目 ｢研修前､

勤務調整で困ったことはありましたか｣ ｢研修中に､

困ったことがありましたか｣ と新人看護職員の研修を

受け入れる部署のアンケート項目 ｢研修対象者の留学

を中止したことがありましたか｣ ｢指導をしていると

き､ チームから支援を受けましたか｣ について､ 平成

25年度と平成26年度の調査結果を比較し分析する｡

【倫理的配慮】各部署の師長に､ アンケート調査結果

を本研究に活用すること､ データは本研究以外使用し

ないことを文書にて説明し同意を得た｡ また､ 所属施

設の看護部で倫理的な観点からの承認を得て実施した｡

【結果】各アンケート項目に対して ｢はい｣ と回答し

た割合を比較した結果､ 平成26年度は､ ｢研修前､ 勤

務調査で困ったことがありましたか｣ 13％上昇し57％

であった｡ ｢研修中に困ったことがありましたか｣ 19

％減少し14％であった｡ ｢研修対象者の留学を中止し

たことがありましたか｣ 7％減少し20％であった｡ ｢指

導をしているとき､ チームから支援を受けましたか｣

9％上昇し100％であった｡

【考察】 ｢研修前､ 勤務調整で困ったことがありまし

たか｣ 13％上昇については､ 平成26年度の理由に ｢11

月は週休が多く､ 日勤ばかりで組むのは困難であった｣

｢11月は最低人数確保するのがやっとでした｣ とある

ことから､ 平成26年の11月は平成25年の11月より休日

が2日多かったことが影響したと考える｡ そのため､

休日が多い11月の研修方法を今後検討していく必要が

ある｡ ｢研修中に困ったことがありましたか｣ 19％減

少については､ 両年度とも ｢研修対象者以外のスタッ

フに､ 忌引き・病休が生じた｣ ことを理由にあげてい
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るため､ 比較項目にはならないと考える｡ ｢研修対象

者の留学を中止したことがありましたか｣ 7％減少に

ついては､ 両年度とも ｢研修項目にあった対象患者が

いなかった｣ ことを理由にあげているため､ 比較項目

にはならないと考える｡ ｢指導をしているとき､ チー

ムから支援を受けましたか｣ 9％上昇については､ 平

成25年度の理由は､ ｢指導に専念できるように業務調

整してもらえた｣ ｢急な指導依頼に協力してもらえた｣

という中､ 平成26年度の理由には ｢チームを超えて､

みんなで声を掛け合い指導を進めていった｣ ｢朝と昼

のカンファレンスで､ 経験可能な項目を確認していた｣

ことが追加された｡ これらのことから､ 指導者のみだ

けでなく､ みんなで新人を指導していこうという姿勢

が上昇の要因と考える｡ 永井は１) ｢職場の協力が生み

出されるには､ 新人教育に関する目標・計画を提示す

るだけでなく､ 目標・計画の進行状況や､ 現在抱えて

いる課題が何かなど､ 各時点での新人教育に関する状

況を､ 職場の他のメンバーが理解できるように配慮し

ておかなければなりません｡｣ と述べている｡ 新人に

関する情報を職場のメンバーと共有する場づくりが重

要であるといえる｡ 平成26年度の ｢院内留学｣ 研修に

対する意見・要望より､ ｢院内留学｣ 研修を受け入れ

る部署のスタッフは､ 新人看護職員がしっかりした挨

拶ができていることや知識・技術を賢明に習得しよう

とする姿勢に刺激を受けていることがわかった｡ また､ 各

部署が勤務調整しながら日勤者を確保している中､ 時

間内で行っている他の研修と重ならないようにして欲

しいという要望があり､ 今後検討していく必要がある｡

【結論】 ｢院内留学｣ 研修は､ 新人看護職員の言動か

ら先輩看護師は刺激を受けながら､ みんなで新人看護

職員を育てていこうとする風土づくりの効果がある｡

【引用文献】1) 永井 則子：プリセプターシップの

理解と実践 新人ナースの教育法, 日本看護協会出版

会, ｐ.38, 2005.

アロマセラピーマッサージで看護の
原点に戻る

看 護 部
林 真弓､ 三輪明子
日本看護学会慢性期看護

平成27年９月 福島

【はじめに】慢性期の患者は長期にわたる疾患による

苦痛を伴っている｡ 疼痛コントロールはされているが

｢看護師の 『触れる』 ケアの少ない臨床現場｣ の現状

になっている｡ 慢性期患者の苦痛感情を明らかにする

とともに 『触れる』 看護の重要性を振り返るためにこ

こに報告する｡ 【目的】慢性期患者の苦痛感情を明ら

かにし, アロマセラピーマッサージ (以下AMと示す)

で 『触れるケア』 の重要性を振り返る

【方法】１. 対象：治療終了から慢性期への経過をた

どる 患者20名 ２. 調査期間：2013年11月～2014年

11月 ３. AMの介入方法：好みの香り､ 部位を選ん

でもらいマッサージを施行する 4. 分析方法：初回

に限定する｡ AM施行中に自発的に表出された苦痛感

情の言葉を抽出､ 分類した｡

【倫理的配慮】患者の不利益にならない事を口頭で説

明し書面上に同意を得た｡ また看護部倫理委員会の承

認を得た｡

【結果】 ｢見捨てられてるから｣ ｢生きている価値が

ない｣ ｢死にたい｣ ｢もう誰も触れてももらえない｣

｢明日から頑張る｣ ｢幸せ｣ 等【考察】山口１) は ｢優

しく触れられることは自分の存在を丸ごと価値のある

ものとして認められ受け入れられ尊重されることを意

味する｣ と述べている｡ このことより一人の人間とし

てその患者をとらえ､ その患者の事を大切に思い傾聴

しばがら行なうAMは肌と肌の触れ合いにより患者の

孤独感を癒し､ 一人ではないという感情変化が ｢明日

も頑張れそう｣ などの言葉へと変化し生きる意欲や希

望につながったのではないか｡

【結論】高度医療・システム化により 『触れない看護』

が増え, 更に ｢見捨てられ感｣ を感じている可能性が

ある｡ 看護の原点 『触れるケア』 の一つであるAMは

手の温かさで患者の心を包み､ そっと寄り添えるだけ

でなく､ QOL向上につながる看護師のできる技であ

ると考える｡ 『触れるケア』 をもっと日常に取り入れ､

看護の向上につなげたいと考える｡
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NICU・GCUから地域へ～地域保健師に
繋ぐ看護サマリーの見直しを行って～

看 護 部
西垣季美､ 服部京子､ 野村 彩
川瀬由加里､ 若狭実央､ 大橋由美恵
村瀬衣純
日本看護学会慢性期看護

平成27年９月 福島

【研究目的】A病院は地域周産期母子医療センター認

定施設であり､ 年間約200名の新生児が入院している｡

そのうち約35％が､ 県が行う ｢母と子の健康サポート

支援事業｣ の地域保健師による訪問支援を受けている｡

そのため､ 病院退院時に看護サマリーを使用し､ 情報

提供を行っている｡ しかし､ 現在使用している看護サ

マリーは新生児から老年まで幅広く使用しているため､

地域保健師へ充分な情報提供ができているのか疑問に

感じていた｡ そこで今回､ 看護サマリーの問題点を明

らかにし､ 地域保健師とNICU・GCU看護師が協働し

て新看護サマリーの作成を行うことを目的とし､ 研究

を行った｡ その結果､ 児の情報が地域保健師に繋がり､

的確な支援が受けられる道筋ができたため､ 報告する｡

【研究方法】１. 期間：平成26年5月～平成27年2月２.

対象：NICU･GCU看護師､ 地域保健師 ３. 活動：①

地域保健師とカンファレンス(4.5.6月)､ 現在の看護サ

マリーの問題点の抽出､ 書式の検討②新看護サマリー

の試用開始(9月)③新看護サマリーの使用開始(11月)④

新看護サマリーの電子カルテ運用開始(2月)

【倫理的配慮】本研究はA病院研究倫理委員会の承認

を得た｡ また研究対象者には､ 研究の主旨､ 研究参加

の自由､ 参加に同意しない場合でも不利益を受けない

こと､ 研究目的以外で使用しないことを説明し､ 同意

を得た｡

【結果】地域保健師とカンファレンスを行い､ 既存の

看護サマリーは患者の入院中の経過の記載が中心であ

り､ また記載方法も規定がなく担当看護師に委ねられ

ていたため､ 保健師が支援する上では不足する情報が

あることが明確になった｡ また､ 病院看護師は児の疾

患・入院中の経過を伝えたいと考えていること､ 地域

保健師は児の予後について・児が入院中の母の状態・

育児支援者の有無などを知りたいと考えており､ 両者

の思いが一方通行であったことがわかった｡ そこで地

域保健師の意見をもとに､ 入院中の児の母親の状態､

退院時点での児の状態､ 利用中の福祉サービスの有無､

児の退院後の予定についての記載を中心とした新看護

サマリーを作成した｡ また､ 新看護サマリーは､ 記載

項目を細かく列挙し､ どの看護師が記載しても児の支

援に必要な情報が欠落しないようにした｡ 9月から新

看護サマリーを使用して20件ほどの情報提供が出来て

いる｡ 保健師へのインタビューの結果､ ｢入院中の経

過が項目ごとに分かれていて､ 一目瞭然となった｡ 支

援してほしい内容がわかりやすくなったため､ 病院と

保健所が連動して家族サポートが出来るようになった｣

と話された｡

【考察】既存の看護サマリーは､ 児がどのような入院

生活であったかを伝えるものであり､ 地域での支援を

念頭に置いた情報提供用紙ではなかった｡ 今回､ 地域

保健師とカンファレンスを行ったことで､ 病院看護師

が地域へ提供する情報は､ 児がどのような状態で地域

へ帰るのか､ 児と家族が地域でどのような支援を必要

としているのかという視点が重要であると認識するこ

とができた｡ また､ 地域保健師は訪問で何を確認し指

導・支援しているか､ 地域支援の実際を知ることもで

きた｡ 宇都宮１)は ｢小児の退院支援は､ 病院と地域

が連携して行うチームアプローチであり､ 看護師は早

期から退院に向けた多職種カンファレンスを開催する

と共に､ 病院と地域との架け橋となり､ 現在の状態に

至るまでの背景や疾患・障害の受け止め方を含めた情

報交換と共有を行い､ 状況に応じた支援内容の調整が

必要である｣ と述べている｡ 地域包括ケアが言われて

いる現在､ 地域保健師と病院看護師の協働による退院

支援は必須である｡ 看護師は家族の思いを引き出し､

地域での生活にあたり予想される問題を早期に発見し､

退院後の地域での生活が安定できるよう保健師に繋ぐ

必要がある｡ よって､ 地域保健師と検討した看護サマ

リーの変更は有用であったと考える｡

【結論】１. 病院看護師が提供する情報と､ 地域保健

師が必要とする情報にはずれがあった｡ ２. 地域へ繋

ぐためには､ 地域保健師との交流・情報交換を行い､

顔が見える関係の構築が必要である｡ ３. 現在はA病

院の管轄地域での新看護サマリー使用であるが､ 今後

は県全域でも使用できるようにする必要がある｡
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PNS導入８ヵ月で看護記録はリアルタイ
ム化したのか～記録の現状とスタッフの記
録に対する意識調査からみえたもの～

