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難治性十二指腸憩室出血に対して憩室切除をした１例
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Major hepatopancreatoduodenectomy with simultaneous
resection of the hepatic artery for advanced biliary cancer
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Fukami Y, Kaneoka Y, Maeda A, Takayama Y, Onoe S
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外傷性胆管狭窄の治療
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Ｓalvage anastomosis for postoperative chronic pancreatic fistula
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Prognostic impact of splenic artery invasion for
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Postoperative complications following aggressive
repeat hepatectomy for colorectal liver metastasis

have adverse oncological outcomes
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Selection of recipient vessels for free flap
following intra-arterial chemoradiotherapy
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形成外科の視点からみたデバイスポケット形成術
：豊富な局所血流が良好な創傷治癒を促進する
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スーチャーアンカーを用いた上腕骨大結節骨折の
骨接合術の治療経験
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鷹 羽 慶 之
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臨床例 cutaneous myxoma
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腎細胞癌における 18F-FDG PET/CTによる術前評価
－病理組織型との関連－
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Clinicopathological and Immunohistochemical Characteristics of
Verruciform Xanthoma of the Lower Gingiva: A Case Report
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Cervical chyloma after neck dissection: a case report

歯科口腔外科
Kimura Masashi, Ohto Hiroyuki, Shibata Akio
Yamada Hiroki, Nishiwaki Shusuke, Masahiro Umemura
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口底に生じた異所性扁桃の１例

歯科口腔外科
西 脇 崇 介 木 村 将 士 大 音 博 之
柴 田 章 夫 梅 村 昌 宏
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Schwannoma of the anterior maxillary
vestibular submucosa: A case report

歯科口腔外科
Akio Shibata, Masashi Kimura, Hiroyuki Ohto
Hiroki Yamada, Masahiro Umemura
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Mol Clin Oncol 4 (4) ; 591-596, 2016

－ 374 －

Chemotherapy continuity and incidence of febrile
neutropenia with CHOP therapy in an outpatient setting

薬剤部
宇佐美英 績 木村美智男 岩 井 美 奈
竹 中 翔 也 吉 村 知 哲

岐阜薬科大学
寺町ひとみ
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東海花粉症研究会誌 27 ; 27-32, 2016

－ 380 －

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 吉 村 知 哲
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くすりと糖尿病 5 (2) ; 215-221, 2016

－ 386 －

糖尿病治療薬の継続中断事例の解析

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
傍 島 裕 司
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Mol Clin Oncol 5 (3) ; 283-288, 2016
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Neutropenia as a prognostic factor and safety of second-line
therapy with S-1 for advanced or recurrent pancreatic cancer

薬剤部
五十川万喜幸

金城学院大学薬学部
安 田 公 夫
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Mol Clin Oncol 5 (5) ; 635-640, 2016
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Comparison of cost-effectiveness of regorafenib and
trifluridine/tipiracil combination tablet for treating

advanced and recurrent colorectal cancer

薬剤部
木村美智男 宇佐美英績 岩 井 美 奈
郷 真 貴 子 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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Biomedical Reports 5 (1) ; 141-145, 2016
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Potential drug interaction between paclitaxel and clopidogrel

薬剤部
篠 田 康 孝 木村美智男 宇佐美英績
浅 野 裕 紀 吉 村 知 哲
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くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 410 －

短時間作用型および長時間作用型グルカゴン様ペプチド１
受容体作動薬が血糖値日内変動に及ぼす影響

薬剤部
蜜 田 哲 也 中 島 啓 二
宇佐美英績 吉 村 知 哲



くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 411 －



くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 412 －



くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 413 －



くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 414 －



くすりと糖尿病 5 (1) ; 71-76, 2016

－ 415 －



癌と化学療法 43 (6) ; 743-747, 2016

－ 416 －

分子標的治療薬調整時の薬剤廃棄による経済損失と
経済削減に向けたシュミレーション

薬剤部
宇佐美英績 木村美智男
岡 田 和 智 吉 村 知 哲
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In VIVO 30 (5) ; 701-705, 2016
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Prophylactic Efficacy Against Herpes Zoster and Costs Difference
Between Acyclovir and Valaciclovir in Hematological Patients

薬剤部
宇佐美英績 木村美智男
岩 井 美 奈 吉 村 知 哲

岐阜薬科大学
寺町ひとみ
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薬学雑誌 136 (10) ; 1379-1384, 2016

－ 426 －

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
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Biomedical reports 5 (4) ; 497-500, 2016
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Efficacy of daiokanzoto in chronic constipation
refractory to first-line laxatives

薬剤部
廣 瀬 達 也 篠 田 康 孝 吉 田 あ や
栗本麻千子 森 光 輝 川 地 雄 基
田 中 孝 治 竹 田 亜 子 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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医療薬学 42 (10) ; 709-714, 2016

－ 436 －

セファレキシンおよびアモキシシリン/クラブラン酸の
追加採用が救急外来の経口抗菌薬使用に与える影響

薬剤部
篠 田 康 孝 新井かおり 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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癌と化学療法 43 (13) ; 2513-2516, 2016

－ 442 －

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 岩 井 美 奈
浅 野 裕 紀 伊 藤 大 輔 吉 村 知 哲

乳腺外科
亀井桂太郎
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Pharmazie 72 (1) ; 49-52, 2017
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Severe neutropenia: a prognosticator in patients
with advanced/recurrent colorectal cancer under
oral trifluridine-tipiracil (TAS-102) chemotherapy

薬剤部
木村美智男 宇佐美英績
岩 井 美 奈 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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Pharmaco-economic analysis of adjuvant chemotherapy
for stage II and III colorectal cancer

薬剤部
岩 井 美 奈 木村美智男
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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薬局 68 (1) ; 122-126, 2017
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胃癌治療薬

薬剤部
岩 井 美 奈 吉 村 知 哲
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European Journal of Radiology 85 (8) ; 1400-1406, 2016

－ 460 －

Extra-hepatic feeding arteries of hepatocellular
carcinoma: An investigation based on intra-arterial CT
aortography images using an angio-MDCT system

診療検査科 (画像)
高 田 賢 遠藤斗紀雄 田 中 敬 介 北 川 博 文

消化器科
伊 藤 隆 徳 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 多 田 俊 明

放射線科
曽 根 康 博

金沢大学医薬保健研究域保健学系
市 川 勝 弘
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胸 痛

看護部
和 田 孝
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ナーシング 36 (9) ; 9, 2016
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【ガイドライン 2015 対応 いまどきの！根拠からわかる！心肺蘇生の技術オールＱ＆Ａ】
異変発生！～反応の確認 訪室時､ 寝ている患者の様子がおかしい｡
もしかして急変！？その瞬間､ すぐさま行うことは何ですか？

看護部
和 田 孝
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－ 476 －

【ガイドライン 2015 対応 いまどきの！根拠からわかる！心肺蘇生の技術オールＱ＆Ａ】
異変発生！～反応の確認 ｢反応ある・なし｣ は具体的にどう確認・判断しますか？
声をかけたり肩をゆすったりして反応がなければ ｢反応なし｣ と判断しても

よいですか？

看護部
和 田 孝
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【ガイドライン 2015 対応 いまどきの！根拠からわかる！心肺蘇生の技術オールＱ＆Ａ】
異変発生！～反応の確認 廊下やトイレなど病室以外で患者が倒れていても､ その場ですぐ

BLS を始めてようですか？また､ 倒れている患者を動かしてもよいですか？

看護部
和 田 孝
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一酸化炭素中毒とピットファール
～１つの事象で多数の傷病者が発生

看護部
和 田 孝
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[特別講演]

現代版・糖尿病養生訓

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第63回糖尿病公開講演会

平成28年４月 大垣

[特別講演]

糖尿病療養指導のピットホール

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
土岐糖尿病懇話会

平成28年５月 土岐

[教育講演]

レパグリニドと他剤併用療法
―当院での併用実態とその有用性―

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
第３回糖尿病セミナー in Gifu

平成28年６月 岐阜

[特別講演]

食べ物の種類と順番による血糖操作術

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
第64回糖尿病公開講演会

平成28年６月 大垣

[教育講演]

光と影を考慮したSGLT２阻害薬の
活用について―他の血糖降下薬との
併用における有用性―

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
Gifu SGLT2 Conference

平成28年６月 岐阜

２型糖尿病における薬物治療戦略
―経口糖尿病を中心に―

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第22回 三重糖尿病セミナー

平成28年７月 津

[教育講演]

糖尿病腎症の最新知見

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第４回日本糖尿病療養指導学術集会

平成28年７月 京都

糖尿病患者にみられる腎障害には典型的な糖尿病腎症

のみならず高血圧性腎硬化症や糸球体腎炎などの非糖

尿病性腎疾患が含まれているが､ 実臨床でその鑑別は

困難である｡ 2014年に糖尿病腎症の病期分類が改訂さ

れ慢性腎臓病 (CKD) の重症度分類との整合性が図

られ､ 各病期における診断・病態の解明・治療につい

ての研究がより進展することが期待されている｡ 透析

予防に向けた腎症の治療は､ 血糖・血圧・脂質のコン

トロール､ 減塩・たんぱく制限などの食事療法を含む

生活習慣の是正など､ 多面的・集約的アプローチが重

要である｡ 腎症への介入効果は腎機能 (eGFR) の改

善・維持を目標として評価されるが､ 尿蛋白量と腎機
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能低下速度には強い相関があることから尿蛋白減少も

重要な指標となる｡ 微量アルブミン尿の出現や顕性ア

ルブミン尿への進展抑制には血糖コントロールが重要

である｡ 腎機能悪化の抑制については十分なevidence

はないが､ インクレチン薬は腎症改善に寄与する可能

性が示唆されており､ GLP-1受容体作動薬では尿減少

効果やeGFR改善効果を示した臨床結果も報告されて

いる｡ また､ SGLT2阻害薬の大規模研究においてeGFR

の長期維持効果などの腎保護作用が示されている｡

RAS系阻害薬を中心とした降圧療法は､ 腎症の発症進

展のどのステージにおいても重要であることが示され

ている｡ 腎症治療における脂質コントロールの意義に

ついては一定の見解は得られていないが､ スタチンに

よるLDL-C効果療法が尿蛋白減少に寄与することが報

告されている｡ 食事の塩分制限については血圧コント

ロールに重要であるばかりでなく腎症進展予防にも意

義がある｡ また､ カリウム摂取量が多いほど腎予後が

改善するという報告もある｡ たんぱく制限は進行した

腎症の予後を改善する可能性が指摘されているが､ 実

践困難なこともあり十分なコンセンサスは得られてい

ない｡ とくに高齢者に対する過度のたんぱく制限はサ

ルコペニアにつながることも懸念されており､ 栄養状

態を十分評価する必要がある｡ 腎症重症化予防には多

面的・集約的治療が重要であり､ それを可能にする医

療チームの構築が何より重要である｡

[特別講演]

糖尿病腎症の発症・進展抑制を
考慮した治療

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
Next Stage of Diabetes Care

平成28年７月 名古屋

[特別講演]

糖尿病のメディアリテラシー

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
第65回糖尿病公開講演会

平成28年８月 大垣

[特別講演]

糖尿病治療の現状と課題について

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
臨床糖尿病講演会

平成28年８月 名古屋

[特別講演]

２型糖尿病の治療戦略
―SGLT２阻害薬の使用経験をふまえて―

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
鈴鹿亀山地区学術講演会

平成28年９月 鈴鹿

[教育講演]

肥満を有する糖尿病患者に対する
内科的治療

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
第47回大垣市外科連合会学術講演会

平成28年10月 大垣
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[特別講演]

気をつけよう！
糖尿病治療の落とし穴

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第４回世界糖尿病デー in たじみ

平成28年11月 多治見

[特別講演]

糖尿病と認知症

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2016

平成28年11月 大垣

[特別講演]

２型糖尿病における薬物療法の治療戦略
―当院におけるSGLT２阻害薬の使用経験―

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
UP TO DATE IN 武儀

―SGLT2阻害薬の適正使用を考える―

平成28年11月 関

[特別講演]

GLP１受容体作動薬と持効型インスリン
製剤の併用は有用か否か

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
注射薬による糖尿病治療を考える会

平成28年11月 岐阜

[特別講演]

高齢者糖尿病治療の考え方

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第28回実地医科糖尿病勉強会

平成28年11月 大垣

[特別講演]

高齢者における糖尿病治療について

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
もとす医師会糖尿病学術講演会

平成28年12月 瑞穂

[特別講演]

糖尿病､ こんな時どうする

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
第67回糖尿病公開講演会

平成28年12月 大垣
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[特別講演]

２型糖尿病の薬物治療のすすめかた

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第164回下呂医師会学術講演会

平成29年１月 下呂

[特別講演]

２型糖尿病の薬物治療における
GLP１受容体作動薬の位置付け

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
南信地区GLP-1を考える会

平成29年２月 飯田

[特別講演]

糖尿病治療薬の最新情報

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
第68回糖尿病公開講演会

平成29年２月 大垣

[特別講演]

２型糖尿病の病態評価と治療のすすめかた

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第１回岐阜県病院薬剤師会

糖尿病領域研修会

平成29年３月 岐阜

[特別講演]

糖尿病患者の高齢化と薬剤選択

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
GLT Table Discussion Meeting

平成29年３月 多治見

[特別講演]

当院におけるパーキンソン病の
初期治療について

神経内科
三 輪 茂
第６回岐阜・西濃パーキンソン病研究会

平成28年10月 大垣

[特別講演]

長期経過の視神経脊髄炎の一例

神経内科
山 下 史 匡
第12回東海MS研究会

平成29年３月 名古屋

B型肝炎治療の動向

消化器内科
熊 田 卓
第52回日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

B型肝炎ウイルス (HBV) キャリアの予後は核酸アナ

ログ (NA) の出現により著明に改善された｡ 背景因

子を合わせたHBVキャリアでNAの介入を行った群と
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行わなかった群での長期予後を比較すると､ 介入を行っ

た群で明らかに全死亡率が減少し長期間生存した (ハ

ザード比0.286[0.122-0.666])｡ 死因を肝疾患による死

亡と非肝疾患に死亡に分けると､ 肝疾患による死亡は

有意に改善したが (P＝0.018)､ 非肝疾患による死亡

は同等であった (P＝0.323)｡ 一方､ C型肝炎ウイルス

(HCV) キャリアではウイルスが駆除されると肝疾患

に加え非肝疾患による死亡率も有意に減少する｡ HBV

はHCVに比しより肝臓に親和性の高いウイルスと考

えられる｡ 現在のところHBVを完全に駆除できる薬

剤は無く､ 抑制が目標となる｡ 短期の目標はALTの正

常化､ HBe抗原陰性もしくはHBe抗体陽性化､ HBVDNA

の増殖抑制であり､ これはNAによりほぼ達成される

ようになってきた｡ 最近では長期の目標としてHBs抗

原の消失が強調されている｡ HBs抗原が陰性化すれば

時期にもよるが肝細胞癌の発生等も極めて少なくなり

肝疾患による死亡は激減する｡ しかし､ HBs抗原が感

度以下になってもウイルス自体は体内に残っており､

特定の薬剤服用時の再活性化も問題となってきている｡

完全にウイルス学的治癒を得るためにはcccDNAの除

去が必須となる｡ 最後に認可されたテノフォビル (TDF)

はHBs抗原を下げるパワーがエンテカビル(ETV) よ

りも強いとされているが､ アジアで多い遺伝子型Bと

Cでは不十分である｡ このためよりpeginterferonを併

用することが推奨されているが､ 副作用の観点からあ

まり広がってはいない｡ 最近ではHBVをeradicationす

る薬剤の研究が盛んである｡ HBVのentryを阻害した

り､ cccDNAをブロックしたり､ RNA ineterference

したり､ HBV capsidを阻害したり､ ウイルスの放出

を阻害したりする薬剤が開発されつつあり､ 一部の薬

剤では臨床試験が行われている｡ 今後の展開に期待し

たい｡

超音波とMRIによるElastographyの
取り組み

消化器内科
多 田 俊 史
日本超音波医学会

平成28年５月 京都

ポスト肝炎ウィルス時代における治療・診断
の残された課題について
～肝癌を含めた肝疾患治療における新規糖鎖
マーカーM２BPGiの有用性について～

消化器内科
豊 田 秀 徳
第52回日本肝癌研究会

平成28年７月 東京

経口抗HCV薬により可能となった
C型肝炎治療適応の拡大と治療後の課題

消化器内科
豊 田 秀 徳
第２回淀川肝炎治療セミナー

平成28年７月 大阪

透析患者の合併症を減らす：
経口抗ウイルス薬によるC型肝炎の治療

消化器内科
豊 田 秀 徳
第22回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

平成28年９月 札幌

超音波とMRIによるエラストグラフィー
の取り組み

消化器内科
多 田 俊 史
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋
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肝癌診療におけるBCAA製剤投与の
意義

消化器内科
多 田 俊 史
第41回日本肝臓学会東部会

平成28年12月 東京

肝癌診療における最近の話題
～発癌抑制・発癌予測と治療・予後予測～

消化器内科
豊 田 秀 徳
第17回岡山肝癌研究会

平成29年２月 岡山

C型肝炎と肝発癌について

消化器内科
豊 田 秀 徳
第29回肝臓フォーラム (西部)

平成29年３月 大阪

慢性肝疾患における超音波と
MRIによる肝硬度測定の有用性

消化器内科
多 田 俊 史
東海超音波研究会

平成29年３月 名古屋

呼吸器疾患の栄養療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀

岐阜呼吸ケア研究会

平成28年４月 岐阜

肺理学療法のパラダイムシフト

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第３回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会東海地方学会

平成28年４月 大垣

大垣市におけるCOPD検診について

呼吸器内科
安 藤 守 秀
COPDセミナー in 多治見

平成28年４月 多治見

呼吸理学療法のパラダイムシフト

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28年５月 大阪

呼吸器疾患の最新の治療

呼吸器内科
安 藤 守 秀
平成28年度 岐阜低肺機能者のつどい

平成28年５月 各務原
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呼吸困難感の病態

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第13回呼吸リハビリテーション講習会

平成28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
第56回臨床呼吸機能講習会

平成28年８月 岡山

第21回３学会合同呼吸療法認定士認定講習会

平成28年８月 東京

[招請講演]

肺がん治療の進歩と
免疫チェックポイント阻害剤

呼吸器内科
安 部 崇
Gifu Immumo-Oncology Pharmacist Meeting

平成28年９月 岐阜

侵襲からの回復期における呼吸生理学

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第16回兵庫医科大学

呼吸リハビリテーションセミナー

平成28年９月 西宮

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７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28年９月 名古屋

気管支喘息とCOPDの吸入療法
アップデート

呼吸器内科
白 木 晶
大垣市薬剤師会講演会

平成28年10月 大垣

呼吸リハビリテーション, 急性期から
在宅へ円滑に移行するために

呼吸器内科
安 藤 守 秀
岐阜呼吸リハビリテーション講演会

平成28年10月 岐阜

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28年度静岡呼吸リハビリテーション

研修会

平成28年12月 静岡
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COPDの治療における総合的な
アプローチ

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第８回COPDシンポジウム岐阜

平成28年12月 岐阜

呼吸器疾患に対する作業療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
大阪府作業療法士協会事業部身体部門研修

平成29年１月 大阪

COPDに対する呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
Respiratory Forum スピオルト発売１周年記念

平成29年３月 岐阜

集中治療室における急性期の呼吸管理

呼吸器内科
安 藤 守 秀
事業部地域包括ケアプロジェクトチーム

｢地域包括ケア推進リーダー｣ 導入研修

平成29年３月 大阪

狭心症治療の実際と病診連携

循環器内科
森 田 康 弘
大垣市医師会内科会

平成28年６月 大垣

[特別講演]

致死性不整脈疾患の診断と治療：
知っておきたい12誘導心電図の特徴と
ICD/カテーテルアブレーションの適応

循環器内科
森 島 逸 郎
第４回奥越循環器勉強会

平成28年７月 福井

[特別講演]

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
松山 Ablation Team Meeting

平成28年10月 松山

第４回福岡不整脈カンファレンス

平成28年11月 福岡

[特別講演]

心房細動の最新治療
～抗凝固療法とカテーテル治療～

循環器内科
森 島 逸 郎
第９回もとす薬剤師会研修会

平成28年10月 瑞穂
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[招請講演]

Primary prevention in patients
with Brugada syndrome and
Early repolarization syndrome

循環器内科
森 島 逸 郎
The 9th Asian Pacific Heat Rhythm Society

Scientific Session

平成28年10月 ソウル

[招請講演]

静脈血栓症の新たなる治療戦略

循環器内科
森 田 康 弘
第253回羽島メディカルカンファレンス

平成28年10月 羽島

[ランチョンセミナー]

ACSに於ける治療戦略および本邦に
おけるBRSの適性使用の可能性

循環器内科
高 木 健 督
伊勢志摩ライブ

平成28年11月 伊勢

[教育講演]

ベラパミル感受性左室起源心室頻拍

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2017

平成29年１月 伊勢

[特別講演]

心房細動の最新治療：
地域連携をベースとした健康寿命への貢献

循環器内科
森 島 逸 郎
飯田市医師会学術講演会

平成29年１月 長野

Fabry病 市中病院での診療の実際
―遺伝性脂質代謝異常症も含めて―

循環器内科
森 田 康 弘
Nagoya Clinical Cardiology Conference

平成29年３月 名古屋

慢性腎臓病・慢性呼吸疾患・膠原病

小 児 科
岩 田 晶 子
平成28年度岐阜県小児慢性特定疾病指定医

育成研修会

平成28年６月 岐阜

食物アレルギー・アナフィラキシー
への理解と対応

小 児 科
藤 井 秀比古
平成28年度食物アレルギー対応研修会

平成28年７月 養老
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学校における食物アレルギー対応

小 児 科
鹿 野 博 明
平成28年度食物アレルギー対策研修会

平成28年８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2012年か

ら2014年に食物負荷試験を実施した200例 (試験回数

326回) について検討した｡ その中で､ 加熱全卵 (卵)