看 護 部
高木かおり､ 吉田光代
日本看護学会看護管理

平成27年９月 福岡

【目的】PNS導入によりA病院B病院でもリアルタイ

ムな記録が実現するのかを明らかにするため､ 記録の

現状調査とスタッフの意識調査を行った｡

【方法】平成26年5月～平成27年3月､ B病棟看護師23

名を対象にアンケート調査及び､ 看護記録の記録時刻

と実入力時間の時間差 (以下､ 時間差と略す) を調査

した｡

【倫理的配慮】本研究は看護部倫理委員会の承認を

得た｡

【結果】時間差の平均ではPNS導入前85.2分､ 8ヶ月

後36.3分であった｡ 記録に対する意識調査はPNS導入

前の6月21名､ 8ヶ月後11名 (回収率91.3％､ 50％) の

回答を得た｡ リアルタイムな記録ができている､ は

PNS導入前3名 (14.3％)､ 8ヶ月後8名 (72.7％)､ 記録

に対する意識の変化があったと答えたのはPNS導入直

後13名 (61.9％)､ 8ヶ月後9名 (81.8％) であった｡ 変

化の内容は ｢リアルタイムな記録が可能だとわかった｣

｢その場で記録するよう意識するようになった｣ など

であった｡

【考察】リアルタイムな記録ができていると答えたス

タッフの数はPNS導入後増加し､ 時間差も減少した｡

これは､ リアルタイムな記録が可能であると実感でき

たことの効果と考える｡ しかし記録に時間差が30分以

上存在する現実は､ まだ記録が個人任せであり､ その

場で記録する体制が不十分であること､ 看護記録を医

療チームで共有する情報ツールとして捉える意識の低

さの表れと考える｡

【結論】１.PNS導入8ヵ月で看護記録はリアルタイム

化しなかったが､ リアルタイムに記録しようとする意

識の向上はみられた 2.記録のリアルタイム化現実の

ためには今後､ 行動変容と記録せざるを得ない体制作

りが必要である 3.記録は医療チーム間での情報共有

ツールであることを意識する必要がある｡

ポジショニング方法による早産児への影響
～体温管理の視点から～

看 護 部
野村 彩､ 田中亜耶香､ 藤原毬絵
服部京子
日本看護学会急性期看護

平成27年９月 松山

【はじめに】早産児は保育器に収容し､ 体温管理を行っ

ている｡ 近年新生児看護領域では､ 外的ストレスをで

きる限り最小限にした環境のもとで児の成長や発達を

促していこうとするケア (以下DCとする) が盛んに

行われている｡ A病院NICUでも10年前よりDCの一環

としてポジショニング用具を使用した治療的姿勢管理

を行っている｡ しかし､ 2-3年前からポジショニング

方法により体温が不安定になる事例が続発した｡ そこ

で､ 現在NICUで使用しているポジショニング用具

(体位・良肢位保持用具) の使用現状と体温の関係を

評価したので報告する｡

【目的】ポジショニング方法と体温の関係を調査し､

結果を明らかにする｡

【用語の定義】ネスティング：独自に作成したビーズ

クッションを児の周りを囲むように使用する場合 囲

い込み：独自に作成したポジショニング用具を児の周

りに使用し, ハンドタオルや砂嚢を使用して用具が児

に出来るだけ密着するように使用する場合

【方法】平成26年10月から11月にA病院NICUに入院

した極低出生体重児４名に対し､ ポジショニング用具

の使用状況をデジタルカメラで撮影し､ 使用方法を区

分した｡ また､ ポジショニング用具の使用状況撮影時

に児の体温 (腋窩温､ 直腸温) を測定した｡

【倫理的配慮】対象者の家族に研究の趣旨､ 匿名性の

保持､ 協力は自由意志であることについて説明し､ 同

意書への署名で承諾を得た｡ また､ 本研究はA病院看

護部の承認を得た｡

【結果】4例より収集した158件の結果を表1に示す｡

【考察】今回の調査で､ ポジショニング使用時は使用

状況で熱喪失の程度は変化し､ A病院独自のポジショ

ニング用具を使用する上では仰臥位ネスティングが最

も熱喪失が大きく､ 腹臥位・囲い込みの熱喪失が小さ

いことが分かった｡ 保育器に収容された新生児の体温

は､ 輻射・対流・伝導・蒸散の影響を受ける｡ 輻射・

蒸散については従来通りの対応で良いが､ 伝導は今回
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の調査結果を踏まえた環境調整が必要である｡ また岡

部１) は､ ｢腹臥位では仰臥位に比べ熱がこもりやす

く､ 体温が上昇しやすい｡｣ と述べている｡ 腹臥位で

は､ ポジショニング用具が児に接触し四肢が覆われて

いるため､ 対流の影響を受けにくい｡ しかし､ 仰臥位

はポジショニング用具の上に児が乗っており､ 四肢を

自由に動かせるため対流・伝導の影響を受けやすく熱

喪失しやすい｡ 体位変換やポジショニング用具の使用

方法変更の際には環境温の調整が必要である｡

【結論】1.今回の調査では､ A病院のポジショニング

用具を使用する場合は､ 腹臥位・囲い込みの熱喪失が

一番小さく､ 仰臥位・ネスティングの熱喪失が一番大

きい｡ 2.仰臥位では､ 対流・伝導による熱喪失の影響

を受けるため､ 環境温調整が必要である｡ 3.コット移

床などの収容環境変更時は､ 環境温だけではなく体位

やポジショニング使用状況を考慮する必要がある｡

4.収容環境変更の際の指標が必要である｡

急変時の初期対応を学ぶための取り組み
―シミュレーション学習を通して―

看 護 部
樋口倫世､ 岩田扶美代､ 中森あゆみ
桐山知美､ 吉田智絵､ 松尾美千代
栗田恭子
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】心臓疾患患者は､ 致死的不整脈や心筋梗

塞などで急変すると死に直結する場合がある｡ そのた

め､ 急変時の初期対応は重要となり､ どこで誰が遭遇

しても､ 質の高いBLSを行う必要がある｡ 今回､ 急変

時の初期対応を学ぶために､ シミュレーションを取り

入れたことで学習効果が得られたため報告する｡

【目的】シミュレーションを取り入れた学習効果を明

らかにする｡

【方法】1.急変時に対する知識や思いを知るためのア

ンケートを実施｡ 2急変時の初期対応を学ぶための.

DVDを作成｡ 3.DVDを視聴して､ 急変時の初期対応

を学習｡ 4.シミュレーションテストを実施｡ 5.シミュ

レーションテスト後のアンケートを実施｡

【結果】アンケート結果は､ ｢急変時の初期対応につ

いて自信があるか？｣ の問いに､ ｢いいえ｣ と回答し

たスタッフは83％であった｡ その理由として､ 急変対

応をした経験がない､ 実際の急変時に焦って何もでき

なかった､ 急変時の対応経験があっても不安という意

見があった｡ 救急認定看護師の協力を得てDVDを作

成し､ DVDと同じ状況設定のシミュレーションテス

トを実施した｡ シミュレーションテストは看護補助員

を含めた病棟スタッフ全員を対象として行い､ 全員が

合格した｡ シミュレーションテスト後のアンケート結

果は､ ｢シミュレーションテストを実施したことで急

変時の対応について自信をもつことができたか？｣ の

問いに､ ｢はい｣ と回答したスタッフは91％であった｡

その理由として､ 実際の急変時にシミュレーションテ

ストの内容を思い出して動くことができた､ 基本的技

術の見直しができたという意見があった｡

【考察】状況をイメージし行動に移せるシミュレーショ

ン学習は､ 急変時の初期対応を学ぶために効果がある

と考えられる｡

【まとめ】急変時の初期対応を学ぶために､ シミュレー

ション学習を定期的に行っていく｡

血液疾患患者の転倒・転落の原因究明
～何故､ 転んだのか～

看 護 部
浦野智美､ 寺倉明希､ 川口智里
小島美加､ 平野美佳
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】当病棟には､ 白血病・悪性リンパ腫など

の疾患で輸血や化学療法を目的とした患者が多い｡ ま

た日常生活動作において自立している患者の割合も多

い｡ だがここ数年､ 当病棟の転倒・転落インシデント

は増加傾向にある｡ 血液疾患患者が転倒・転落を起こ

した場合､ 致死的状況に陥るリスクが非常に高い｡ そ

のため今後､ 転倒・転落が減少できるよう原因を明ら

かにする必要がある｡ また転倒・転落が発生する状況

には､ 疾患特有または化学療法の影響など要因がある

のではないかと考えこの研究を行った｡

【研究目的】過去3年分の転倒・転落に関するインシ

デントレポートの分析をすることによって､ 転倒・転
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落の原因を究明する｡

【研究方法】当病棟の平成23年4月～平成25年3月の86

件を対象とした｡ 転倒・転落に関するインシデントレ

ポートを調査し分析を行った｡

【結果】年齢:65歳未満8例 (9％) 65～69歳11例 (13

％) 70～74歳15例 (17％) 75～79歳13例 (15％) 80～

84歳18例 (21％) 85歳以上21例 (25％) 性別:男性56

例 (65％) 女性30例 (35％) 疾患:悪性リンパ腫52例

(60％) 多発性骨髄腫9例 (11％) 白血病8例 (9％) 骨

髄異形成症候群9例 (11％) 他の疾患8例 (9％) 認知

症:有26例 (30％) 無57例 (66％) 不明3例 (4％) 日

常生活自立度:J11例 (13％) A28例 (32％) B38例

(45％) C9例 (10％) 転倒・転落アセスメントスコア

リスク判定:A44例 (51％) B39例 (45％) C3例 (4％)

治療経過:day1～5･8例 (9％) day6～10･12例 (14％)

day11～15･14例 (16％) day16～･12例 (14％) 治療な

し40例 (47％) 検査データ (化学療法グレード評価) :

WBCG0･40例 (46％) G1･5例 (6％) G2･9例 (10％)

G3･6例 (7％) G4･16例 (19％) 高値10例 (12％)

HbG0･27例 (31％) G1･21例 (25％) G2･21例 (25％)

G3･14例 (16％) G4･3例 (3％) PltG0･20例 (23％)

G1･8例 (9％) G2･15例 (18％) G3･26例 (30％) G4･

17例 (20％) 発熱:有20例 (23％) 無66例 (77％) 発

生時間帯:日勤21例 (24％) 中勤9例 (11％) 夜勤55例

(64％) 不明1例 (1％) また認知症でない患者57例の

うち転倒・転落状況を集計した結果､ 排泄に関わる因

子32例 (56％) その他の因子25例 (34％)｡

【考察】結果から､ 血液疾患患者特有の要因があると

は考えられなかった｡ また､ 認知症の無い患者の転倒・

転落に関して排泄に関わる因子が半分以上を占めてい

ることが明らかとなった｡

【まとめ】1. 血液疾患患者が転倒する原因として､

疾患に関する治療の有無・骨髄抑制期は関連がなかっ

た｡ 2. 自立している患者の転倒時の行動として､ 排

泄時が多いことが分かった｡

PIカテーテル自己抜去予防策について
～児の状態と発達年齢に応じた対応～

看 護 部
石 田 侑 希
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【目的】児の状態, 発達年齢, 環境背景から自己抜去