は165回､ 未加熱牛乳 (牛乳) は62回､ 小麦は35回で

あった｡ 負荷試験後の反応をSampsonの分類に従って

評価した｡ 負荷陽性は126回 (全陽性率48%:それぞれ

卵45%､ 牛乳50%､ 小麦60%) であった｡ 陽性例の

Sampson分類は､ グレード1:60回､ 2:51回､ 3:8回､ 4:7

回であった｡ ステロイド剤点滴または､ エピネフリン

を投与した症例は35回 (全体13%､ 卵:10%､ 牛乳:16

%､ 小麦:23%) であった｡ 特異的IgE値が､ class5・6

と高値であった症例は22例 (27回) であった｡ 特異的

IgE高値例の陽性率は63%､ ステロイド剤または､ エ

ピネフリン投与は9回 (33%) であった｡ 卵､ 牛乳に

比べ小麦は陽性率が高く､ 負荷試験の実施には他の食

物に比べ注意が必要と考えられた｡ 卵・牛乳負荷試験

においてそれぞれの特異的IgE値が､ 高値になるほど､

ステロイド剤・エピネフリン投与例が増える傾向にあっ

た｡ 小麦負荷試験においては､ 特異的IgE値にかかわ

らず陽性例がみられ､ 特異的IgE値による結果の予想

が困難であると考えられた｡ 特異的IgE高値例の中に

も､ 負荷陰性例が存在するため､ 除去解除のためには

負荷試験が有用であると考えられた｡

小児気管支喘息 学校における対応について

小 児 科
鹿 野 博 明
平成28年度不破郡学校保健会研究大会

平成28年８月 不破

今回は以下の４つの内容について講演した｡

１ アレルギーの全体像､ 喘息治療・管理ガイドライ

ン (JPGL) の解説

２ 喘息コントロール状態について

３ 学校・保育園の対応について

４ 長期治療管理の判定法､ 当科での小児喘息重症度

判定と喘息コントロールテスト(JPAC)を用いた評

価､ 小児ぜんそくカードについて

５ 長期治療管理を行った例について

１ 小児気管支喘息治療管理ガイドライン 2012(JPGL

2012)より小児気管支喘息の成因と病態および､ 臨床

症状とその評価について説明した｡ 重症度分類による､

年齢別の長期管理に関する薬物療法プランについて説

明した｡

２ 喘息の重症度やコントロールレベルの判定は､ 主

に症状に基づいて行われる｡ しかし､ 客観的な評価も

重要であり､ 気道過敏性を定量的に評価する｡ アセチ

ルコリン吸入負荷試験､ 呼吸機能の経時変化を評価す

るピークフローモニタリングなども必要に応じて実施

する｡ 治療開始後はコントロール状態を継続的に評価

し､ 良好なコントロールを維持し､ QOLの改善を図

り､ 呼吸機能の正常化を目指すことが重要である｡ コ

ントロール状態の評価にはJPACなどが有用である｡

３ 学校｡ 保育園の対応として､ 管理票を利用した個

別の重症度に合わせた管理､ および､ 学校の環境整備､
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発作時の対応､ 校外活動時の対応について解説した｡

４ JPACを用いて､ 当科通院中のぜんそく患者のコ

ントロール状態を評価した｡ 2009年と2016年に実施し

た｡ JPAC問診票は､ 外来受診時に短時間で1ヵ月以内

の症状の確認が可能であり､ 同時に治療ステップ､ 真

の重症度も評価でき有用であった｡ 2009年にくらべ

2016年では､ 喘息の重症度が軽く､ コントロールが良

好な症例が多く､ 経過が良好な例が多かった｡

５ 2002年から2003年の当科における喘息入院症例の

中で､ 10年後の状況を診療録より調査し､ 臨床的に検

討した結果､ および気道過敏性検査により､ 長期管理

できた喘息症例について報告した｡ 10年前の入院例の

当科での再入院はなく､ 定期受診している10例中の

5例が､ 寛解または間欠型となっておりコントロール

良好であると考えられた｡ 気道過敏性試験を実施して

いるすべての症例で気道過敏性が認められ､ 寛解して

いる症例でも､ 気道過敏性は続いていた｡ 個々の患者

で同一の方法で繰り返し測定することにより得られた

気道過敏性試験結果は､ 薬物投与の減量・中止の判断

に有用であると考えられた｡

当科における夜尿症外来の現状

小 児 科
岩 田 晶 子
夜尿症を考える会

平成28年９月 大垣

【目的】当院の夜尿症児の現状について検討する｡

【対象】2006 年～2015年に夜尿症と診断した小児

(計311人：男204人､ 女107人) を対象とした｡ 夜尿症

の定義は､ 国際小児尿禁制学会の基準を使用した｡

【方法】初診時に問診・診察・血液尿検査・超音波検

査を行い､ 膀胱容量・夜間尿量を自宅で測定するよう

に指導した｡ その結果で病型分類をし､ 各病型ごとに

治療内容と経過について分析した｡

【結果】病型分類は多尿型51％､ 膀胱型12％､ 混合型

19％､ 正常型18％であった｡ 各病型の治療は､ 内服治

療が多く､ 多尿型では65％と最も多くみられた｡ どの

病型も半数が１～２年で治癒していた｡

【結語】当院の夜尿症外来では､ 治癒までの期間は混

合型が２年で他の病型は1年で治癒していた｡

小児食物アレルギー診療の実際
～ガイドライン2016に基づいて～

小 児 科
藤 井 秀比古
西濃地区アレルギーセミナー2017

平成29年２月 大垣

[教育講演]

乳癌治療のupdate

外 科
亀 井 桂太郎
第９回日本臨床腫瘍学会東海地区セミナー

平成28年６月 岐阜

[特別講演]

アフィニトールを使いこなすコツ

外 科
亀 井 桂太郎
実例に学ぶホルモン耐性の克服

平成28年６月 岐阜

ロンサーフ､ 市中病院の使用経験から
得れたこと

外 科
前 田 敦 行
第５回滋賀消化器癌治療研究会

平成28年７月 京都
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MMG・US・MRI・病理､
よくよく見れば､ 違いは色だけ！

外 科
亀 井 桂太郎
第37回広島乳腺超音波診断カンファレンス

平成28年７月 広島

誰でもわかる乳癌の治療

外 科
亀 井 桂太郎
第１回西濃乳癌チーム医療研究会

平成28年９月 大垣

｢乳腺超音波ガイド下針生検マニュアル─
細胞診から吸引式組織生検まで─｣ (仮題)
間もなく発売

外 科
亀 井 桂太郎
第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年10月 埼玉

ロンサーフ：使用経験から得られたこと

外 科
前 田 敦 行
第10回名古屋腫瘍外科研究会

平成28年10月 名古屋

再発治療の考え方の基本の基

外 科
亀 井 桂太郎
第２回西濃乳癌チーム医療研究会

平成29年２月 大垣

腹腔鏡下肝切除のアプローチの考え方

外 科
前田 敦行､ 金岡 祐次､ 亀井桂太郎､
高山 祐一､ 深見 保之､ 高橋 崇真､
宇治 誠人､ 大塚 新平､ 三品 拓也
第21回愛知内視鏡外科研究会

平成29年２月 名古屋

当院では 2010年6月に肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切

除(Laparoscopc Liver Resection, LLR)を導入し2016年

11月までに延べ131例経験した｡ それまでの過程とし

て､ 2008年8月に6ポート法による腹腔鏡下胃切除

(LAG)を開始し､ 次に脾臓､ 膵臓､ 副腎などの上腹部

手術の経験を積み､ LLRを導入した｡ 当初はanteroinferior

segments (parts)を対象とし､ 肝受動を鏡視下に行い､

正中あるいは右肋弓下小切開創下に肝実質切離を行う

hybride方式であった｡ 2012年の30例目以降pure LLR

を標準としたが､ S7.8のposterosuperior segmetns (PSS)

は対象外としていた｡ 現在では6ポート法を改良し､

左 (半) 側臥位を用いるなどの工夫をするとともに経

験を集積しPSSへも適応を拡大している｡ PSS LLR

(n=52)とそれ以外non-PSS LLR (n=79)と比較すると手

術時間 (154分 vs. 142分, P<0.0001)､ 出血 (300g vs.

80g, P<0.0001)､ 術後合併症 (>Clavien-Dindo Grade

2, 15.4% vs. 5.1%, P=0.045)で有意に高率であったが､

開腹移行 (7.6% vs. 3.8%, P=0.126)､ SM陽性率 (7.6%

vs. 3.8%, P=0.126), 術後在院期間(13 日 vs. 13 日,

P=0.698) に差はなかった｡ なお当院のラパ肝臓およ

びＰＤは開腹肝切除750例以上､ PD270例以上､ 腹腔

鏡下胃・大腸切除 200例以上の2人が術者となって手

技の安定化と手術時間の短縮に努めている｡ LLRの実

施においては施設で上腹部手術の集積を積みながら段

階を踏むのが肝要である｡
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[特別講演]

乳房超音波検査にいかそう､
MMG､ MRI検査

外 科
亀 井 桂太郎
第68回東海エコーカンファレンス

平成29年３月 名古屋

心臓手術後の遷延する腎障害に対して
トルバプタンが著効した一例

心臓血管外科
柚 原 悟 史
第 1 回水利尿を考える会

平成28年９月 金沢

皮膚のみかたと褥瘡と誤りやすい
皮膚疾患

皮 膚 科
高 木 肇
褥瘡対策に関する研修会

平成28年７月 大垣

[ミニレク]

皮膚科領域における漢方薬の応用

皮 膚 科
高 木 肇
第24回日本東洋医学会東海支部岐阜県部会

学術講演会

平成28年12月 岐阜

皮膚・結合組織系

皮 膚 科
高 木 肇
難病指定医研修会

平成29年１月 岐阜

皮膚科医の考える小児アトピー性皮膚炎に
対するプロトピック軟膏の実践的使用方法

皮 膚 科
高 木 肇
チルドレンセミナー 2017

平成29年３月 東京

日常よく見られる皮膚疾患の治療

皮 膚 科
高 木 肇
第651回大垣内科会

平成29年３月 大垣

前立腺癌に対するロボット手術
～術前ゴナックス投与の可能性～

泌尿器科
加 藤 成 一
第７回岐阜県泌尿器ロボット手術手技検討会

in 岐阜

平成28年６月 岐阜
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CRPCに対しカバジタキセルで治療中､
イレウスを起こした１例

泌尿器科
川瀬 真､ 石田 貴史､ 加藤 成一､
増栄 成泰､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
前立腺セミナー Gifu

平成28年６月 岐阜

右下肢痛を契機に診断された
後腹膜腫瘍の１例

泌尿器科
石田 貴史､ 川瀬 真､ 加藤 成一､
加藤 大貴､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
第45回病診連携カンファレンス

平成28年８月 大垣

尿膜管癌に対し腹腔鏡下膀胱部分切除術
および骨盤内リンパ節郭清を行った１例

泌尿器科
加藤 成一､ 川瀬 真､ 加藤 大貴､
石田 貴史､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
第22回岐阜内視鏡外科研究会 in 岐阜

平成28年12月 岐阜

ISUP2014による新グレード分類
～内分泌療法からの検討～

泌尿器科
宇 野 雅 博
第72回岐阜泌尿器科医会

平成29年３月 岐阜

学童期､ 青年期にみられるお口のトラブル

歯科口腔外科
大 音 博 之
大垣市学校保健会特別講演会

平成28年５月 大垣

歯の病気について

歯科口腔外科
木 村 将 士
福祉健康講座

平成28年11月 大垣

[招請講演]

血液疾患領域におけるチーム医療
―薬剤師の関わりと重要性―

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第１回滋賀血液疾患フォーラム

平成28年４月 草津

[教育]

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28年６月 大阪
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[ランチョン]

がんに携わる薬剤師による医療イノベーション
―今こそ､ 薬剤師力を発揮するとき―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
医療薬学フォーラム2016

平成28年６月 大津

[ランチョン]

薬剤師力を発揮するための５つの戦略
―がん医療を中心に―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第26回日本医療薬学会年会

平成28年９月 京都

[ランチョン]

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78回日本臨牀外科学会総会

平成28年11月 東京

[特別講演]

がん薬物療法のトータルマネジメント
―曝露対策から人材育成まで―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第248回三重県病院薬剤師会

三泗地区学術研修会

平成28年12月 四日市

[特別講演]

がんチーム医療において薬剤師力を
どう発揮するか！

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第６回がん薬物療法研究討論会

平成29年２月 札幌

Shear Wave Elastographyの実際について

診療検査科 (画像)
乙部 克彦､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

超音波装置のShear waveによる肝硬度測定の有用性

や測定法の実際､ 注意点などを実データを示して講演

し､ 測定の実際を実機を用いて指導した｡

(講演内容) ・E9の弾性値と線維化ステージの比較

・E9とAixplorerの弾性値の比較

・肝線維化判明例おけるROC解析による線維化診断

能 (F2以上に対する)

・E9の弾性値と肝線維化スコア (FIB-4 index､ APRI､

Forns index) との比較

・SWE測定困難例について

(測定方法) ・仰臥位､ 上肢は挙上

・測定対象は肝右葉､ 走査方法は右肋間走査､ 安静時

呼吸停止が望ましい

・depthは10㎝､ ROIは最大に設定・太い血管と､ 腹壁

直下の多重反射の影響を避けて4～6cmの深さを目

安に安静呼吸停止下にて測定・SWEの測定を開始

し､ カラーマップが表示されたらフリーズする｡

・ROI内に関心領域を設け､ 平均値を測定し､ 5回繰

り返してその平均値を算出する｡

・体表-肝表面距離が大きく減衰が強いと測定困難と

なる場合がある｡
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救急での読影補助の実際と頭部疾患の
画像認識と対処