予防策を明らかにする｡

【方法】(対象)：拡張型心筋症, 1歳女児｡ (期間)：

ICU退室後～PIカテーテル抜去までの約5カ月間｡ (調

査方法)：医師・看護師記録とインシデントレポート

より調査した｡ (倫理的配慮)：調査データは研究者の

みが取り扱い, 研究以外で使用しない｡

【結果】1回目はベッド上で遊んでいた時､ 祖母が患

児に背を向けた一瞬の間に右手から留置されシーネ固

定されていたPIを自己抜去した｡ 左手に再留置後､ テー

プ固定を強化した｡ 2回目は右足に点滴留置しており

歩行のためテープ固定のみしていた所, 祖母が目を離

した瞬間にPIを抜いた｡ 左前腕から再留置され抜去さ

れないように弾性包帯とテープで固定を強化した｡ そ

の後､ 自己抜去予防策としてストッキネットを使用し

たアームカバーを作成した｡ 3回目は衣類が半袖であっ

たためアームカバーを重ねて固定していなかったため

母が目を離した隙に抜いた｡ そこで看護師が患児の好

みに合わせてピンク色でフリル飾りのついたアームカ

バーを作成した｡ 外見的には服の一部にみえるように

した｡ 点滴刺入部が観察しやすいようファスナーで開

閉し装着できるよう工夫した｡

【考察】PIカテーテルは固定の強化だけでは予定外抜

去を防ぐことはできないと考える｡ １歳はピアジェの

認知発達理論の ｢感覚-運動期｣ にあたり､ 見たり､

聞いたり､ 触ったりという感覚やつかんだり､ 落とし

たり､ 噛んだりといった運動､ すなわち ｢外的運動｣

によって外界を知る段階である｡ 患児の発達段階から

PI固定部分を触らないようにする必要があった｡ かわ

いいフリル付のアームカバーは洋服の一部としてとら

えることができたため､ 触ったりすることはなかった

のではないかと考える｡

【結論】１. アームカバーはPIルート自己抜去予防に

有効であると考える｡ ２. 点滴刺入部はアームカバー

を装着し外見から見えないようにすることが望ましい｡
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より使いやすい痛み日記を目指して
～がん患者の疼痛コントロール～

看 護 部
金森美紀､ 傍島一恵､ 成瀬有里
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】一昨年度､ がん性疼痛 (以下疼痛) の強

さを把握するのにＮＲＳ (数値評価スケール) を記入

できる痛み日記と作成したが､ 疼痛以外の症状や疼痛

出現時の行動が読み取りにくかった｡ 痛み日記を改訂

し､ 日常行動に関連して､ 患者が退院後も疼痛コント

ロールに有効であったか検証する｡

【目的】痛み日記を改訂し､ 在宅で疼痛コントロール

を行えることを目指す｡

【方法】期間：平成26年9月～11月(対象)：本人もし

くは家族が痛み日記に記入でき､ 外来通院する患者を

対象とする｡ (方法)：入院､ 外来受診日に､ 痛み日記

の記入状況を本人もしくは家族に聞き取り調査する｡

【倫理的配慮】無記名による記入を行い､ 個人を特定

できないよう配慮し､ 患者が途中でやめても治療に影

響はないことを伝えた｡

【結果】対象者3名であった｡ Ａ氏は､ ｢張って痛くな

ることを記録し続けたら､ 夕方になると痛みが出てく

る事がわかった｡｣ ｢体がだるくなり途中で書けなくなっ

た｡｣ などの声が聞かれた｡ Ｂ氏は ｢痛みが強くなっ

て日記が書けなくなり､ 外来に来たら入院となりまし

た｡｣ と言われた｡ Ｃ氏は ｢夜中に起きると痛みが出

てくるのがわかり､ レスキューを飲んでから寝ること

にしたら楽に起きれた｡｣ Ｃ氏の家族は ｢続けて書く

とＣの状況がわかるから､ 今後もコピーして使いたい｡｣

と言われた｡

【考察】痛み日記改訂版に記入し続ける事で､ 患者自

身が､ 疼痛が出現するときを把握するのに有効であっ

た｡ その結果､ 予防的にレスキューを服用し､ 疼痛コ

ントロールできるようになった｡ 疼痛が増強し痛み日

記が記入できなくなったことで､ 病院を受診するきっ

かけにもなる｡ また､ 退院後も痛み日記を書き続ける

事で､ 患者の変化を家族が把握するために有効であっ

たのではないかと考える｡

【結論】痛み日記改訂版に痛み時の行動を記載し､ 予

防的にレスキューを活用することで､ 自宅でも疼痛コ

ントロールするのに有効であった｡

統一した患者指導への第一歩
～パンフレットの改善～

看 護 部
清水百合也､ 田中理恵子､ 志知久美
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】当院呼吸器内科の受診患者の中で在宅酸

素療法(Home oxygen therapy:以下HOTと略す)を導入

している患者は102名(2015年2月現在)いる｡ 呼吸苦を

感じやすい患者のQOL(Quality of life)を落とさず生活

するには日常生活指導が必要となる｡ 指導は知識や経

験により偏りがあった｡ 統一した指導を行う第一歩と

してパンフレットの改善を行ったため報告する｡

【方法】1.研究期間 2014年6月～2015年1月 2.研究

対象・方法 6月当病棟看護師24名への現状調査､ 新

パンフレットについて11月看護師の家族２名(60代男

性､ 50代女性)､ 1月看護師への聞き取り調査を行う｡

【倫理的問題】研究対象者に趣旨及び参加の自由､ ア

ンケート結果は研究以外に使用しないことを説明し同

意を得た｡

【結果】現状調査の結果､ HOT指導を行ったことが

あるスタッフは全体の92％であった｡ 指導について

｢説明がしにくい｣ ｢生活をイメージできない｣ という

パンフレットに対する意見が70％であった｡ パンフレッ

トを見て実践できるように絵図を増やし日常生活の指

導に重点を置いた｡ 11月に改善後のパンフレットをス

タッフの家族にみてもらい ｢絵が多くてわかりすい｣

と意見をもらった｡ 1月スタッフに調査を行い ｢ポイ

ントが絞られた｣ 等肯定的な意見が90％あった｡

【考察】HOT導入における患者教育の現状調査では､

パンフレットに対する意見が70％を占めた｡ その一因

として呼吸器病棟経験が2年未満のスタッフは全体の

54％であり､ 指導が難しいと感じているのではないか

と考えた｡ 経験が浅くても説明しやすいパンフレット

が必要であると考え､ 既存のパンフレットを改善した｡

今後､ 統一した指導につながったか確認することが課

題である｡

【まとめ】パンフレットを用いて患者指導を行うため

には､ 指導する側の不安なくできることが重要である｡

使用後に意見を聞き､ 改善することも必要である｡
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自宅での確実な内服管理に向けて～服薬指
導の現状把握と退院後の内服状況調査～

看 護 部
箕浦歩美､ 鈴木結加里､ 児玉久美子
伊藤朋子､ 本田智美
岐阜県病院協会医学会

平成27年10月 恵那

【はじめに】退院時に患者・家族に服薬指導を行って

いるが､ 再入院時に服薬管理が出来ていない現状があっ

た｡ 今回､ 退院に向けた服薬指導の現状把握と退院後

の内服状況を調査したためここに報告する｡

【方法】病棟看護師に質問紙調査を行い､ 対象患者に

は内服薬の残数確認と聞き取り調査をした｡

【対象】病棟看護師24名と平成26年10月から11月に毎

回配薬していた患者5名｡

【倫理的配慮】看護師には無記名によるアンケート調

査を行い､ 対象患者には聞き取り調査を行う｡ 自由記

述部分は個人を特定できないよう配慮し､ 患者には回

答により治療への影響がないことを説明した｡

【結果】看護師アンケートの結果､ 8割の看護師が退

院後の服薬管理者を把握して指導していた｡ 服薬管理

指導時には重複内服しないように薬を整理し､ 薬剤の

内容・用量・用法を説明し､ 家族を含めて内服説明を

行い工夫していた｡ また､ 印字が小さくて見えない場

合は､ 手書きで記入し本人に分かるように表記するな

ど患者の状態に応じて説明をしていた｡ 患者が退院後

に自己管理ができるような説明を心がけているが､ 退

院時の説明だけで患者が管理できるのかが不安である

と挙げられた｡ 退院後の内服状況の聞き取り調査の結

果､ 全員が薬の効果を理解し､ 飲み忘れを防ぐために

3名が家族のサポートを受けていたが､ 残数確認する

と3名に飲み忘れがあった｡ 退院時の内服の説明では

3名が十分な説明を受けられなかった｡

【考察】看護師は服薬管理指導を行っているが､ 指導

方法として適切に行えているか不安があり､ 患者も内

服管理に向けて看護師の説明が不十分であると感じて

いる｡ 退院時まで毎回配薬するのではなく､ 毎回配薬

から１日配薬､ 自己管理へと入院中から段階的に介入

していく必要があると考える｡ また､ 家族､ 病棟薬剤

師と協力し自宅での確実な内服管理に向けて支援して

いく｡

在宅療養を行う高齢者に対するインス
リン注射継続のための現状と課題

看 護 部
清水美帆､ 市橋智香子､ 河合祥子
木村友紀､ 松波香保里
全国自治体病院協会医学会

平成27年10月 函館

【目的】近年､ 糖尿病患者の高齢化が大きな問題となっ

ており､ 特に認知症や老化による記憶低下の併存は､

糖尿病療養上の大きな障壁となる｡ 今回､ A病院B病

棟に入院する糖尿病患者について調査を行った結果､

高齢化の現状と課題が明らかとなったため､ ここに報

告する｡ 入院または外来通院している高齢のインスリ

ン導入､ またはインスリン使用患者の現状について整

理する｡ また､ 現状から導き出される課題を明らかに

する｡

【方法】１) 入院調査 対象：A病院B病棟に平成25

年4月～平成26年3月の期間に血糖コントロール目的で

入院した65歳以上の男女 調査方法：各患者について､

カルテから情報収集し整理した｡

【結果】調査期間中にA病院B病棟に入院した血糖コ

ントロール目的の全患者数のべ267名のうち､ 65歳以

上の患者はのべ117名であった｡ そのうち､ インスリ

ン導入した患者が72名､ うち自己注射で退院した患者

は52名､ 他者の協力を得た例が20名であった｡ 20名の

うち9名が新規導入､ 11名がすでに導入済みの患者で

あり､ 導入済みの患者のうち9名がそれまで自己注射

可能な患者であった｡ 自己注射不能の理由を抽出した

結果､ ｢認知症・知的障害によるもの｣ が10名､ ｢記憶

力低下によるもの｣ が7名､ ｢視力障害によるもの｣ が

4名､ ｢薬中断歴があり､ 監視が必要なもの｣ が7名で

あった｡ また､ 年齢別にみると､ 65歳以上のインスリ

ン導入患者の総数と自己注射可能な人数は年齢が上が

るにつれ減少しているが､ 自己注射不能な人数は年齢

による差がないことがわかった｡

【結論】本調査では､ 入院患者のうち5割近くが65歳

以上の高齢者であり､ インスリン導入する高齢者の3

割近くが自己注射できないという事実が明らかとなっ

た｡ また自己注射手技には年齢による差異がなく､ 自

己注射できていた患者でも自己注射できなくなる例が

多くみられた｡ 特に､ 認知症や老化による記憶力低下

といった高齢者特有の原因が85％を占めており､ 高齢
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化が治療継続に及ぼす影響は大きいと考えられる｡ 今