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
救急撮影講習会 in 名古屋

平成28年８月 名古屋

救急での診療放射線技師としての読影補助の在り方

について､ 当院の現状を元に報告した｡ 脳卒中疾患に

対する画像評価および発見した所見を患者対処にどの

ように生かすか､ またどのような行動をすれば適切か

を講演した｡

胸痛症例におけるCTアプローチ
～心電同期撮影の有用性～

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
第13回近畿救急撮影セミナー

平成28年８月 大阪

救急診療での心電同期撮影は撮影手技の煩雑さや被

写体条件の悪さから敬遠されがちであるが､ 適正症例

に絞って活用することは有用である｡ 救急診療におい

て心電同期撮影を用いることで患者さんや診療科がど

れだけの恩恵が得られるかを当院の現状を踏まえて報

告した｡

検診に役立つ､ 解剖やScanテクニック
｢肝臓｣

診療検査科 (画像)
乙 部 克 彦
日本消化器がん検診学会 東海北陸支部

第14回超音波セミナー

平成28年９月 名古屋

超音波検査における肝臓観察時の役立つ解剖やscan

テクニックを講演した｡

また実機を用いてハンズオン形式で指導を行った｡

(肝の観察ポイント) ・プローブの持ち方・超音波の

通りやすい窓を探して観察・呼吸を上手に利用・体位

変換を利用・スキャンスピードを一定に

・肝の辺縁から辺縁まで観察､ 見やすいところより､ 見

にくいところに時間をかける (肝の描出困難な領域)

・S8横隔膜直下 →体位変換

・S6の肝辺縁 →右壁垂直走査・肝硬変例 →前胸

部走査や左肋間走査

・肝表面全体 →リニアプローブの利用・肝の深部

→限界点があることを知る

『地方自治体病院が高精度放射線治療装置を
導入して､ 目指した方向と６年が経過した現状』

診療検査科 (画像)
高 木 等
第32回日本放射線技師総合学術大会

平成28年９月 名古屋

平成22年に､ 高精度放射線治療装置を導入して､ ６

年となります｡ 当時は､ 18年間使用した旧装置から最

新装置への変更であり､ 全く未知の領域へ突入する事

にワクワクしていました｡ しかし､ 医師は､ 非常勤で

あり､ 看護師は配置されず､ 医療面では不安が多くあ

りました｡ その中においても､ 目標を持ち､ 一台の装

置で､ 着実に､ 各種高精度放射線治療が施行できるよ

うに､ 作業効率向上､ スタッフの育成､ 広報活動等の

充実を図り､ 病院に充実の必要性を納得してもらえる

ように､ 収益性向上にも尽力しました｡ その結果､ 平

成28年４月から､ 放射線治療医師の常勤および専従看

護師の配置を達成し､ 次年度は､ 放射線治療専門看護

師の配置も予定されるに至りました｡ 今回のリフレッ

シュセミナーでは､ 大垣市民病院の放射線治療の歴史

に基づき､ 現在までに行き着いた経緯をお話し､ 自治

体病院として､ 高精度放射線治療装置を有する診療体

制構築への方向性をお示ししたいと思います｡

上腹部３Dの撮り方と作り方

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第２回３D medical image club

平成28年９月 名古屋
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上腹部３D CT作成のための造影条件・撮影条件・

画像解剖について説明し､ 実際の3D画像作成のポイ

ントについて作成例を提示して解説した｡

造影超音波検査技術と臨床応用

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
第44回日本放射線技術学会秋季学術大会

平成28年10月 埼玉

造影超音波検査の基礎と臨床について講演した｡

(講演内容) １. 超音波造影剤の歴史について

２. ハーモニック技術について

３. 検査手技について

４. 臨牀画像の見方について

アーチファクトとその評価

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第44回日本放射線技術学会秋季学術大会

平成28年10月 埼玉

CT画像におけるアーチファクトの定義・原因・分

類およびその評価方法と現状についての解説を行った｡

肝臓におけるShear Wave Elastography
の使用経験

診療検査科 (画像)
乙 部 克 彦
GE Ultrasound Clinical Seminar 2016 IN 福岡

平成28年10月 福岡

Logiq E9を用いたShear Wave Elastographyの実際につ

いて､ 以下の内容で説明した｡

1.測定方法

2.SWE測定困難例について

3.測定部位と呼吸法および検査者間での肝エラスト値

のばらつきについて

4.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

5.肝生検との比較

6.LOGIQ E9とAixplorerの比較

7.C型肝炎患者の直接作用型抗ウイルス薬DAA

(Direct Acting Antivirals) によるSVR後の肝硬度の

変化

8.超音波ElastographyとMR Elastographyの比較

救急における診療放射線技師のCT読影補助

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第22回南関東SOMATOM研究会

平成28年11月 東京

大垣市民病院では日勤帯および夜勤帯ともにCT検

査後に診療放射線技師が一次所見レポートを作成して

診療科へ提供している｡ 夜勤帯における当院の業務体

制および業務実績とともに､ 当院で経験した症例を提

示し､ 診療放射線技師として読影補助をするにあたり

ポイントとなる点について解説した｡

論理的に病変を探求する力を養うための
多角的方法

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
第15回愛知消化器撮影技術研究会

平成28年11月 名古屋

画像検査において､ 異常画像を検出し､ 質的評価を

行うには､ 多くの経験と知識を必要とします｡ 特に消

化管検査と超音波検査は､ 個人の技量がすべて結果に

反映さる為､ たいへん難しい検査法の一つです｡ 今回､

自身の経験をもとに､ これからの若い人たちに必要な

知識習得方法を講演し､ また自身が経験した印象に残

る症例を供覧した｡
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読影補助のカタチ
～CTの１次読影レポート～

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
平成28年度山口県診療放射線技師会秋季講習会

平成28年11月 山口

読影補助について当院の現状を報告するとともに､

どのように読影能力を高めるか？どのように技師読影

を始めればいいか？などを中心に講演した｡

やってみようCT読影第４弾

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第17回中部SOMATOM研究会

平成28年11月 名古屋

診療放射線技師として読影補助を行う際にポイント

と思われる点につき､ 症例をクイズ形式で紹介しなが

ら解説を行う｡

女性の健康支援関係者向け研修会
(撮影技術編)

診療検査科 (画像)
恒 川 明 和
岐阜県消化管画像研究会

平成28年12月 大垣

1.岐阜県の検診成績：平成 26年度岐阜県胃がん検診実

施結果から岐阜県全域の女性の胃がん検診の受診率

の低さが問題で､ 県から依頼があり我々技師に出来

る事を検討した｡

2.基準撮影法：基準撮影法構築の目的として撮影法を

標準化・統一化することにより精度向上を図るとと

もに精度管理を徹底し受診者が全国のどの施設を受

診しても安心して質の高い検診を受けられる様に構

築されている｡

3.医療事故の現状：医療事故の現状では昨年群馬県で

死亡事故が起きました｡

この事故を受け､ 各施設で逆傾斜による再発防止に

むけ取り組まれ､ 始業点検時､ 検査前に肩当ての有無､

肩当てや手すりの止め具の緩みの確認を徹底する｡

4.医療安全について：検査中に注意する事で誤嚥がる｡

誤嚥した場合の初期対応法①ハッフィングは椅子に

座らせ､ 胸の前で腕を交差させ少し下を向き､ 胸を

少し圧迫するようにして息を吸った後､ 口を大きく

開き強く最後まで吐かせる｡ ②タッピングとは頭を

下げるか､ 誤嚥してバリウムが入った側を上にして

横になり､ 肩甲骨の間を4､ 5回すばやく連続して叩

きます｡ このような対応をしながら医師の到着を待

ち､ 到着後は医師の指示で対応する｡

5.検診のあり方･接遇について：画像の精度向上のた

めには､ 受信者の協力が必要であり､ 協力を得るた

めには､ 接遇が大切です｡ 診断能の高い画像を作り

出すためには､ ｢技術・知識｣ ｢機器管理｣ はもちろ

んのこと､ ｢接遇｣ が不可欠です｡ そして､ 受診者

の 胃がん検診に対するイメージの改善や､ 診断率

の向上が､ 受診率の向上に繋がる｡ 平成25年度の国

民生活基準調査におけるデータでは岐阜県の女性の

受診率が26.9％と低くなっているのが現状で､ 行政

のみならず､ 我々診療放射線技師がやれることを実

践していく事が受診率向上に繋がり本研修の目的に

繋がると考えます｡

胆膵描出のテクニック

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
第29回日本消化器画像診断情報研究会

平成29年２月 福岡

胆嚢含む肝外胆管および膵臓の描出において､ 消化

管ガスや肥満等の体型に大きな影響を受ける｡ また､

胆嚢は多重エコーなどアーチファクトの影響を受け､

特に底部が描出不良となり､ 病変の見落としにつなが

る｡ 今回､ 基調講演において､ そのような描出不良例

を掲示し､ その後の 2 名の演者に､ その対策を含めた

描出テクニックについて講演を賜る
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腹部超音波検査のステップアップ
必要なコツとワザ

診療検査科 (画像)
川 地 俊 明
日本超音波検査学会中部26回地方学術集会

平成29年２月 名古屋

超音波検査は､ 施行者の力量によりその検査精度が

大きく異なってしまうことは周知の如くである｡ 今回､

精度の高い検査結果を導くために､ これまで経験して

きたコツやワザを解説した｡ 腹部臓器走査は､ 主に消

化管ガスと死角との戦いである｡ その対策として体位

変換､ 呼吸調整､ 圧迫がキモである｡ 以下の肝臓､ 胆

嚢含む胆道系､ 膵臓､ 腎臓､ 脾臓､ 消化管の各領域に

ついて､ コツやワザを解説した｡

[教育講演]

神経伝導検査の手技

診療検査科 (検査)
澤 村 聖 子
岐臨技研修会 臨床生理部門研修会

平成28年７月 大垣

上肢・下肢における神経伝導検査の測定方法やポイ

ントについて､ 講義を行った｡

[教育講演]

１部 ｢新生児の脳波 (PSG検査を含む) の
意義と検査法｣
２部 ｢小児の脳波の検査法および正常脳波｣

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第62回神経生理検査勉強会

平成28年９月 上川郡

１部：新生児の脳波検査とPSG検査において注意事項､

方法､ 新生児の脳波の特徴を講義した｡

２部：小児の脳波検査の注意点と年齢別の脳波波形に

ついて講義した｡

[教育講演]

３部 ｢発作時脳波検査｣
４部 ｢病室での脳波検査注意点｣

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第62回神経生理検査勉強会

平成28年９月 上川郡

３部：発作時の脳波検査の注意点と実際の発作と波形

を提示し講義した｡

４部：病棟での脳波検査について脳死判定も踏まえて

講義した｡

[教育講演]

神経生理学検査における基礎と臨床

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
石川県臨床衛生検査技師会

生涯教育セミナー (臨床生理部門)

平成28年９月 金沢

前半は､ 神経伝導検査の検査方法を動画を踏まえて

講演した｡ 後半は､ 疾患における波形を提示した｡

[教育講演]

技術講習会１ ｢成人の脳波｣

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第53回日本臨床神経生理学会 技術講習会

平成28年10月 郡山
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成人の脳波において､ 電極装着､ 記録方法､ 押さえ

ておきたい脳波波形について講演した｡

[教育講演]

術中モニタリング

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第55回中部圏医学検査学会

平成28年12月 金沢

術中モニタリングを実施するにあたり､ 術前準備､

直前準備､ 術中における注意事項や術中の波形異常に

対する対応について講演した｡

[教育講演]

低血糖による意識障害の脳波

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第55回中部圏医学検査学会

平成28年12月 金沢

意識障害において低血糖をテーマに脳波がどのよう

に変化していくかを講演した｡

[招請講演]

精度管理解説 神経生理

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29年２月 各務原

精度管理で出題した問題について解説し､ 補足説明

を行った｡

[教育講演]

臨床検査技師による
｢周術期神経モニタリング｣

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
岐阜周術期神経モニタリングセミナー

平成29年３月 岐阜

[セミナー]

遠心ポンプの特性
～構成材料と回路内圧力分布～

臨床工学技術科
小 山 富 生
第１回東海補助循環の会

平成28年９月 名古屋

大垣市民病院における医療安全対策に
ついて

医療安全管理部
栗 田 恭 子
Hospital Risk Management Seminar 2016 in 西濃

平成28年９月 大垣
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(国 際 学 会)

Comparison of the Efficacy and Safety of Insulin Degludec
between Type 1 and Type 2 Diabetes

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳 島 内 理 紗 西 堀 暢 浩 加 藤 誠 三浦絵美梨
河 島 聖 仁 押 谷 創 柴 田 大 河 大 橋 徳 巳 傍 島 裕 司
11th IDF-WPR Congress 2016 & 8th AASD Scientific Meeting

平成28年10月 台湾

【Background】Novel insulin degludec (IDeg), a long-acting basal insulin analog extending more than 24 hours, improves

glycemic control without an increasing risk of hypoglycemia in both type 1 (T1DM) and type 2 diabetes mellitus

(T2DM). The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of IDeg between T1DM and T2DM in daily

practice.

【Methods】Between March 2013 and March 2016, consecutive 283 DM patients who have received IDeg once a day

were enrolled in this study. Of them, patients who were being treated with IDeg for more than 52 weeks after switching

their basal insulin to IDeg were examined. Insulin dose and other medications were adjusted at their discretions in

routine clinical practice. In order to evaluate the efficacy of IDeg, transition of glycated hemoglobin (HbA1c) level,

BMI were evaluated in both groups. Daily total insulin dose, and basal insulin dose, and the frequency of hypoglycemic

attack were examined in T1DM group who have been received intensive insulin therapy and SMBG to evaluate the

safety of IDeg. These data was evaluated before and after 4, 8, 12, 24 and 52 weeks starting IDeg. Furthermore,

frequent hypoglycemia was defined as hypoglycemic attack more than once a week.

【Results】Data was available in a total of 148 patients (T1DM; 97 patients and T2DM; 51 patients). HbA1c level

(%) was significantly improved at 52 weeks in patients with T1DM (8.4 ± 1.5 vs. 7.8 ± 1.3, p = 0.048) and in

those with T2DM (7.8 ± 1.1 vs. 7.2 ± 0.8, p < 0.001). There is no difference in BMI between at baseline and at

52 week in the 2 groups. In the T1DM group, daily total insulin dose and basal dose (unit/kg/day) were significantly

decreased [0.63 ± 0.20 vs. 0.60 ± 0.22 (p = 0.0012) and 0.24 ± 0.10 vs. 0.22 ± 0.10 (p = 0.0057), respectively].

In the T1DM group, the frequency of hypoglycemic attack more than once a week was improved after switching their

basal insulin to IDeg.

【Conclusion】IDeg could improve glycemic control for patients with both T1DM and T2DM without an increasing

risk of hypoglycemia.
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Viral eradication reduces all-cause mortality in chronic hepatitis
C patients with advanced liver fibrosis: a propensity score analysis

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 小林奈津子
アメリカ肝臓学会

平成28年11月 ボストン

【Background & Aims】Eradication of hepatitis C virus (HCV) by interferon (IFN)-based therapy has been reported

to reduce all-cause mortality rates in patients with chronic HCV (CHC) infection. However, the impact of HCV

eradication on non-liver-related mortality including the causes of death has not been sufficiently investigated in CHC

patients with advanced liver fibrosis.

【Methods】We enrolled 784 CHC patients with advanced liver fibrosis (APRI>1). Causes of death, incidence of

hepatocellular carcinoma (HCC), and all-cause mortality including non-liver-related diseases, were analyzed.

【Results】Of these 784 patients, 170 achieved sustained virological response (SVR) (eradication of HCV) by IFN-based

therapy (IFN-SVR) or 614 did not receive IFN-based therapy (non-IFN patients) (Cohort 1); of these, 130 were selected

from IFN-SVR (n=65) and non-IFN (n=65) groups using propensity score matching (Cohort 2).The median follow-up

duration was 10.3 years. In Cohort 1 patients, mortality rates from non-liver-related diseases were 63.6% (7/11) in

IFN-SVR patients and 36.3% (95/262) in non-IFN patients, respectively. In Cohort 2 patients, mortality rates from non-

liver-related diseases were 66.7% (2/3) in IFN-SVR patients and 56.0% (14/25) in non-IFN patients, respectively. The

eradication of HCV reduced all-cause mortality (hazard ratio (HR), 0.105; 95% confidence interval (CI), 0.032-0.349)

including non-liver-related mortality (HR, 0.147; 95% CI, 0.034-0.635), and the incidence of HCC (HR, 0.195; 95%

CI, 0.083-0.454).

【Conclusions】Eradication of HCV reduced not only liver-related mortality but also non-liver-related mortality in CHC

patients with advanced liver fibrosis.

Impact of FIB-4 index on HCC incidence during nucleos(t)ide analogue
therapy in CHB patients: an analysis using time-dependent ROC

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 小林奈津子
アメリカ肝臓学会2016

平成28年11月 ボストン

【Background and aim】Nucleos(t)ide analogue (NA) therapy has been reported to reduce the risk of hepatocellular

carcinoma (HCC) development in patients with chronic hepatitis B (CHB). However, even during NA therapy,

development of HCC has been observed in patients with CHB. Therefore, we clarified the predictive power of clinical

factors for HCC incidence using receiver operating characteristic (ROC) analysis that takes time dependence into account.

【Methods】A total of 539 patients with CHB treated with NAs were enrolled. Univariate, multivariate, and time-

dependent ROC curves for clinical factors associated with the development of HCC were analyzed.

【Results】Eighty-one patients developed HCC during the follow-up period (median duration, 5.9 years). AFP and FIB-4

index at 24 weeks from the initiation of treatment and sex were significantly associated with HCC incidence according

to the log-rank test. Cox proportional hazards models including the covariates of sex, hepatitis B genotype, basal core

promoter (BCP) mutations, AFP at 24 weeks, and FIB-4 index at 24 weeks showed that FIB-4 index >2.65 (HR,
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5.03; 95% CI, 3.06-8.26; p<0.001) and male sex were independently associated with HCC incidence. In addition, time-

dependent ROC analysis showed that compared to AFP at 24 weeks, FIB-4 index at 24 weeks had higher predictive

power for HCC incidence throughout the follow-up period.

【Conclusions】Elevated FIB-4 index at 24 weeks in patients with CHB receiving NA therapy is a risk factor for

developing HCC. The FIB-4 index is an excellent predictor of HCC development.

Asthma-COPD Overlap Syndrome(ACOS):the compatibility between
doctor-diagnosis and document-guided diagnosis

呼吸器内科
日比美智子
ERS International Congress

平成28年９月 ロンドン

【Introduction】Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS) is characterized by persistent airflow limitation with several

features usually associated with asthma and COPD. The prevalence of ACOS had been estimated in a wide range from

15 to 55%. However, it was influenced by different definitions and criteria for ACOS. GINA and GOLD produced

consensus-based document about stepwise approach for diagnosis of ACOS in 2014

【Aims and objectives】Aim 1) To confirm the compatibility between doctor-diagnosis and document-guided diagnosis

of asthma and/or COPD. Aim 2) To clarify prevalence of ACOS in a respiratory center in Japan.

【Methods】Patients who had been previously diagnosed of asthma, COPD and ACOS were picked up from medical

records. We re-sorted each patients as asthma, possible asthma, COPD, possibly COPD and ACOS according to GINA-

GOLD consensus document. The agreement of doctor-diagnosis with document-guided diagnosis was statistically examined

with Kappa statistics.

【Results】Among 168 patients were studied, 111 were men and 127 were smokers. Their mean age was 71 (±10.6)

years. 67 patients were doctor-diagnosed asthma, 75 patients were doctor-diagnosed COPD and 26 patients were doctor-

diagnosed ACOS. Following the proposed stepwise approach, 51 patients were diagnosed of asthma and possible

asthma. 73 patients were diagnosed of COPD and possibly COPD. 44 patients (26.2%) were diagnosed of ACOS.

Kappa coefficient was 0.612. 81.6% of ACOS group had been receiving inhaled corticosteroids.

【Conclusions】Document-guided diagnosis was relatively highly consistent with doctor-diagnosis of ACOS. The

prevalence of ACOS was 26.2% in our clinical setting.

TRANSSEPTAL CATHETERIZATION GUIDED BY A THREE DIMENSIONAL
VISUALIZATION OF THE LEFT ATRIUM IN COR TRIATRIATUM SINISTER
WITH A CARTOSOUNDTM SYSTEM

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
猪 飼 佳 弘 寺 田 和 始 柴 田 直 紀 都 築 一 仁 坪 井 英 之
Heart Rhythm 2016, 37th Annual Scientific Sessions

平成28年５月 サンフランシスコ

【Introduction】Cor triatriatum sinister (CTS) is a rare cardiac anomaly wherein a fibromuscular membrane divides the
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left atrium (LA ) into a posterosuperiorly located accessory chamber which receives the pulmonary veins (PV) and an

anteroinferiorly located main chamber which contains the LA appendage and mitral annulus. Previous case reports

indicated that the membrane may limit catheter manipulation depending on the site of the transseptal catheterization

(TC) when performing LA mapping in CTS.

【Case】A 55-year-old male with persistent atrial fibrillation (AF) was referred for catheter ablation. Three-dimensional

computed tomography detected the diaphragm on the left side of the interatrial septum separating the LA into two

parts (Figure), diagnosing it as CTS. Prior to the TC, the endocardial contours of the LA, PVs, and intraatrial membrane

were obtained with the CARTOSoundTM (CS) system to generate a detailed 3D reconstruction of the LA (Figure). The

CS images indicated that the entire fossa ovalis faced the accessory chamber and the access to the main chamber

would be impossible due to the membranous structure if the TC was performed in the posterior region of the fossa

ovalis as generally recommended in order to easily access to the PV area (Figure a-c). The TC was then performed

slight anteriorly (Figure d), which allowed catheter access to both LA chambers without difficulty. The PV isolation

was successful and the patient has been free from any AF recurrence.

【Conclusion】To the best of our knowledge, this case is the first to demonstrate the 3D visualization of the CTS by

a CS system. A detailed understanding of the LA anatomy with CS may be useful to determine the optimal TC site

to map the entire LA in CTS.

Negative impact of subclinical hypothyroidism on the outcome
of radiofrequency 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 猪 飼 佳 弘
古 井 宏 一 柴 田 直 紀 都 築 一 仁 吉 岡 直 輝 曽 根 孝 仁 坪 井 英 之
Congress of the European Society of Cardiology 2016

平成28年８月 ローマ

【Background】Recent animal study has demonstrated that hypothyroidism can potentially lead to enhanced atrial

fibrillation (AF) arrhythmogenesis by increasing atrial interstitial collagen. Subclinical hypothyroidism is defined as a state

with relatively high level of thyroid stimulating hormone (TSH) with normal blood levels of T4 and T3.

【Purpose】The aim of the study was to elucidate whether subclinical hypothyroidism may affect outcomes of the

radiofrequency catheter ablation (RFCA) for AF.

【Method】We studied consecutive 513 patients who underwent first-time pulmonary vein isolation-based RFCA for AF.