後も増加すると考えられる高齢患者への支援として､

入院時から認知症､ 記憶障害の有無､ 身体機能の状態､

治療のアドヒアランス､ 家族・社会のサポートの有無

を考慮に入れた支援体制の早急な整備が課題であると

考えられる｡

効果的なデスカンファレンスの検討
～エンゼルケアシートを見直して～

看 護 部
渡部友美､ 岸戸由里子
全国自治体病院学会

平成27年10月 函館

【はじめに】当病棟はターミナル期の患者が多く看取

りが多い｡ 看護の振り返りの為､ 『逝去後２週間以内

にデスカンファレンスを100%行う事が出来る』 よう

活動してきた｡ デスカンファレンスは定着したが開催

時には数人のスタッフしか参加できず病棟全体で実施

できていない現状がある｡ そこで､ 看護の質の向上を

目指し､ 看護師全員の思いが分かるようにエンゼルケ

アシートを導入した｡

【目的】看護師の意識調査を行いエンゼルケアシート

の見直しと効果的なデスカンファレンスのあり方を検

討し看護の質の向上につなげる｡ (言葉の定義) エン

ゼルケアシートとは､ デスカンファレンス時に意見交

換ができるようスタッフ全員の意見や不在者の意見を

記載したシートである｡

【方法】平成25年4月～平成26年12月 看護師26名にデ

スカンファレンスに関するアンケート調査を実施した

【結果・考察】アンケートの結果から73％の看護師が

デスカンファレンスは必要と感じ､ これを行う事で次

の看護に生かせると感じている看護師も62％いること

が明確になった｡ しかし､ エンゼルケアシートに対し

ては､ デスカンファレンス時に自分が不在の際に意見

を伝えることが出来る用紙であるにも関わらず存在は

知っているが記入していないと言う看護師が42％もい

た｡ 理由としては､ 用紙が書きにくい4％ 亡くなっ

た患者との関わりが少なかった13％ 何を書いたら良

いかわからない・面倒くさい・他にも書く用紙が沢山

ある19％が殆どだった｡ この点を踏まえ､ 看護師一人

一人の記入枠を作成し記載しやすく変更したのと記載

例の書き方について勉強会を行い記入しやすいようエ

ンゼルケアシートを見直した｡ そして書かねばならな

いと言うプレッシャーを与えないよう看護師がリラッ

クスできる休憩場所にいつでも記載出来るよう置く場

所を検討し､ 声掛けを行った｡ その結果､ 書きやすく

なったと答えた看護師が70％と上昇し､ 構えずに自分

の思いが記載されていることが増えた｡ 更に ｢今後の

看護に生かすことが出来ているか｣ の質問に82%が

｢はい｣ と答えた｡ これは､ スタッフの意見を取り入

れ用紙を変更した結果である｡

【結論】１､ エンゼルケアシートは有効なデスカンファレ

ンスを行う時に必要である｡ ２､ エンゼルケアシート

を導入しデスカンファレンスを開催したことで看護師

のデスカンファレンスに対する意識向上につながった｡

患者の視点からみた術前看護センター
の課題

看 護 部
田中景子､ 古賀美穂子､ 北川由梨子
佐藤優美子､ 米山和代､ 川瀬絵里
渡部めぐみ､ 林あけみ､ 二ノ宮絵美
栗田智子､ 西田かをり
全国自治体病院学会

平成27年10月 函館

【はじめに】当院の1日の平均外来患者数は約2350人

と多く､ その中で外来看護師は､ 診療の介助・検査の

介助・点滴などの処置を行いながら入院説明をしてい

る｡ また外来で行う説明は､ 他の患者がいる処置室な

ど個室でない環境や時間に制約がある状況で行わなけ

ればならず､ 患者や家族と十分に関わることができて

いなかった｡ そこで､ 平成24年から外来に個室で患者

の対応ができる ｢術前看護センター｣ を設置し､ 予定

手術患者を対象に入院説明及び情報聴取を行い､ 患者

の不安を軽減できるよう取り組んでいる｡ 今回､ 術前

看護センターの取り組みに対する患者評価から課題を

明確にしたので報告する｡

【方法】期間：平成26年11月～平成27年1月 対象：術

前看護センター利用患者128名 方法：術前看護センター

で入院説明後に①環境面②看護師の説明③患者への配
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慮等についてアンケート調査を実施｡ アンケートは単

純集計し､ 分析した｡ 術前看護センター１患者あたり

の利用時間各診療科で行った予定手術前患者の入院説

明所要時間 (術前看護センター対象診療科)

【倫理的問題】アンケートは､ 本人の同意のもとで実

施し､ 個人が特定できないよう配慮した

【結果】回収率は100％｡ 環境面については､ ｢プライ

バシーの配慮ができている｣ 99％､ ｢不安を話しやす

い環境｣ 90％で､ ｢処置室での説明より明るい部屋で

気が楽だった｣ ｢他の患者さんの事を気にせずに色々

聞けた｣ といった意見があった｡ 看護師の説明につい

ては､ ｢分かりやすい｣ 99％､ ｢話すスピードが適切｣

97％で､ 看護師の患者への配慮では､ ｢患者の希望を

取り入れようとした｣ 93％､ ｢患者の気持ちを理解し

ようとする｣ 95％であった｡ また､ 説明時間は､ 術前

看護センターでは平均15分､ 各診療科では平均14.5分

であった｡

【考察】術前看護センターでの入院説明や患者情報の

聴取は､ 個室という環境面を整備できたことでプライ

バシーが確保でき､ 手術の説明を受けた直後の患者に

とっても､ いろいろな思いを表出しやすい関わりであっ

た｡ また､ 術前看護センターと各診療科での説明時間

に大差がないことから､ 術前看護センターの担当看護

師においても､ 個室という環境により､ 患者に合わせ

話すスピードや声のトーンなどの配慮ができ､ 患者に

安心感を与えることができていると考える｡ 今回の結

果から､ 術前看護センターでの関わりは､ 患者の満足

が得られていると評価できる｡ そのため､ 今後は､ 利

用対象者を拡大することが課題である｡

【結論】術前看護センターでの関わりは､ 個室での関

わりが患者の不安軽減につながっている｡ 今後の課題

として､ 利用対象者を拡大することが明確になった｡

急性期病棟で実施した集団教育指導に
おける患者満足度と背景因子の検討

看 護 部
犬飼皇人､ 寺沼理恵子､ 斎藤修平
志知久美､ 森 正成

呼吸器内科
白木 晶
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

平成27年10月 千葉

【はじめに】当科では呼吸器疾患入院患者に対し集団

教育指導を実施している｡ 今回は集団教育指導終了後

の患者満足度をアウトカムの指標とし背景因子による

解析を実施､ 今後の集団教育指導に役立てたいと考え

調査を行ったためここに報告する｡

【方法】集団教育指導は月1回､ 10名程度で実施｡

1. 研究期間2015年2月～7月 2. 研究対象 参加した

患者36名 3. 研究方法 集団教育指導前に参加対象

患者の受持看護師にアンケート調査を実施､ 集団教育

指導後参加患者に聞き取りでアンケート調査を実施｡

アンケート内容は疾患・認知症の有無・ADL・集団

教育指導終了後の患者満足度(0～10点満点)など16項

目｡ 主要評価項目は患者満足度とし満足度不良群の背

景を解析｡

【倫理的問題】アンケート結果は本研究以外に使用し

ないことを説明し同意を得た｡

【結果】集団教育指導終了後の患者満足度の平均値

7.2点｡ 5点以下は10例あり､ これを患者満足度不良群

(A) すると呼リハへの意欲が低い (p=0.07)｡ 追加解

析として３点以下を患者満足度最不良群 (C)､ ９点

以上を患者満足度最良好群 (D) とし解析｡ C群では

D群に比べて認知症患者が多く (p=0.04)､ 入院１か

月前のADLが高く (p=0.01)､ 呼リハへの意欲が低い

(p<0.01) という結果となった｡

【考察】患者満足度が低い患者は呼リハへの意欲が低

い､ 追加解析では満足度が低い患者は入院1か月前の

ADLが高くなり､ 認知症患者が多い結果が得られた｡

しかし症例数が少ないため正確なデータとはいえない｡

【まとめ】入院1か月前のADLが高い患者や認知症が

ある患者は､ 呼リハへの意欲が低くなり患者満足度が

低いため､ 集団教育指導に適さない可能性がある｡

救命救急センターにおけるインシデント・
アクシデントに関わる看護師の個人特性

看 護 部
浅野麻観､ 岩崎廣志郎､ 和田 孝
日本救急看護学会

平成27年10月 佐賀

【目的】救命救急センターでは､ 煩雑な状況下で業務
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を遂行している｡ このようなストレスフルな状況がイ

ンシデント・アクシデントの発生要因と考えられてい

る｡ そこに個人の特性が加わることによってインシデ

ント・アクシデントの発生を高める可能性が考えられ､

今回救命救急センターで働くスタッフの性格特性や感

情状態とインシデント・アクシデントの発生状況を調

査したので報告する｡

【研究方法】1.調査期間：平成26年3月～平成26年

10月 2.調査対象者：救命救急病棟・救急外来看護師

60名 3.調査方法：・インシデント・アクシデント発

生の有無・TEG2､ POMS(アンケート回答時)の回答を

求める無記名式質問紙法 4.統計解析：分散分析､

ｘ２検定

【倫理的配慮】研究参加は自由とし､ 個人情報の保護

と研究以外では使用しないこと､ また拒否するにあたっ

て不利益がない事をスタッフに説明をおこない同意を

得た｡

【結果】有効回答は50名であった｡ TEG2については､

下位尺度ごとに､ インシデント・アクシデント発生の

有無による分散が等しいことを調べた上で分散分析を

行った｡ POMSについては､ インシデント・アクシデン

ト発生の有無による下位尺度はχ２検定を行った｡ 結

果はいずれも0.05％の水準で有意差はみられなかった｡

【考察】性格特性および感情状態とインシデント・ア

クシデントの発生に有意な関係性はみられなかった｡

しかし個別の例をみると､ 抑うつと緊張が高いが活力

が低い場合にインシデント・アクシデントの発生がな

く､ 抑うつは低いが活力が高い場合にインシデント・

アクシデントが発生していた｡ このことからインシデ

ント・アクシデントの発生には感情状態が複雑に絡ん

でいることが示唆されるので､ インシデント・アクシ

デントに関与する感情状態､ 及び性格､ 環境要因につ

いて今後､ 統計的に検討したい｡

NICU/GCU感染予防対策の取り組み
～手指衛生の5つのタイミング勉強会を実
施して～

看 護 部
野村 彩､ 服部京子
日本新生児看護学会

平成27年10月 盛岡

【はじめに】当院NICU/GCU(以下､ NICU)では､ 昨年

度の新規MRSA保菌患者発生率は8.9％(19人)であった｡

この状況を改善するために､ 新生児集中ケア認定看護

師と感染管理認定看護師の協力のもと､ NICUでの感

染予防対策実施のキャンペーンを行った｡ その結果､

MRSA保菌患者発生率が低下した｡ この1年間の取り

組みを振り返り､ 効果と今後の課題を明らかにしたの

で報告する｡

【研究方法】1.活動期間：平成26年4月～平成27年12

月 2.活動内容：1)指導活動｢手指衛生の5つのタイミ

ング｣テストと勉強会実施/6月～12月まで毎月１回

2)現状調査：①監視培養によるMRSA保菌患者の発生

数観察/毎月 ②感染管理認定看護師による新生児集中

ケア認定看護師とNICU看護師の看護ケア提供場面の

直接観察と振り返り/4・6・9月 ③手指消毒擦り込み

方法チェック/9・11月④患者1人当たりのピュアラビ

ング使用量(払い出し数)/毎月

【倫理的配慮】スタッフに研究の目的と方法､ 研究に

参加しない場合でも不利益を受けないこと､ 匿名性の

保持､ 研究結果の公表､ 参加の有無をもって同意とみ

なす旨を説明し承認を得た｡

【用語の定義】ICN：感染管理認定看護師

【結果】MRSA保菌患者発生数と活動､ 手指衛生の

5つのタイミングテスト正答率､ ピュアラビング 使

用量を示す｡

【考察】今年度､ ICNがNICU看護師のケア場面を直

接観察し､ 新生児集中ケア認定看護師が新生児領域の

特徴を踏まえ､ NICU看護師と感染予防行動の現状に

ついて話し合った｡ その結果NICUの日常的なケア場

面を共有し､ 手指衛生実施の適切なタイミングを検討

することが出来た｡ そこで､ 手指衛生の5つのタイミ

ングテスト・勉強会をNICU看護師全員に実施した｡

6月の5つのタイミングテストは､ 哺乳実施を設問とし

た｡ ケアバンドルが明確な場面であり､ 正答率は高かっ

た｡ しかし､ 7・9月はアラーム対応・8月はバイタル

チェック中の口鼻吸引実施を設問とし､ 正答率は低かっ

た｡ 実際に行われている手指消毒方法が不適切であり､

突発的事象が発生した際に適切なタイミングで手指衛

生が出来ていないことがわかった｡ テスト正答率は低

いものの､ テスト後の勉強会で､ 看護師への指導を行っ

たことで手指衛生の適切なタイミングを共有できた｡

また､ 4・6・9月のＩＣＮによる直接観察の結果を踏

まえ､ 勉強会で手指消毒方法の指導を行ったことで､
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手指消毒擦り込みチェックでは､ 9月に比べ11月には