After excluding patients with 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 the index TSH levels: patients in the 4th quartile

(n=126; TSH, 3.406±1.518μIU/mL; Free T4, 1.05±0.23 ng/dL, T3 3.15±0.42 ng/dL) and those in the 1st , 2nd ,

and 3rd quartiles (n=380; TSH, 1.183±0.5000μIU/mL; Free T4, 1.11±0.20 ng/dL, T3 3.40±0.35 ng/dL). We found

no difference between the two groups in the baseline characteristics including age, sex, left atrial diameter, CHADS2

score, CHA2DS2-VASc score, creatinine clearance, and types of AF. The primary end point was the freedom from

documented recurrence of atrial tachyarrhythmias with the blanking period of 90 days post ablation.

【Results】Atrial tachyarrhythmia-free survivals after the initial procedure and after the last procedure with an average

RFCA session of 1.3±0.5 are shown in the figures.

【Conclusion】Subclinical hypothyroidism may negatively impact on the outcome of RFCA for AF.
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Ogaki classification using water-soluble contrast agent for the
management of adhesive small bowel obstruction

外 科
H.Mori Y.Kaneoka A.Maeda Y.Takayama Y.Fukami S.Onoe
Digestive Disease Week 2016

平成 28 年５月 サンデイェゴ

Modified FOLFOX6 and Bevacizumab As Neoadjuvant Chemotherapy
For Patients With Potentially Curable Bilobar Liver Metastases From
Colorectal Cancer

外 科
A.Maeda Y. Kaneoka Y. Takayama Y. Fukami S. Onoe
24th UEG (United European Gastroenterology) Week

平成28年10月 Austria

【Introduction】Even though patients with colorectal cancer (CRC) and liver metastases have a poor prognosis, they

can benefit from perioperative chemotherapy and complete extirpation of the diseases. Oxaliplatin based chemotherapy

with bevacizumab has been widely reported to improve outcomes with metastatic CRC.

【Objective】The objective of the present study is to elucidate impact of neoadjuvant chemotherapy based on oxaliplatin

and bevacizumab on surgical complications and survival benefit after hepatectomy in patients with potentially curable

synchronous bilobar liver metastases.

【Patients and Methods】Twenty-three patients with potentially curable bilobar liver metastases from CRC were eligible

for this prospective single-center, nonrandomized trial during a period between September 2008 and December 2014

(NAC group). The study group consisted of 15 men and 8 women, with median age of 62.1 (range 52 to 79) years.

Eligible criteria included synchronous liver metastases and metastatic liver disease developed within one year after

resection of the primary lesions. Patients received biweekly oxaliplatin of 85mg/ m2,folic acid of 200mg/ m2,a bolus

5-fluorouracil of 400mg/ m2, and continuous 5-fluorouracil of 2400mg/ m2 for 46 hours (modified FOLFOX6) plus

bevacizumab of 5mg/ kg for 6 cycles. The sixth cycle of neoadjuvant chemotherapy (NAC) did not include bevacizumab,

resulting in 4 weeks window-time between the last administration of bevacizumab and hepatectomy. No additional

postoperative adjuvant chemotherapy was performed. Overall survival (OS) and progression free survival (PFS) rates were

compared with 13 patients who underwent hepateictomies for synchronous multiple bilober liver metastasis from CRC

without NAC during 2002 and 2008 (non NAC group).

【Results】Synchronous liver diseases were observed in 20 (87.0%). In the remaining 3 patients, liver metastases

developed within one year after primary surgery for CRC. Objective response to NAC was achieved in 6 patients

(26.1%), and 21 patients (91.3%) underwent liver resection. Two patients were excluded from hepatectomies because of

progressive diseases. The liver surgery included 5 hemihepatecitomies, 10 sectorectomies, and 6 partial resections of the

liver with median operative time of 207 minutes and median blood loss of 340 mL without blood transfusion. Median

size of the liver tumor was 3.7 cm in diameter and number of the tumors was 3.6. Any posthepatectomy morbidity

or morbidity was observed in NAC group. Three- and five-year PFS of the NAC group were significantly better than

those of non-NAC group (34.4% and 34.4% respectively (median survival time, 12.8 months) vs. 18.2% and 18.2%

(9.0 months), P=0.038). And three- and five year OS of NAC group were slightly better without significant difference
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(72.3% and 21.1% (48.9 months) vs. 41.5% and 16.8% (31.2 months), P=0.063). Among the hepatectomized patients

of NAC group, 13 patients (61.9%) developed recurrence, and initial recurrent deposits were observed in remaining liver

in 6 patients (46.2%), lymph nodes in 6, lung in 4 and peritoneum in 2 (redundant included).

【Conclusions】Our data suggest that NAC of 6 cycles with modified FOLFOX6 and bevacizumab can be safely

administered until 4 weeks before liver resection without increasing perioperative complications and may provide better

OS and PFS with good local control of the liver in patients with synchronous bilobar multiple liver metastases from

CRC.

Value of aggressive repeat hepatectomy for colorectal liver
metastases

外 科
深 見 保 之 金 岡 祐 次 前 田 敦 行 高 山 祐 一 尾 上 俊 介
American College of Surgeons Clinical Congress 2016

平成28年10月 WASHINGTON, DC

【Background】Repeat hepatectomy remains the only curative treatment for recurrent colorectal liver metastases (CLM)

after primary hepatectomy. However, the repeat resection rate is still low, and data regarding patient outcome following

repeat hepatectomy are deficient. The aim of this study was to investigate the feasibility and prognostic benefit of

aggressive repeat hepatectomy for recurrent CLM.

【Methods】Data were reviewed from 282 consecutive patients treated by primary curative hepatectomy for CLM

between January 1994 and March 2015. Short- and long-term outcomes were analyzed.

【Results】Of the 282 patients who underwent primary hepatectomy for CLM, 191 patients (68%) developed recurrence,

and repeat hepatectomy was conducted in 62 patients. Overall, 62 second, 11 third, 4 fourth, and 1 fifth hepatectomy

were performed. The postoperative morbidity and mortality rates in patients who underwent repeat hepatectomy were

low (11.5% and 1.3%, respectively) and were not significantly different from those of patients who only underwent

primary hepatectomy. For the recurrence population (n=191), the overall survival rates at 3 years and 5 years following

primary hepatectomy for CLM in the repeat hepatectomy group were 79.1% and 56.2%, respectively, compared to 38.9

% and 21.9%, respectively, in the remaining patient cohort who only underwent primary hepatectomy (median survival:

69.9 versus 29.9 months, respectively, p<0.001). Multivariate analysis indicated that R0 resection (risk ratio: 2.93, 95%

CI: 1.09 to 7.87, p=0.033) and postoperative complications (risk ratio: 2.03, 95% CI: 1.31 to 3.15, p=0.002) were

independently associated with overall survival after repeat hepatectomy.

【Conclusions】Repeat hepatectomy for CLM is feasible with acceptable perioperative morbidity and mortality and offers

long-term survival in selected patients. However, postoperative complication following aggressive repeat hepatectomy

for CLM have adverse oncological outcome.

Management of localized/locally advanced prostate cancer in Japan

泌尿器科
Seiichi Kato
1st Yeungnam Global Urological Study Group International Symposium in Daegu

平成28年９月 ソウル
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Improvement of signal-to-noise ratio of aorta in CT angiography
by high-resolution kernel with iterative reconstruction

診療検査科(画像)
高 田 賢 遠藤斗紀雄 坂 野 信 也

金沢大学大学院 医薬保健総合研究科
市 川 勝 弘
European Congress of Radiology 2017

平成29年３月 ウィーン

【Purpose】The aim of this study was to evaluate signal-to-noise ratio (SNR) of aorta in computed tomography

angiography (CTA) images reconstructed by high-resolution kernel with iterative reconstruction (IR) for higher SNR

images compare with conventional standard kernel images.

【Material and Methods】We measured task modulation transfer function (MTF) of a 40-mm diameter cylindrical

Delrin� that simulated aorta in CTA and noise power spectrum (NPS) for measurement SNR. A 320-detector CT

scanner was employed and the scanning conditions were 120 kV, 0.641 pitch, and 64×0.5 mm detector configuration.

Tube current was determined to have image noise approximately standard deviation: 12 Hounsfield Units in CT images

reconstructed 5.0 mm thickness by filtered back projection (FBP) with standard kernel and 50% of that dose (define as

standard dose level; SDL, half dose level; HDL). Images were reconstructed by standard/high-resolution kernel with

FBP/IR. We calculated SNRs defined as SNR2 = MTF2(u)/NPS2(u) to compare image quality potentials over the

frequency range interested.

We reconstructed 10 clinical CT images by standard/high-resolution kernel with FBP/IR. These four images were

displayed in 2-mega pixel monitor, and visual SNRs were evaluated by two physicians using normalized-rank method.

【Result】In physical evaluation, IR images with high-resolution kernel had most high SNR value in both SDL and

HDL (1.4, 1.6 times compare with standard kernel with FBP image in SDL, HDL, respectively). In visual evaluation,

IR images with high-resolution kernel had significantly higher SNR value than other images in both SDL and HDL

(least significant difference were 0.407, 0.332 in SDL, HDL, respectively).

【Conclusion】CT images reconstructed with high-resolution kernel by IR can improve SNR of aorta in CTA performed

in both SDL and HDL. IR can be used not only to reduce radiation dose (image noise) but also to improve SNR

compare with standard kernel images.
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Potential therapeutic system for Alzheimer’s disease by removal of
blood Aβ; Efficient Aβ removal system by enhancing adsorption on
hollow fibers with hemodiafiltration

臨床工学技術科
森 川 宏 志

大垣市民病院 糖尿病腎臓内科
大 橋 徳 巳 傍 島 裕 司

藤田保健衛生大学 医療科学部臨床工学科
川 口 和 紀 中 井 滋 比 企 能 之 井 平 勝 北 口 暢 哉
Alzheimer’s Association International Conference 2016

平成28年７月 トロント

【Background】Rapid removal of Aβ from the blood by extra-corporeal system (E-BARS) may act as a peripheral sink

from the brain. We have reported that several adsorption materials and hollow fibers of hemodialyzers can remove Aβs,

further that Aβ deposition in the brain was significantly decreased in hemodialysis patient. In this study, we investigated

Aβ removal activity of hemodiafiltration (filtration was added to hemodialysis to enhance Aβ adsorption).

【Methods】The concentrations of Aβ1-40, Aβ1-42 and β2-microglobulin (MW: 11800) were measured in hemodialysis

sessions (filtration-flow-rate: QF=10L/hr) of 5 patients, and in hemodiafiltration of 5 patients with QF=10L/hr and 9

patients of QF=20L/hr, totally 7 males and 12 females; age, 57.2±15.2 yo; duration of dialysis, 17.1±9.9 y, all were

non-diabetic. The dialysate with filtrate was also analyzed.

【Results】The Aβs concentrations of dialysate and filtrate were very low, which indicates that Aβs were removed

mainly by adsorption on hollow fibers. The Aβs removal efficiencies of the hemodialyzers significantly increased along

with the increase of QF. The QF dependencies of Aβs were observed mainly in adsorption rates on hollow fibers,

not in filtration rates. Contrary to Aβs removal efficiencies of hemodialyzers, the reduction rates of Aβs in the whole

body circulation only slightly correlated with QF, suggesting that the Aβs influx into the blood may increase along

with QF. This was supported by a simulation which suggests the pathways of concentration-dependent Aβs influx into

the blood. The estimated Aβs influx significantly correlates with QF. Regarding β2-microglobulin, the QF dependency

of β2-microglobulin whose molecular weight is larger than Aβs was not observed in adsorption rates on hollow fibers

but in the filtration rates.

【Conclusion】The Aβs removal efficiencies were improved by hemodiafiltration, which enhanced the adsorption of

Aβs on micro pores of hollow fibers. Further, hemodiafiltration increased Aβs influx into the blood, which might

be triggered by the change of blood Aβs concentrations. Larger QF might make E-BARS more efficient. The origin

of the Aβs influx, desirably from the brain, should be investigated.

【Acknowledgment】The authors thank Ms. Miwa Sakata for her technical assistance. This work was partly supported

by Aichi Kidney Foundation, KAKENHI (2350531, 26282126) and Smoking Research Foundation.
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糖尿病患者における24時間蓄尿でのナトリ
ウム/カリウム比は, 心血管疾患及び死亡
の複合アウトカムの発症に関連する

糖尿病腎臓内科
傍島裕司､ 永田高信､ 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
第59回日本糖尿病学会年次学術総会

平成28年５月 京都

【目的】24時間尿中Na, K排泄量, Na/K比と, CVD

発症との関連について検討.

【方法】単施設過去起点コホート. 2007/1-2011/12に

蓄尿が行われた患者を2015/6まで観察. アウトカムは

CVD発症, 腎代替療法開始, 死亡.

【結果】979人が対象. 平均年齢61歳, HbA1c 7.24,

eGFR 81, AER中央値11.6mg/day, Na, K排泄量とNa/K

比中央値4.36 g/day, 2.05 g/day, 2.13. 観察期間中央

値6.57年で, 打ち切り62, アウトカム発症73. Na, K

排泄量, Na/K比の各々での三分位間での比較では,

Na/K比でのみ有意 (P=0.039). 多変量解析ではNa/K

比第１三分位を基準とし, 第２第３三分位のHR, 95

%CIは1.72, 0.93-3.20, 1.90, 1.02-3.51.

【結論】尿中Na/K比が高い程CVDアウトカムのリス

クが高くなった.

GLP1受容体作動薬と持効型インスリン併用
療法(GLP1 receptor agonist+long acting
Insulin：GLP1+LAI)の有用性の検討

糖尿病腎臓内科
柴田大河､ 加藤 誠､ 三浦絵美梨
藤谷 淳､ 傍島裕司
第59回日本糖尿病学会年次学術総会

平成28年５月 京都

【対象】T2DM でGLP1 (リキシセナチド：Lix or

リラグルチド：Lira) +LAIを開始した54例. 前治療は

種々の内服+GLP1 or LAI or インスリン頻回注射

(Multiple Inj.：MI).

【方法】GLP1+LAI開始6月後のHbA1c, FPG, 体重の

変化を観察.

【結果】年齢：59歳, 罹病期間：18年, BMI：26.8,

体重：69.8kg, HbA1c：9.2%, FPG：180mg/dL, 尿中

Cペプチド：76±48μg/day. HbA1cは全例で0.57％改

善 (P＜0.01). 前治療別ではLAI：1.01改善 (P＜0.01).

GLP1別ではLira：0.73改善 (P＜0.01). FPGは全例で

22.0mg/dL低下 (p=0.02). GLP1別ではLira：36.6低下

(P=0.02). 体重は全例で0.68kg減量 (p=0.02). 前治療

別ではMI：1.98減量 (p=0.01). GLP1別ではLix：1.19

減量 (p=0.02).

【総括】GLP1+LAIは有効. 前治療LAIにGLP1を追加

した例で血糖改善に有効で, MIからの変更例で体重

減量に有効. 使用するGLP1は血糖改善目的にはLira

を, 体重減量目的にはLixを選択という両薬差別化の

可能性が示唆された.

当院におけるインスリンデグルデクの
使用状況

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 加藤 誠､ 板野祐也
三浦絵美梨､ 押谷 創､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第59回日本糖尿病学会年次学術総会

平成28年５月 京都

【目的】実臨床におけるデグルデク (D) の有用性を

検討.

【方法】当院でDを導入し, 52週間経過の追えた214

人に対して, 52週間後までHbA1c, BMI, インスリン

投与量を病型および治療内容別に比較検討.

【結果】全体でHbA1cは9.2±2.2%から52週間後で7.7

±1.1% (P＜0.01) と有意に改善. BMIは有意な変化

は認めず. 新規導入例を除き, グラルギンから変更し

たGLP-1併用の2型糖尿病群がHbA1cは最も改善し (9.4

±1.6から8.1±1.2%, P=0.02), BMIも改善 (8.3±3.2

から27.5±3.5 kg/m2, P=0.02). インスリン投与量は,

グラルギンから変更した1型糖尿病群において導入52

週後で追加0.39±0.15から0.38±0.15単位/kg (P＜0.05),

基礎0.23±0.10から0.22±0.10単位/kg (P＜0.05) と変
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更前と比較して有意に減少.

【総括】糖尿病患者に対して, Dは病型や治療内容を

問わず血糖コントロール改善が期待できる薬剤である.

新規薬剤によるC型肝炎治療が血糖
コントロールに及ぼす影響

糖尿病腎臓内科
三浦絵美梨､ 傍島 裕司､ 柴田 大河
藤谷 淳､ 加藤 誠
第59回日本糖尿病学会年次学術総会

平成28年５月 京都

【目的】糖尿病患者において, 新規薬剤によるC型肝

炎の治療が血糖コントロールと肝線維化に及ぼす影響

を評価する.

【方法】対象は当院で糖尿病治療を受けており, ダク

ラタスビル及びアスナプレビルの併用療法開始後6ヶ

月間経過を追うことができた23例. 評価項目はHbA1c,

FIB-4 indexの低下量.

【結果】男性13例, 年齢69.1歳, 1型糖尿病3例, イン

スリン使用者9例. 開始時のBMI23.9, HOMA-IR2.6,

HbA1c7.7%, FIB-4 index5.2だった. 1例のみウイルス

が消失しなかった. HbA1cは3ヶ月後, 6ヶ月後ともに

改善傾向だったが有意ではなかった. FIB-4 indexは

3ヶ月後, 6ヶ月後ともに有意な改善を示した (-1.17,

p=0.008, -1.21, p=0.0266). 開始時のFIB-4 indexと

3ヶ月後のHbA1c低下量に弱い相関 (R=0.47) を, 3ヶ

月後のFIB-4 index低下量とHbA1c低下量とに相関 (R=

0.6) を認めた.

【考察】肝線維化進行例及び改善例において, より

HbA1cが改善することが示唆された.

SGLT2阻害薬長期使用の有用性の検討

糖尿病腎臓内科
加藤 誠､ 三浦絵美梨､ 藤谷 淳
柴田大河､ 傍島裕司

薬 剤 部
中島啓二
第59回日本糖尿病学会年次学術総会

平成28年５月 京都

【目的】実臨床 1年間投与での効果と安全性を検討.

【対象】本薬を開始後1年間経過の追える2型糖尿病

97例.

【方法】HbA1c, 体重の変化を1年間観察し, 有害事

象の有無を検討した. さらに, 6ヶ月～1年のHbA1c変

化を再度悪化, 不変, 更に改善に群分けしてそれらの

患者特性を検討した.

【結果】年齢54.1歳, 罹病期間11.1年, BMI29.3, 体

重77.6kg, HbA1c8.9%, 尿中CPR126.2μg/day. HbA1c

は治療開始1ヶ月後から有意に改善し6ヶ月後に0.97%

(p＜0.01), 1年後まで維持された. 体重は1ヶ月後か

ら有意に減少し6ヶ月後に1.3kg (p＜0.01), 1年後まで

維持された. 再度悪化した群は年齢が若く, 投与前

HbA1cが高値であった. GLP-1受容体作動薬が併用さ

れている症例では1年間改善が続いた.

【総括】1年間有効で安全であった. 6ヶ月の使用で効

果はプラトーに達し, 1年後まで効果が維持されたが,

再度悪化する症例もみられた.

アリピプラゾールによる糖尿病性
ケトアシドーシスを発症した１例

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 島内理紗､ 西堀暢浩
河島聖仁､ 押谷 創､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第90回日本糖尿病学会中部地方会

平成28年10月 名古屋

34歳男性､ 統合失調症に対してアリピプラゾールで加

療中､ 1週間前から口渇多飲多尿あり意識障害で搬送｡

血糖1060mg/dL､ HbA1c 11.3%､ 尿ケトン(2+)､ 代謝

性アシドーシスを認めケトアシドーシスの診断で入院｡

アリピプラゾールは中止しインスリン持続静注で治療

を開始したが､ 39℃以上の高体温とCPK上昇､ 血管内

脱水から悪性症候群も疑われた｡ 第3病日まで1日100

単位以上のインスリンを使用したが､ 血糖値600mg/dL

以上と非常に強い抵抗性を示す一方で､ 血中CPRは

0.2-0.3ng/mLと内因性インスリン分泌低下も呈した｡

アリピプラゾール血中濃度の低下とともにCPRは上昇､

第32病日のグルカゴン負荷試験ではCPR前2.3-後3.3
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ng/mLまで改善｡ シタグリプチンとメトホルミンで食

前血糖は100mg/dL前後となり退院｡ アリピプラゾー

ルの血中濃度と耐糖能異常､ インスリン分泌能を経時

的に評価しえた症例であり報告する｡

糖尿病の経過中に高度乳酸アシドーシスを伴う
心不全を呈したミトコンドリア病の 1 例

糖尿病腎臓内科
島内理紗､ 西堀暢浩､ 河島聖仁
押谷 創､ 藤谷 淳､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第90回日本糖尿病学会中部地方会

平成28年10月 名古屋

46歳男性､ 16年前に糖尿病と診断､ 11年前にインスリ

ン導入｡ 14年前には両側感音性難聴を発症｡ X年4月

上旬にB型インフルエンザに罹患､ 食思不振と倦怠感

増悪があり4月21日に当院受診｡ 胸部X線写真で心拡

大､ 心臓超音波検査で駆出率の著明な低下(24%)とび

まん性の壁肥厚を認め､ うっ血肝も認め心不全の精査

加療目的で入院｡ 入院後心不全が増悪し血圧低下傾向

となり､ 腎機能低下と著明な乳酸アシドーシス(Lac

164 mg/dL)も認め持続血液濾過透析を導入｡ その後全

身状態は改善し第7病日には持続血液濾過透析から離

脱｡ 本症例は糖尿病の経過中に難聴､ 心不全､ 乳酸ア

シドーシスを発症し､ 母親を含めた糖尿病家族歴から

ミトコンドリア病を疑い遺伝子検査を施行､ A3243G

の点変異を認め確定診断を得た｡ 今後中枢神経や眼な

ど新たな疾患の併発に留意する必要がある｡ 文献的考

察を含めて報告する｡

瘡感染から壊死性筋膜炎を発症し､ 集中治
療を要した高度肥満合併若年2型糖尿病の1例

糖尿病腎臓内科
押田卓磨､ 島内理紗､ 西堀暢浩
河島聖仁､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第90回日本糖尿病学会中部地方会

平成28年10月 名古屋

30歳男性､ 23歳で2型糖尿病と診断され28歳時血糖コ

ントロール不良で入院｡ BMI 34.5kg/m2と高度肥満が

あり､ メトホルミン2250mg投与で退院したが6か月後

に自己中断｡ 2年後背部の 瘡感染から排膿､ 壊疽を

認め皮膚科に紹介､ その際HbA1c 14.7%を認め紹介｡

デブリードマンと抗菌薬で経過観察､ 全身状態悪化と

創部壊死が進行し壊死性筋膜炎となり､ 第7病日に切

開排膿､ 追加デブリードマン施行｡ 壊死組織は広範で

あり､ 術中の出血・排膿が多量のためショックとなり

集中治療室へ入室｡ 半消化態流動食と補液で栄養管

理し､ インスリン持続静注を開始し第40病日に一般病

棟へ退室｡ 創部の回復は良好､ 食事療法のみで血糖

100mg/dL前後となり第66病日に退院｡ 30歳で 瘡感

染から壊死性筋膜炎となり集中管理を要した症例であ

り､ 適切な初期治療と経過に糖尿病及び肥満管理が与

えた影響から教育的な症例と考え報告する｡

右膝関節および足関節のシャルコー関節に
より歩行不能となった２型糖尿病の１例

糖尿病腎臓内科
駒形真希江､ 島内理紗､ 西堀暢浩
河島聖仁､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第90回日本糖尿病学会中部地方会