指先の手指消毒実施状況が改善した｡ さらに手指消毒

剤の使用量も増加し､ 手指消毒の必要性の理解が進ん

でいると考えられる｡ 今後も勉強会を活用した指導を

継続し､ NICU看護師全員が手指衛生の適切な方法と

タイミングを理解し実施出来れば､ MRSA保菌患者発

生を抑えることが出来るのではないかと考える｡ 今年

度は､ MRSA保菌患者発生率は5.6％(10人)に減少した｡

今回は看護師対象に勉強会などの啓蒙活動を行ったが､

感染対策は一人でも適切に出来ていなければ効果がな

い｡ 今後は医師や理学療法士などの多職種も交え､ 病

棟全体で感染予防対策を行っていく必要がある｡

【おわりに】・認定看護師との協働で専門的知識・技

術の共有ができ､ 現状の改善につながった｡ ・部署の

問題に焦点化した感染予防対策に取り組む上では､ 直

接観察と振り返りの実施は効果的であった｡ ・看護師

だけでなく､ 医師等の多職種も交え感染予防キャンペー

ンを継続していく必要がある｡

アクションカード導入による効果と
看護師の災害意識の変化

看 護 部
高木あゆみ､ 岩崎智之､ 野村 彩
服部京子
日本新生児看護学会

平成27年10月 盛岡

【はじめに】近年大地震に備え､ 多くの病院でマニュ

アルの作成や災害訓練などが行われている｡ 地震によ

り甚大な被害が生じた際には組織で対応することが必

要であり､ 初動体制の確立が必要である｡ そのため､

当院でも平成25年度より災害看護マニュアルの見直し

やアクションカード作製を行い､ 各部署で災害初動

訓練を実施している｡ 当部署で実施した災害初動訓練

を振り返ると､ アクションカードの検証と危機管理体

系を確立するための知識の浸透が必要であった｡ そこ

で今回､ 災害初動訓練を繰り返し実施し､ 訓練後のデ

ブリーフィングを通してスタッフが地震発生時に迅速

に対応できるための課題は何かを明確にしたので報告

する｡

【研究方法】1.研究期間：平成25年４月～平成26年12

月 2.調査対象：NICU/GCU看護師30名3.調査内容：

平成25年11・12月､ 平成26年６・９・11・12月に地震

発生を想定した災害初動訓練を実施し､ 毎回同一の

監査者が振り返り用紙を使用して監査した｡ また､ 訓

練参加者による訓練終了後のデブリーフィングで災害

発生時の対応に関する発言内容を書きとめ課題を抽出

した｡

【倫理的配慮】スタッフに本研究の目的・方法､ 参加

の有無によって不利益を受けないことを説明した｡ 振

り返り用紙に発言を記入する際は個人が特定できない

ように配慮した｡

【用語の定義】アクションカード：災害発生時の行動

を簡潔に記したカード

【結果】災害初動訓練監査結果を表1､ 初動訓練実施

後のデブリーフィング内容のまとめを表２に示す｡

【考察】訓練1年目はスタッフの大半がアクションカー

ドを使用することが初めてであったため､ カードに担

当患者以外の安否確認の指示などが記載されており､

カードの指示に基づいて行動できなかった｡ 訓練2年

目の初回訓練も同様の結果であった｡ これは､ スタッ

フに対する危機管理体系についての知識の浸透をはか

る機会が無かったためと考える｡ 訓練2回目は1年目

2年目共に､ 達成率は上昇している｡ これは､ 訓練を

重ねたことや､ 訓練後の振り返りでカードの使用方法

や､ 対応のポイントを共有したためと考える｡ しかし､

初動行動に10分以上の時間を要している｡ また､ 表２

のとおり､ ｢災害対策本部に報告する情報が分からな

い｡｣ ｢アクションカードで指示された内容と､ 報告す

べき内容が異なっており現状が正しく把握できない｡｣

など､ アクションカード自体の問題も判明した｡ そこ

で､ アクションカードの修正とともに災害医療の原則

について勉強会を行った｡ 勉強会後となる訓練2年目

の3回目から､ 達成率は上昇した｡ これは､ 災害発生

時の基本原則が周知されたためと考える｡ 地震発生時

に迅速に対応するためには､ 繰り返し訓練することが

必要であると考えていたが､ 災害発生時の基本原則の

理解が無ければ繰り返し訓練しても効果は上がらない

ことがわかった｡ さらに､ 初動訓練実施後のデブリー

フィングでは､ ｢自分が机の下に避難していてもいい

のか｣ ｢保育器や人工呼吸器を倒れないように押さえ

ておかなくていいのか｣ などの発言があった｡ 医療者

は立場上､ 自身の安全を守るということはなかなか受

け入れにくい｡ 加藤１) は ｢自らが安全性を判断､ 確
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保できない現場に蛮勇を奮って突入することがあって

はならない｣ と述べているように､ 災害初動時には､

災害医療のポイントである ｢CSCATTT｣ に基づいた

行動をとる必要がある｡ 災害発生時は限られた資源と

人員で対応しなければならない｡ 個々の看護師の看護

実践能力を最大限発揮するためにも､ 日常的に訓練や

勉強会を行い､ 組織で備えることが必要である｡

【おわりに】1. 地震に備えるためには､ 組織内での

勉強会や訓練を繰り返し初動体制の確立を目指した取

り組みが必要である｡ 2. アクションカードの検証や

修正が必要である｡

誤薬防止を目指して
―誤薬防止マニュアル遵守の徹底―

看 護 部
高木美千留､ 清水めぐみ､ 佐藤綾香
人間福祉学会

平成27年10月 岐阜

【背景】入院中の患者は､ 患者の状態によって内服薬

の管理方法が変わる｡ 当病棟では平成26年度4月の

1か月間で内服薬の誤薬が2件発生した｡ その一因とし

て､ マニュアルの遵守と配薬フローチャートの活用が

十分ではなかったことが考えられた｡ (当病院におけ

る配薬フローチャートとは､ 入院中の患者の内服薬管

理方法について､ 患者の状態に合わせた配薬方法を選

択するための図である) そこで､ 病棟スタッフに院内

誤薬防止マニュアル遵守の徹底を図りたいと思い取り

組んだ｡

【目的と方法】内服の誤薬を防止するため､ 誤薬防止

マニュアルからチェックリストを作成し､ それを活用

することで､ スタッフのマニュアルを遵守する意識が

高くなったかどうかを明らかにする｡ 期間：平成26年

6月～12月 対象：当病棟のスタッフ (看護師に限る)

方法：①病棟で､ 院内の誤薬防止マニュアルから内服

に関する項目を抽出したチェックリストを作成し､ 毎

月自己他者評価を行う｡ ②配薬フローチャートを使用

し､ その看護記録が残されているか調査する｡ ③チェッ

クリストの項目についての記述式テストを行う｡ (以

降テストとする) 倫理的配慮：調査にあたり知り得た

情報は本研究以外で使用しない｡

【結果】院内の誤薬防止マニュアルから抽出したチェッ

クリストを作成し､ 自己他者評価を行った｡ 結果は､

6月は遵守率が自己他者評価ともに平均72％であった

が､ 9月には自己他者評価ともに平均95％に上昇した｡

しかし､ この間に自己管理している患者の誤薬が複数

発生した｡ したがって､ 発生件数を減少させるために､

さらに病棟独自のルールを追加した｡ ①自己管理して

いる全ての患者に毎週火曜日に自己管理評価を行う｡

②薬包・薬袋に日付を記入する｡ 10月よりチェックリ

ストにこの2項目を追加した｡ 結果は､ 2項目の10月の

評価は､ ①は自己他者評価ともに95％､ ②は自己評価

100％､ 他者評価96％であった｡ 12月には2項目とも自

己他者評価100％となった｡ 全体の遵守率としては､

10月は自己他者評価ともに平均94%､ 12月は自己他者

評価ともに平均99%となった｡ 配薬フローチャートの

看護記録は､ 毎月の調査で7月は82％､ 12月には95％

と上昇した｡ テストは2回行い､ 1回目は平均70点､

2回目は平均97点であった｡ 26年度の誤薬発生件数は

11件であった｡

【考察】26年度誤薬件数は11件と25年度よりも増加す

る結果となった｡ 今回チェックリストを使用した毎月

の自己他者評価やテスト結果から､ スタッフのマニュ

アルを遵守する意識は高まったと考えられる｡ 配薬フ

ローチャートを活用し､ 配薬方法を選択することがで

きるようになったことや､ 病棟独自のルールを追加し

たことで､ 10月までの誤薬は9件発生していたが､

10月以降は2件という結果になった｡ また､ 26年度の

インシデントのうち6件は新人看護職員が関わる誤薬

であったため､ 新人看護職員への指導も十分に行って

いく必要があると考えられる｡

【まとめ】毎月自己他者評価を行うことは､ スタッフ

の意識を高めることに効果的であった｡ 配薬フローチャー

トを活用することで､ 適切な内服薬の管理方法を選択

できるようになった｡ 新人看護職員の誤薬に対する教

育を検討していく｡

慢性心不全看護認定看護師の関わりが心臓
リハビリテーション施行患者の再入院率に
もたらす効果

看 護 部
中 村 智 香
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日本心臓リハビリテーション学会

東海地方会

平成27年10月 岐阜

【はじめに】当院では慢性心不全看護認定看護師 (以

下ＣＨＦＣＮと略す) が心臓リハビリテーション施行

患者の生活指導に関わっている｡ しかし､ 患者への活

動の効果を評価できていない｡ そこで､ ＣＨＦＣＮの

関わりが患者の再入院率にもたらす効果を検証したの

で報告する｡

【検討方法】対象：循環器内科入院中に心臓リハビリ

テーションを施行した患者226名 期間：２０１４年４

月から８月まで 方法：対象患者を､ ＣＨＦＣＮのみ

が生活指導を行った群 (Ⅰ群)､ 病棟看護師のみが生

活指導を行った群 (Ⅱ群)､ ＣＨＦＣＮと病棟看護師

が指導を行った群 (Ⅲ群)､ 指導が計画的に行えなかっ

た群 (Ⅳ群) の４つに分類し､ 入院後1年間の再入院

率の比較検討を行った｡

【結果】各群の再入院率 Ⅰ群：33.3%､ Ⅱ群：20.8%､

Ⅲ群22.5%､ Ⅳ群：36.9%

【考察】心臓リハビリテーション施行患者の再入院率

はⅡ群が最も低率であった｡ Ⅱ群は約70%が壮年期の

心筋梗塞の患者であるため､ 指導効果が得られやすく､

再発率も低いと考えられる｡ Ⅰ群では約50％が高齢の

心不全患者であり､ 生活指導が困難な患者も多く､ 再

入院率が高いと考えられる｡

【まとめ】①ＣＨＦＣＮは生活指導が困難な心不全患

者に関わることが多く､ 関わる患者の再入院率は高く

なる傾向にある｡ ②ＣＨＦＣＮに加え､ 多数の看護師

で患者に関わることで生活指導の回数､ 内容が充実し､

再入院率の低下に繋がる｡

体内遺残は起こさない
～遺残レベル別カウントを導入して～

看 護 部
山本康博､ 桐山愛華､ 栗林 都
日本手術看護学会東海地区

平成27年11月 名古屋

【はじめに】Ａ病院では､ 昨年はガーゼが､ 今年は自

動吻合器の一部が体内に遺残し､ 術直後のＸ―Ｐで発

見され再開腹をするというアクシデントが発生した｡

再発防止への取り組みとして遺残防止レベル別カウン

トを導入したのでここに報告する｡

【研究目的】体内遺残をさせないためのカウント (器

械類・針・メス・ガーゼ) を確実に効率よく実施擦る

にはどうしたら良いかを明確にする｡

【研究方法】調査期間：Ｈ26年2月～12月 対象者：

手術室看護師38名①器械カウントの現状調査 (手順・

方法) 及び (開腹手術) 所要時間の計測②アンケート

調査 (全手術の遺残レベル分類､ 体内遺残に関する意

識調査)

【結果】①手順の統一化を図る為､ 器械カウント基準

手順を作成｡ ルールを決めた事により個人差がなくなっ

た｡ ②遺残防止分類を導入した｡ 全部屋に遺残防止マ

ニュアル簡易版とカウント手順ボード､ 遺残ハイリス

ク物品表を作成し表示｡ 意識調査で体内遺残のボーダー

ラインは体腔閉鎖まで､ 看護師の責任も50％以上ある

と全ての看護師が回答した｡

【考察】体内遺残防止の意識の変化から､ 術中にスタッ

フ全員とコミュニケーションを図り､ 声を出してカウ

ントへの協力を求めることで､ 医師からも協力を受け

ることができチームで体内遺残防止につながった｡ ボー

ドを使用することによって共通認識が可能となり､ 科

別・術式別に遺残レベル分類表示し器械カウント手順

を各部屋に表示することで､ カウント方法が統一され

経験年数に関係なくカウントが実施できるようになり､

95％に上昇したと考える｡

【結論】再発防止に取り組む看護師の認識・行動の変

化がみられ､ 医師も遺残に対して協力が得られるよう

になった｡ 今後の課題は､ ①可視化できる器械カウン

ト基準手順の導入｡ ②遺残防止マニュアル・器械カウ

ント基準手順の定期的な見直しである｡

新生児集中治療室/新生児治療回復室から
の退院支援―病棟看護師による退院先への
退院前後訪問を実施して―

看 護 部
門田久仁子､ 西垣季美､ 片山 薫
川瀬由加里､ 野村 彩､ 服部京子
日本看護学会

平成27年11月 富山

－ 610 －



【はじめに】在宅療育支援では､ 地域と病院が一つの

チームとなりサポートすることが重要であると言われ

ている｡ そこで当院では､ 医療ケアを要する患児が退

院する前に､ 退院予定先に病棟看護師と在宅療育支援

者が共に退院先を訪問し､ 家族・生活背景を踏まえた

退院指導計画を家族と共に立案､ 実施し連携する取り

組みを開始した｡ 訪問を実施した症例から1症例を抽

出して振り返り､ 退院前後家庭訪問の効果と今後の課

題を報告する｡

【目的】新生児集中治療室/新生児治療回復室 (以降

NICU/GCUとする) から退院する医療ケアを必要とす

る患児への退院前後訪問の効果と今後の課題を明確に

する｡

【研究方法】平成26年10月～平成27年4月にA病院

NICU/GCUに入院し､ 退院前後家庭訪問を実施した12

例のうち､ Aちゃんについて振り返る｡

事例紹介：Aちゃん 在胎26週で出生した超低出生体

重児 慢性肺障害のため､ 在宅酸素療法 (以降HOT

とする) を導入し退院することになった｡

【倫理的配慮】対象者と家族には研究と研究発表の主

旨､ 倫理的配慮､ 個人の特定がされないこと､ 不利益

を被ることはないことを説明し同意を得た｡ また所属

施設の倫理委員会で承認を得た｡

【結果】退院準備：日齢108 (修正41週5日) でGCU

に転出した｡ 退院支援カンファレンスを母親参加で実

施し､ 退院までの目標を ｢母が育児への自信が持てる｣

と設定し､ 指導開始後に母親に退院前後訪問の説明を

行った｡ 退院前訪問 (退院予定日12日前) ：地域保健

師・病棟看護師で自宅を訪問した｡ 訪問ではHOTを

行う上での安全管理・環境について確認し指導した｡

また､ 育児に対する不安を聴取し､ 居住地区の育児サ

ポートに関する情報を保健師より提供した｡ 退院前家

庭訪問後の面会では､ 自宅で使用する機器を使い､ 哺

乳や沐浴などが出来るように育児指導を実施した｡ 退

院 (日齢120) ：2泊3日の小児科病棟での母子同室を

実施して退院した｡ 退院2週間後に保健師が家庭訪問

を実施した｡ 訪問結果報告では､ 母親はパニック状態

でほとんど休めていないと記録があった｡ その後､ 退

院後1ヶ月で病棟看護師２名が家庭訪問した｡ 母は酸

素チューブの工夫や育児記録の記載など自主的に実施

されていた｡ また､ 妊娠・出産・児の入院中の想いや

現在の育児について語り､ 在宅生活に慣れて落ち着い

ている様子がうかがえた｡

【考察】A病院では主にGCU入院中に退院指導を実施

してきた｡ しかし､ 従来の退院指導は､ 患者家族それ

ぞれのライフスタイルや価値観に合わせた指導ではな

く､ 一律の指導方法となりがちであった｡ しかし､ 退

院前後家庭訪問を実施した事で､ 患者家族の生活背景

について情報を得ることができ､ 退院までのGCUで

の指導内容や指導方法の見直しを行うことが出来た｡

また､ 地域支援者と情報共有することで､ 顔が見える

状態でバトンを引き継ぐことが出来るようになった｡

また､ 母は退院2週間後の時点では､ 退院後の生活に

戸惑いを感じていたが､ 1か月後には落ち着いた生活

が出来ている｡ 宇都宮氏は ｢どんなに退院前に打ち合

わせをしていても､ 実際に子どもが帰ってくるとイメー

ジしていた状況とは異なることが多い｡ 子どもや家族

のイメージや生活スタイルに合わせて適宜助言や修正

を行い､ 安心して療養生活を始められるように支援す

る｡｣ 1) と述べている｡ この事例では､ 退院後早期に

病院看護師と地域療育支援者が共に訪問し､ 支援の必

要性と内容の検討や､ 退院前の指導の振り返りを行う

必要があったと考える｡ 退院後家庭訪問の時期につい

ての事例毎の検討が課題である

【結論】1.退院前家庭訪問を実施することで患者家族

のライフスタイルや価値観に合わせた退院指導を実施

することができる｡ ２. 退院後の問題にタイムリーに

対応するためには､ 退院後家庭訪問の実施時期は事例

毎の検討が必要であり､ 課題である｡

心電図モニタータブレット端末の使用基準
を作成して～患者の安全を守りながら病棟
業務の円滑化に役立てる～

看 護 部
加藤昌美､ 藤塚香織
医療の質・安全学会

平成27年11月 千葉

【はじめに】セントラル心電図モニターとは心電図の

波形や脈拍数などの数値を監視し､ 異常時はアラーム

で知らせる医療機器装置である｡ 当病棟では心電図モ

ニター監視当番が遂行出来ず患者の状態変化の発見が

遅れたアクシデントが起こり､ 心電図モニタータブレッ

ト端末 (携帯可能でＷｉ―Ｆｉ環境を利用し心電図モ
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ニターを表示する) を導入した｡ 使用基準を作成し使

用した経験を報告する｡

【目的】タブレット端末の使用基準を作成し利点欠点

を明確にすることで心電図モニターに関するインシデ

ント・アクシデントを未然に防ぐ方法を検討する｡

【方法】期間：2014年5月～10月 方法：①使用基準

の作成 ②病棟看護師へのアンケート調査 ③タブレッ

ト端末使用中に心電図モニターの異常を発見した事例

収集

【結果】3台のタブレット端末を運用開始した｡ 利点

は看護師2名で患者観察・ケアができ業務が円滑に進

む､ アラームに即座に対応出来る等が挙げられた｡ 欠

点は持ち運びに困る､ 充電に時間がかかる等であった｡

肩掛けかばんを作成､ 活用した｡ 心電図波形に異常が

発見された事例10件中3件を紹介する｡ 患者Ａは発作

性心房細動で心拍数が160-180台で胸部不快感訴え､

医師に報告し抗不整脈剤が投与された｡ 患者Ｂは

ＩＣＤ植え込み後で心室頻拍16連発あり医師に報告後､

設定変更が行われた｡ 患者Ｃは5秒間の洞停止があり

徐脈頻脈症候群で後日ペースメーカーが植え込まれた｡

タブレット端末導入後心電図モニター観察不足による

インシデント・アクシデントは起きていない｡

【考察・まとめ】不整脈時に症状のない症例では患者

から訴えがないため､ タブレット端末を見ながらベッ

ドサイドにとどまることが可能で､ 患者の安全を守る

ために有用である｡ 医師に的確な情報伝達の出来る能

力を養っていきたい｡

体重増加不良の要因
～育児支援に向けて

看 護 部
浅野幸子､ 細野あけみ
岐阜看護学会

平成27年12月 岐阜

【はじめに】A施設では､ 平成25年度の全分娩件数は

581件で､ 異常分娩は45.4％を占めた｡ 在胎週数36週

以上､ 出生体重2000g以上ありその他異常がない新生

児の場合は病棟管理となり､ 全分娩数の75.5％であっ

た｡ しかしその中には哺乳不良となり､ 体重増加不良

と判断された新生児がいる｡ A施設での182名の新生

児を後方視的に診療録に基づいて解析を行ったためこ

こに報告する｡

【目的】①体重増加不良となった新生児と母親の要因

を明らかにする｡ ②スタッフの観察項目の明確化｡

【方法】①平成25年1月から6月まで母子同室した182

名の新生児を対象とし､ 在胎週数､ アプガールスコア､

出生体重､ 3日目､ 5日目体重と体重減少率を調査する｡

182名の中で､ 体重減少が3日目に５％以上をきたし尚

且つ5日目も体重減少がみられた新生児を体重増加不

良児とする｡ その体重増加不良児の経皮的ビリルビン

値､ 3日目と4日目の1日哺乳量､ 妊娠中・分娩時の異

常の有無,初産婦か経産婦かを調査する｡

②病棟スタッフに､ 新生児に対して観察している項目､

母親に対して観察している項目､ 哺乳不良､ 体重増加

不良時に行っているケア介入は何かの記述式アンケー

ト調査を行う｡

【倫理的配慮】調査内容については､ 本研究での使用

とし個人の特定がされないことを説明し､ 看護部での

承諾を得た｡

【結果】①母子同室となった患者182名中､ 体重増加

不良児は8名｡ 母側の大きな要因はみられなかった｡

②スタッフへのアンケート結果では､ 質問１は哺乳に

関して新生児の何を観察しているかを問いた｡ 結果､

1回哺乳量､ 1日哺乳量､ 排せつ状況が上位３つであっ

た｡ 質問２では哺乳に関して母親の何を観察している

かを記述式で問いた｡ 乳房､ 乳頭､ 乳汁分泌量､ 授乳

の手技についての項目が上位であった｡ 質問３では新

生児に期待される体重増加がみられない時や哺乳量が

満たされていないとき､ どのようなケア介入・指導を

行っているかを記述式で問い､ 多かった項目は飲めな

いときは相談するよう説明するであった｡

【考察】①大山１) は､ 早産児・低出生体重児は神経

学的未熟性､ 吸啜-嚥下-呼吸パターンの未熟性､ 過敏

性､ 覚醒の維持ができず眠りがち､ 筋緊張が弱いこと

などから疲れやすく､ 吸啜し続けるのが困難であると

いう特徴がある｡ と述べている｡ このため､ リスクの

ある児は要観察症例として意識しているので体重増加

不良になることは少ないと考えられる｡ しかし体重増

加不良児には正常成熟新生児も含まれていた｡ リスク

の有無を問わず､ 全ての新生児・母親を対象に統一し

た観察が必要であると考える｡ ②アンケート結果より､

新生児の観察項目について広範囲に観察ができている

と考える｡ 母親の観察項目については､ 授乳できるか､
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は十分観察できているが精神面の観察が少ない結果で

あった｡ 病棟では助産師､ 看護師が勤務しており､ ス

タッフはそれぞれ経験年数がまちまちのため､ 対象と

なる母親へ統一した看護の提供が必要である｡

【結論】①体重増加不良はどの新生児でも起こる｡ ②

観察のためのプロトコールを作成する｡ 観察項目の一

覧表を作成する｡

喀痰吸引量の主観的な感覚の違いに
ついて

看 護 部
宮川亮太､ 法雲浄恵､ 鈴木亜耶香
伊藤千春､ 日比 香
日本集中治療医学会

平成28年２月 神戸

【はじめに】看護師は､ 日常的に喀痰吸引を行い､ 主

観的な喀痰吸引量を看護記録に記載している｡ 臨床現

場においては､ 計測が不可能な場合が存在し､ 喀痰吸

引量もそのひとつである｡ そこで､ 個々の喀痰吸引に

おける主観的な感覚をデータ化し､ 妥当性を高めるた

めに客観的評価法を検討する｡

【目的】喀痰吸引量の主観的な感覚の違いを明らかに

する｡

【研究方法】研究デザイン：実験研究 方法：痰に見

立てた液体を吸引し､ 少量・中等量・多量を判断して

もらう｡ 方法1：先端をカットしたカテーテルで吸引

する｡ 方法2：先端をカットしていないカテーテルで

再度吸引する｡

【結果】方法1では1mlの液体については少量77.2％で

最多であった｡ 3mlの液体については中等50.0％が最

多であった｡ 9mlの液体については多量90.0％が最多

であった｡ 11ml以上の液体については全員が多量と

判断した｡ 方法2ではカテーテルを変更して吸引した

結果､ 一回目より量が多くなったスタッフは68.1％で

あり､ 判断基準は吸引時間9名､ 吸引時の音3名､ 感触

5名であった｡ 一回目より量が少なくなったスタッフ

は31.8％であり､ 判断基準は管内の量7名であった｡

【考察】個人の感覚で喀痰吸引量が左右される傾向が

みられた｡ 視覚以外を用いて吸引を行った場合は､ 吸

引量を多く見積もる傾向がみられた｡ 視覚を用いて吸

引を行った場合は､ 吸引量を少なく見積もる傾向がみ

られた｡ そのため､ 共通理解が得られる表現や指標を

検討する必要がある｡

【結語】・主観的な判断では､ 個々によって差が生じ

る｡・統一した評価を行なうためには､ 共通理解が得

られる客観的な表現が必要である｡

管理者としてストーマ外来参加直後の
リンクナース支援方法の検討

看 護 部
西田かをり､ 杉野千里､ 谷 幸代
三輪まゆみ
日本ストーマ・排泄リハビリテーション

学会

平成28年２月 甲府

【目的】管理者としてリンクナースのストーマ外来参

加直後からリンクナースの活動を支援する体制を整え

る｡

【方法】ストーマ関連病棟スタッフ60名 (看護師経験

平均11.1±9.2年､ ストーマケア経験平均3.5±3.2年)

に､ リンクナースがストーマ外来に参加することでの

影響､ リンクナースへの期待､ 参加後の変化について

外来参加前と参加２か月後に自由記載調査を実施し､

結果をカテゴリー別分類し､ リンクナース活動日誌と

照らし合わせ分析した｡

【倫理的配慮】本調査目的を文書で説明し同意が得ら

れた者に回答を依頼､ 個人が特定されないようにした｡

看護部倫理審査の承認を得て行った｡

【結果】アンケート回収率は100％｡ リンクナースが

ストーマ外来に参加することでの影響では､ 業務支障

などマイナス要因が参加前38％､ 参加後45％｡ 外来情

報の把握・相談窓口・病棟ケアのスキルアップなどプ

ラス要因は19記載から23記載と参加後に増加した｡ リ

ンクナースへの期待は､ 参加前後とも60以上の記載が

あり､ 患者ケアの実施・相談窓口の期待が高かった｡

参加後の変化では､ 知識が増えた32％､ 相談窓口25％｡

リンクナースの活動は､ スタッフの相談対応や外来で

の情報提供であった｡

【考察】病棟スタッフは､ リンクナースに患者ケア提

供や知識・技術の提供などを期待する反面､ 業務支障
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への不安を強く感じている｡ しかし､ リンクナースへ

の期待には多数の記載があり､ マイナス要因のみ捉え

ていないことも理解できる｡ これはリンクナースのス

タッフ相談の対応や情報提供などの活動がプラス要因

に影響している｡ 管理者として､ ストーマ外来参加直

後からリンクナースの活動を可視化することで病棟全

体のスキルアップにつながることをスタッフ・リンク

ナース共に共感できるよう支援し､ マイナス要因より

プラス要因が強く感じられるよう支援する必要がある｡

【まとめ】管理者として､ リンクナースの活動を可視

化させ､ リンクナースが相談窓口として機能できるこ

とがリンクナースの活動支援につながる｡

院内DOTSの充実に向けた取り組み
～看護師の家族への聞き取り調査結果から～

看 護 部
寺谷直子､ 高橋さつき､ 高松由実
日本環境感染学会

平成28年２月 神戸

【目的】結核は治療が長期にわたる｡ 薬剤耐性や再発

を予防するためにも治療が完遂できるような確実な内

服継続が重要となる｡ 今回当病棟では､ 効果的な服薬

指導を行うために動画や写真を取り入れたDVDを作

成した｡ DVDの指導内容が､ 医療者以外の人にも理

解できる内容であるかを検討する｡

【方法】H26年10月～11月 結核病棟看護師の家族28

名に､ 各家庭で患者用の服薬指導用紙で説明後DVD

を視聴してもらい､ 聞き取り調査を実施した｡

【結果】紙面のみによる指導と比べてDVDを視聴す

ることで内容はわかりやすかったかの質問については､

28名全員がはいと回答した｡ 具体的でイメージがわき

やすいなどの意見があった｡ 意味のわからなかった言

葉はあるかの質問については､ 8名があると回答した｡

いきなり始まっているので理解に間に合わない､ 意味

が記載されているのでわかったが､ 医療用語がわから

ない人はとまどうかも､ という意見があった｡ もう少

し聞きたい､ 知りたい内容はあるかの質問については

7名があると回答した｡ 自己管理後も手帳は継続する

のかなどの意見があった｡ その他､ 話すスピードが速

すぎる､ 高齢者の人には薬の効果､ 副作用など動画も

入れて説明したほうが印象に残るのではないかなどの

意見・感想があった｡

【結論】DVDを併用した指導は効果的である｡ しか

し医療用語は聞きなれないため､ 医療者以外には十分

理解できる内容ではなかった｡ 対象者の理解度に合わ

せた指導が必要である｡

PNSにおけるリーダーナースの現状調査
～現状から見えてきた問題と今後の課題～

看 護 部
吉田光代､ 清水百合也､ 志知久美
PNS研究会

平成28年３月 福井

【はじめに】当病棟では平成25年7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2年

目を迎えている｡ PNSの導入には､ 看護の可視化によ

る手抜きのない看護実践､ 看護の伝承・伝授､ 安全・

安心な看護の実践やリアルタイムな看護記録の実践な

どが挙げられている｡ 現在の当病棟のPNSを更に醸成

させるため前年度からの課題であるマインドの定着や

リーダーの育成を目的に勉強会を行っている｡ 現場で

リーダーは真の司令塔となりきれず十分に役割を果た

せていないのが現状である｡ そこで､ リーダーのマネ

ジメント能力の差について､ 経験や知識､ コミュニケー

ション技術など､ 現状を調査し今後の課題を明確にし

たので報告する｡

【方法】当病棟でリーダー業務経験のある看護師17名

に2015年6月～11月までリーダー業務調査と当院看護

方式委員会の作成したリーダーの定義と役割・業務を

もとに独自に作成したリーダー業務チェックを6月と

11月に行う｡ 調査で得られた結果を単純集計し比較､

勉強会を開催した後の11月の変化を分析する｡ またそ

れぞれの意見を類似性に基づきカテゴリー化した｡

【倫理的配慮】調査の目的・方法を説明し､ 無記名で

調査､ アンケートの記入をもって同意を得た｡

【結果】今年度からリーダーを行うようになったレベ

ルⅡの看護師を含め調査を行った｡ 6月のアンケート

結果より全体で一番結果の低かった項目では① 『適切

な補完の指示』 で11.7％の達成率であった｡ 次に②

『朝の引き継ぎやカンファレンスが定刻に始まる』 で
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は23.5％､ ③ 『看護補助員との業務調整』 では29.4％

であった｡ この理由についてスタッフの意見より､ 全

体の把握が出来ていない､ どのチームに補完依頼すれ

ばいいのか分からない､ どのチームも業務を多く抱え

ており補完を指示できないなどで､ 結果としてリーダー

である自分が抱え込み本来のリーダー業務を発揮でき

ていないことが分かった｡ これらをもとに①リーダー

業務に対する理解､ ②業務調整・補完指示､ ③タイム

マネジメント､ ④マンパワー不足・過大な業務量に分

類し､ それぞれのカテゴリーごとに対策を検討し勉強

会の開催､ 若手リーダーナースの育成として師長・主

任を中心に現場での直接的指導を依頼した｡

【考察】結果より特にレベルⅡのリーダーナースの変

化に着眼した｡ 6月と比較し11月は75％以上の到達度

が57.1％であった｡ これは本来のリーダー業務に対す

る理解が出来たことや現場でのタイムリーな指導､ レ

ベルⅡのリーダーナースからの上司や先輩への報連相

など自身から発信できるようになったことが要因と考

える｡ しかし補完を指示できずにリーダーが業務を背

負う､ 結果としてリーダー業務が成り立たない自体に

陥ることもあり､ 指示することへの抵抗や気兼ねがあ

るのも現状である｡ リーダーのマネジメント能力を発

揮するためには､ 様々な業務条件に対応できる訓練や

出来ているナースを見て学ぶなど行動できるリーダー

ナースの育成には現場でのOJTが有効であり､ 若手が

感じる成功体験はモチベーションの上昇にもつながる｡

それを支える組織の体制づくりが必要であると考える｡

小児病棟における全勤務帯のPNS導入に
向けて～リーダー業務見直しと補完の定着
を目指す～

看 護 部
木 佑 衣

PNS研究会

平成28年３月 福井

【はじめに】当病棟は全勤務帯でPNS導入に向け取り

組みを開始した｡ 感染・非感染のチーム固定であるた

め､ リーダー業務の専任は当初不可能でスタッフが流

動的に動けない縛りがあった｡ マンパワー不足もあり

補完調整とリーダー業務について課題となった｡ それ

らの取り組みを報告する｡

【取り組み】1. 平成27年10月福井大学に見学研修と

伝達講習2.勉強会の実施3.勉強会前後の質問紙調査

4.毎月のポジティブメッセージの交換 5.リーダー業

務の見直し

【倫理的問題】質問紙調査時は無記名での回答であり､

参加の有無で不利益を生じないことを説明し記入を持っ

て同意を得た｡

【結果】質問紙の回収率は100％であった｡ 補完につ

いて不安はあるかという質問に対し､ 勉強会前は45％

勉強会後は36％であった｡ リーダー業務については54

％が不安であったため､ リーダー業務の修正と可視化

を行った｡ 予定外の入院も多く誰が補完に対応するの

か問題点として見えてきた｡ 業務調整とタイムスケジュー

ルの変更により､ 時間内終了と補完を同時に解決でき

るようになった｡ マインド醸成の取り組みとしてポジ

ティブメッセージの交換を行い､ 質問紙で75％が変化

したと答えた｡

【考察】リーダー業務の見直しと業務調整を行うこと

によりチーム間の補完や次勤務者による補完が定着し

た｡ 補完に対する不安の軽減を図れたが十分とは言え

ず､ 勤務交代間際の入院対応で時間内終了ができない

こともある｡ リーダー業務を可視化し修正することで､

補完の調整が出来るようになった｡ ポジティブメッセー

ジを毎月交換し､ マインド醸成が少しずつ出来てきた｡

この取り組みを通じ全てはマインドに由来しているこ

とを実感している｡

【まとめ】PNSの理解を深め量的補完の定着に成功し

た｡ 今後は､ 教育効果や人材育成を含めた質的補完に

どう取り組むか課題である｡

[ワークショップ]

診療放射線技師業務の多様化と感染対策の
教育における課題 ～ICDとしての役割～

医療安全管理部
野 田 孝 浩
第31回日本環境感染学会総会・学術集会

平成28年２月 京都

近年､ 診療放射線技師の業務は多様化し､ 救急撮影
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認定技師・Ai (死亡時画像診断) 認定診療放射線技師

をはじめ､ 各種専門技師や認定資格等を取得するなど､

各分野で専門的に活躍する技師が増加している｡ また､

今年度より診療放射線技師法が改正され､ 自動注入器

による造影剤投与および抜針・止血や､ 注腸検査等に

おける肛門からのカテーテル挿入などの行為が､ 診療

の補助として業務範囲に追加され､ 感染対策の重要性

が改めて注目されている｡

医療従事者として､ 適切な感染対策を実施すること

は当然の義務であり､ 平成5年にISRRT (世界診療放

射線技師会) が作成した ｢診療放射線技師の役割｣ の

中には､ 感染の予防について明記されている｡ しかし

ながら､ 私共診療放射線技師の感染対策に対する意識

は決して高いと言えず､ その教育体制は最近まで構築

されなかった｡

この様な背景の中､ 平成22年に発足した日本救急撮

影技師認定機構では､ 救急撮影認定技師の役割の一つ

に感染対策を挙げ､ 認定講習会およびセミナーにおい

て､ 必修科目として感染対策の教育を実施するととも

に､ 第1回から第5回認定試験まで毎年､ 全50問中3～4

問､ 感染対策関連の出題をしている｡ また､ 平成23年

から実施されているAi認定講習会では､ 感染対策が重

要な位置付けとなっており､ 講習テキストの複数ペー

ジを占めている｡ そして､ 日本診療放射線技師会が今

年度より実施している ｢業務拡大に伴う統一講習会｣

のカリキュラムでは､ 全ての項目に感染管理が含まれ

た｡ 一方､ 各所属施設においてICTのメンバーとして

活動する技師も徐々に増加している｡ 私自身､ 7年間

ICTの活動を経験し､ 約3年前に日本救急医学会の推

薦によるICD認定を受け､ その後､ 診療放射線技師会

のセミナーや､ 大学の放射線技術学科において感染対

策の講師を担当するなど､ 院内だけでなく院外の技師

教育に関わる機会が増え､ 様々な課題に直面している｡

本ワークショップでは､ 感染対策に関わる技師の具体

的な取り組みや問題点について､ 代表的な6演題を厳

選した｡ ディスカッションの時間を長めに設け､ 改善

に向けて専門家の皆様から多くのアドバイスを頂きた

いと考えている｡
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(大会長・司会・座長記録)
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15. 5.21 消化器内科 豊 田 秀 徳 第51回日本肝臓学会総会 熊 本

15. 5.23 〃 熊 田 卓 日本超音波医学会第88回学術集会 東 京

15. 5.29 〃 金 森 明 第89回日本消化器内視鏡学会総会 名 古 屋

15. 6. 6 〃 熊 田 卓 第12回日本肝がん分子標的治療研究会 倉 敷

15. 6.20 〃 熊 田 卓 第16回東海造影エコー研究会 名 古 屋

15. 7.23 〃 熊 田 卓 第51回日本肝臓研究会 神 戸

15. 7.25 〃 熊 田 卓 第16回臨床消化器病研究会 東 京

15.10. 8 〃 熊 田 卓 第19回日本肝臓学会大会 東 京

15.12. 3 〃 熊 田 卓 第41回日本肝臓学会西部会 名 古 屋

15.12. 3 〃 豊 田 秀 徳 第41回日本肝臓学会西部会 名 古 屋

15.12. 5 〃 金 森 明 第58回日本消化器内視鏡学会東海支部例会 名 古 屋

16. 1.15 〃 熊 田 卓 第13回日本肝がん分子標的治療研究会 東 京

16. 2.23 〃 豊 田 秀 徳
25th Annual Meeting of Asian Pacific Assocuation for
the Study of the Liver

東 京

15. 7.17 呼吸器内科 安 藤 守 秀 第37日本呼吸療法医学会学術集会 京 都

15.11.15 〃 白 木 晶 第108回日本呼吸器学会東海地方会 岐 阜

15.12. 5 〃 白 木 晶
第50回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会 (大会長・
開催長)

名 古 屋

15.12. 5 〃 中 島 治 典 第50回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会 名 古 屋

16. 2.13 〃 白 木 晶 第 2 回名古屋吸入指導講習会 名 古 屋

15. 6. 5 循環器内科 森 島 逸 郎 第22回 Nagoya Clinical Cardiology Conference 名 古 屋

15. 7.28 〃 森 島 逸 郎 第30回日本不整脈学会学術大会 (コメンテーター) 京 都

15. 7.31 〃 森 島 逸 郎 第30回日本不整脈学会学術大会 京 都

15.10.10 〃 森 島 逸 郎 第７回濃尾 Heart Seminar 岐 阜

15.10.10 〃 高 木 健 督
第34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 (ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ)

名 古 屋

15.10.24 〃 森 島 逸 郎 第146回日本循環器学会東海・第131回北陸合同地方会 名 古 屋

15.10.24 〃 森 田 康 弘 第146回日本循環器学会東海・第131回北陸合同地方会 名 古 屋
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16 . 1 . 2 3 循環器内科 森 島 逸 郎
伊勢志摩カテーテルアブレーションライブ 2016
(コメンテーター)

伊 勢

16 . 2 . 1 2 〃 森 島 逸 郎 第 24 回 Nagoya Clonical Cardiology Conference 名 古 屋

15.11.28 小 児 科 中 嶋 義 記 第 44 回西濃小児科医会学術講演会 大 垣

16 . 3 . 1 0 〃 藤井秀比呂 第 171 回岐阜県小児科懇話会 岐 阜

16 . 3 . 1 0 〃 鹿 野 博 明 第 171 回岐阜県小児科懇話会 岐 阜

15. 7.16 第２小児科 西 原 栄 起 第51回日本小児循環器学会総会・学術集会 東 京

16. 3.26 〃 倉 石 建 治 第120回東海小児循環器談話会 (大会長) 大 垣

16. 3.26 〃 太 田 宇 哉 第120回東海小児循環器談話会 大 垣

15. 4.16 外 科 金 岡 祐 次 第115回日本外科学会定期学術集会 名 古 屋

15. 4.16 〃 前 田 敦 行 第115回日本外科学会定期学術集会 名 古 屋

15. 5.23 〃 高 山 祐 一 第13回日本ヘルニア学会学術集会 名 古 屋

15. 6.19 〃 前 田 敦 行 第46回日本膵臓学会大会 名 古 屋

15. 7. 2 〃 亀井桂太郎 第23回日本乳癌学会学術総大会 東 京

15. 7.24 〃 前 田 敦 行 第33回東海大腸外科治療研究会 名 古 屋

15.10.11 〃 高 山 祐 一 第290回東海外科学会 浜 松

15.10.15 〃 前 田 敦 行 第４回西濃消化器がん学術講演会 大 垣

16. 1.15 〃 前 田 敦 行 第14回岐阜膵臓外科研究会 岐 阜

16. 1.23 〃 前 田 敦 行 第20回愛知内視鏡外科研究会 名 古 屋

16. 2. 6 〃 深 見 保 之 第61回東海肝臓外科懇談会 (コメンテーター) 名 古 屋

16. 2.27 〃 深 見 保 之 第74回東海胆道研究会 (コメンテーター) 名 古 屋

16.3.3～4 〃 高 山 祐 一 第52回日本腹部救急医学会総会 東 京

16. 2.15 胸 部 外 科 玉 木 修 治 第46回日本心臓血管外科学会 名 古 屋

15. 6.13 歯科口腔外科 梅 村 昌 宏 第40回公益社団法人日本口腔外科学会中部支部学術集会 岡 崎

15.10.18 〃 梅 村 昌 宏 第60回公益社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会 名 古 屋

15. 5.15 画 像 川 地 俊 明 日本超音波検査学会第126回講義講習会 横 浜
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15. 5.17 画 像 川 地 俊 明 第40回日本超音波検査学会学術集会 横 浜

15. 5.23 〃 乙 部 克 彦 日本超音波医学会第88回学術集会 東 京

15. 6. 6 〃 高 木 等 第58回岐阜県放射線技術研究会 岐 阜

15. 6.13 〃 小 川 定 信 第53回MR技術研究会 羽 島

15. 7. 5 〃 市 川 宏 紀 第３回岐阜救急画像技術セミナー 大 垣

15. 9. 6 〃 乙 部 克 彦 日本超音波医学会第36回中部地方会 浜 松

15. 9.12 〃 竹 中 和 幸 第43回血管造影技術研究会 大 垣

15.10.10 〃 竹 中 和 幸
第34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

名 古 屋

15.11.14 〃 小 川 定 信 第54 回MR技術研究会 大 垣

15.12.19 〃 川 地 俊 明 日本超音波検査学会第 127 回医用超音波講習会 大 阪

16. 1.30 〃 川 地 俊 明 日本医学放射線技術学会中部支部第２回学術セミナー 名 古 屋

16. 2. 7 〃 市 川 宏 紀 第４回岐阜救急画像技術セミナー 大 垣

16. 2.20 〃 乙 部 克 彦 第28回日本消化器画像診断情報研究会静岡大会 浜 松

15. 8.29 検 査 石 郷 景 子 第24回日本神経生理検査研究会中部支部研修会 (世話人) 名 古 屋

15. 9. 5 〃 中 島 直 美 岐臨技研修会臨床生理部門研修会 (世話人) 大 垣

15. 9.26 〃 浅 野 敦 平成 27 年度日臨技中部圏支部医学検査学会 静 岡

15. 9.27 〃 石 郷 景 子 第 22 回日本PSG研究会東海支部例会 (世話人) 土 岐

16. 1.16 〃 杉 山 直 久 平成 27 年度日臨技中部圏支部臨床血液部門研修会 名 古 屋

16. 2.19 〃 石 郷 潮 美 第 31 回日本環境感染学会 京 都

16. 2.28 〃 浅 野 敦 平成 27 年度中部圏支部病理細胞検査研修会 名 古 屋

16. 3.26 〃 石 郷 潮 美 第 14 回東海院内感染対策フォーラム 名 古 屋

15.10. 9 臨 床 工 学 山 田 哲 也
第 34 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

名 古 屋

15.10.17 〃 山 田 哲 也 第 41 回日本体外循環技術医学会大会 神 戸

15.11. 8
医 療 安 全
管 理 部

野 田 孝 浩 第 8 回中部放射線医療技術学術大会 福 井

16. 2.19 〃 野 田 孝 浩 第 31 回日本環境感染学会 京 都
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