平成28年10月 名古屋

62歳女性､ 右下腿の腫脹と歩行不能を主訴に当院皮膚

科に紹介となり蜂窩織炎の診断で抗菌薬治療開始｡

HbA1c 12.3%を指摘され当科へ紹介されたが､ 増殖網

膜症を有するためリナグリプチンのみで血糖コントロー

ルを開始｡ 2か月後下腿の腫脹はほぼ軽快したが依然

歩行は不能であり､ HbA1cは10.3%と高値が続き､ 食

欲低下も出現したためシックデイとして入院加療とし

た｡ 入院時に撮影したX線写真では右膝関節､ 足関節

の破壊を認めCharcot関節となっていた｡ 膝関節の機

能保持は不可能と考え､ 第17病日に右踵骨腐骨切除お

よびアキレス腱切離術を施行｡ 大腿骨はYAM 19%､

T-score -4.6SDと著明な骨密度低下を認め､ 神経伝導

速度は著明に低下していることからの無症候性の脆弱

性骨折と考えた｡ 膝関節のCharcot関節は足関節と比

較して稀ではあるが､ 合併症進行例の歩行障害に鑑別

が必要である疾患と考え報告する｡
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MPO-ANCA関連血管炎の経過中に
肥厚性硬膜炎を合併した１例

糖尿病腎臓内科
坂本 岳､ 河島聖仁､ 西堀暢浩
島内理紗､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第230回日本内科学会東海地方会

平成28年10月 名古屋

【症例】73 歳,男性

【主訴】頭痛,食思不振

【現病歴】2014年9月に間質性肺炎を発症し,顕微鏡的

多発血管炎(MPA)と診断されPSL加療された｡ 以後外

来でPSL減量し,MPO-ANCA低値で推移していた｡ 2015

年7月頃から頭痛,嘔気が出現し,MPO-ANCA上昇を認

めたが,PSL増量にて病状軽快した｡ 2016年初旬より頭

痛,食思不振,高CRP血症を認め,精査加療目的にて2016

年5月11日入院となった｡

【臨床経過】入院時検査のCTにて肺浸潤影を認め,肺

炎疑いとして抗生剤投与するも病状改善せず｡ 第7病

日,頭痛精査のため脳脊髄液検査にて蛋白細胞解離を

認め,脳造影MRIにて後方有意の硬膜肥厚を認め,肥厚

性硬膜炎と診断した｡ mPSLパルス及び後療法を行い,

速やかに病状は改善した｡

【考察】MPAに肥厚性硬膜炎を合併した1例を経験し

た｡ 入院前,MPO-ANCA値の上昇に伴いPSL増量し頭

痛症状は改善し,結果的に診断が遅れる結果となった｡

PSL増量後は病状安定して経過しており,今後再発に留

意しながら慎重に経過観察を行っていく予定である｡

肥厚性硬膜炎はMPAに合併する重要な疾患である｡

初発症状は頭痛が多く,その後様々な神経症状を呈す

るとされる｡ 診断にはMRIが重要であり肥厚した硬膜

を認めることで診断可能である｡ ステロイドによる治

療で速やかな改善を得られるので,MPA患者の頭痛含

め神経症状の出現時には,入念な診察,画像検査にて肥

厚性硬膜炎の鑑別が重要と考えられた｡

急性期栄養管理が総省治癒に有効であった
高度肥満２型糖尿病合併壊死性筋膜炎の１例

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 島内理紗､ 西堀暢浩
河島聖仁､ 押谷 創､ 柴田大河
大橋徳巳､ 傍島裕司
第20回日本病態栄養学会年次学術集会

平成29年１月 京都

30歳男性､ 23歳で２型糖尿病と診断され28歳時に血糖

コントロール不良で教育入院した｡ 身長172cm､ 体重

101kgと高度肥満を認め､ メトホルミン2250mg投与で

退院したが6か月後に通院中断した｡ 2年後背部ざ瘡､

アテローム感染から排膿､ 壊疽を認め当院皮膚科へ紹

介､ その際随時血糖511mg/dL､ HbA1c 14.7%と異常

高値であり､ 体重105kgと依然肥満体型であった｡ デ

ブリードマンと抗菌薬､ および高血糖に対してインス

リン治療を開始したが､ 入院時より経口摂取不良であ

り徐々に傾眠傾向となった｡ 全身状態悪化と創部壊死

が進行し壊死性筋膜炎となり､ 第7病日にALB 1.0g/dL

(入院時3.1g/dL)という消耗性の低栄養状態で緊急手術

となった｡ 壊死は胸壁､ 腹壁､ 会陰まで広がり､ 全身

麻酔下で切開排膿､ 広範囲デブリードマンが施行され

たが､ 多量の出血､ 敗血症からショックとなり術後集

中治療室へ入室した｡ 乳酸リンゲル､ ノルエピネフリ

ンおよびMEPM 0.5g/6hr､ CLDM 600mg/6hr､ DAP

650mg/day投与が開始され､ 術後3日目から少量の消化

態流動食を経管投与しインスリンも再開した｡ 術後

ALB 1.5g/dL未満が続き､ アルブミン製剤を25g-50g/day

で6日間使用したが､ ALBは1.6-2.2g/dLでの推移であっ

た｡ 術後12日目では､ 経管栄養と補液で2010kcal(30.9

kcal/kg､ 以下標準体重､ 蛋白質1.98g/kg)投与していた

が､ ALB 1.7g/dL､ プレアルブミン8.2mg/dLと低栄養

状態が持続した｡ 経管栄養を増量し､ 合計で2810kcal

(43.1kcal/kg､ 蛋白質2.50g/kg)とした｡ 感染の管理も良

好となった結果､ 術後21日目にはALB 2.7g/dLまで改

善し､ 創部の回復も順調であり部分植皮術が施行され

た｡ 術後31日目から粥食で経口摂取を開始､ 32日目に

集中治療室から退室し､ 食事療法のみで食前血糖値は

100mg/dL前後となり術後49日目に退院となった｡ 高

度肥満症例に対するoverfeedingを行ったとも考えられ

るが､ 急性期栄養管理が創傷治癒に寄与したと考え報

告する｡
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[セミナー]

超高齢社会の糖尿病治療の考え方

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第38回岐阜県医師会メディカルセミナー

平成29年１月 岐阜

日本の高齢化率 (65歳以上の人口割合) は､ 2007年に

超高齢社会の基準である20％を超え､ 現在26.7％と急

速に上昇しており､ 近い将来には30％を超えることが

確実視されている｡ 糖尿病患者の増加は生活習慣の変

化によるところも大きいが､ その病態の根底にあるイ

ンスリン分泌不全は加齢が大きく影響するため､ 今後

も糖尿病患者は増加しその高齢化も進むと予想される｡

現在糖尿病患者の平均年齢は65歳前後まで上昇してき

たと推測され､ 糖尿病患者の約半数が高齢者という時

代になり､ 様々な問題を抱えた高齢者に対しどのよう

にアプローチすべきかを考えることが糖尿病治療の重

要な課題になってきている｡

2013年に日本糖尿病学会が発表した熊本宣言には血糖

コントロール目標は個々の患者の状況において適切に

設定すべきであるというメッセージが含まれているが､

目標の個別化は特に高齢者糖尿病の治療においては重

要な課題となる｡ 高齢者はサルコペニア等に基づく身

体的フレイル (虚弱) のみならず､ 認知機能の低下な

どの精神的・心理的フレイル､ 独居・老々介護といっ

た社会的フレイルをかかえているケースが多く､ それ

らはすべて糖尿病治療を困難にする要因となりうる｡

さらに､ 糖尿病患者は転倒・骨折､ 認知症発症のリス

クが高いことがわかってきた｡ これらの原因には糖尿

病が直接的に寄与している部分だけでなく､ 薬物療法

による低血糖が影響している部分もあり治療をさらに

難しくしている｡ このような背景から ｢高齢者糖尿病

診療ガイドライン｣ の策定を目指し2015年4月 ｢高齢

者糖尿病の治療向上のための日本糖尿病学会と日本老

年医学会の合同委員会｣ が設置され､ 2016年5月に

｢高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について｣ の

声明が出された｡ 患者の特徴・健康状態を認知機能と

ADL (基本的および手段的) とで3つのカテゴリーに

分け､ 重症低血糖が危惧される薬剤 (インスリン､

SU薬､ グリニド) の有無により目標とするHbA1cが

示された｡ 重症低血糖が危惧される場合は､ 目標下限

値が設定されより安全な治療を行うことが推奨されて

いる｡ 実際にはこの目標値を参考にしながら患者の個

別性に十分配慮することになるが､ 対象患者が非常に

多いことを考えると3つのカテゴリーに分類するため

の具体的・簡易的な方法が必要となる｡ 薬物療法につ

いては､ 低血糖のリスクが少なく安全性の高さと効果

の点からはDPP-4阻害薬が中心的役割を果たすことに

なるが､ 高齢者ではインスリン分泌能が低下した症例

も多くインスリンやSU薬が必要なケースも多い｡ 特

にSU薬・グリニド薬については､ 薬剤間の違いを

十分考慮してより安全な治療に心がけることが肝要で

ある｡

当院におけるCKD診療について

糖尿病腎臓内科
大 橋 徳 巳
大垣CKDセミナー

平成29年３月 大垣

前方循環のESUSにおける非狭窄性
頚動脈プラーク

神経内科
蛭薙 智紀､ 細川 貴弘､ 堀 紀生
山下 史匡､ 三輪 茂
第147回日本神経学会東海北陸地方会

平成29年３月 名古屋

【目的】前方循環のESUSの塞栓源となる頚動脈プラー

クのサイズ・性状を明らかにする.

【方法】2015年8月から2016年7月に当院へ入院した脳

梗塞患者連続415名を後方視的に調査し, 来院時の

MRIで前方循環のみに梗塞巣を認めたESUS症例17例

における, 頚動脈超音波検査での病巣側と対側のプラー

クサイズを比較した.

【結果】平均プラークサイズは病巣側と対側に有意な

差を認めなかった. (2.13 mm vs 1.86 mm, p = 0.54).

高輝度プラークを除く低輝度・等輝度プラークの平均

プラークサイズは病巣側で有意に大きかった (1.15
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mm vs 0.23 mm, p = 0.025). 2.5 mm以上の低輝度・

等輝度プラークは病巣側で17例中5例に認めたが, 対

側では1例も認めなかった.

【結論】2.5 mm以上の低輝度・等輝度プラークが前

方循環のESUSの塞栓源となる可能性が示唆された.

当院での膵腫瘤診断におけるEUS-FNAの役割
と迅速細胞診の併用についての前向き検討

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
水野和幸､ 東堀 諒､ 犬飼庸介
竹田 暁
第91回日本消化器内視鏡学会総会

平成28年５月 東京

【目的】超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法 (EUS-FNA)

は2010年の保険収載以後､ 急速に普及し専門施設のみ

ならず市中病院においても膵腫瘍の診断において重要

な役割を果たしつつある｡ また以前より診断能向上の

ため種々の検討が行われており､ 迅速細胞診 (ROSE)

の有用性が報告されている｡ 今回我々は2006年より導

入した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の結果を報告する｡

【対象､ 方法】当院で2008年1月以降EUS-FNAを施行

した膵腫瘤99例を対象とした｡ 男：女66：33､ 年齢は

中央値68歳 (41－82歳)｡ EUS-FNAの診断能に寄与す

る因子に関して多重ロジスティック回帰分析を用いて

検討した｡ 2012年1月から2013年12月までは全例に

ROSEを併用し､ 膵管癌が画像上疑われる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

トと定義した｡ 細胞診時に行うROSEの結果で悪性細

胞が証明されたセットで検査を終了とした｡ 検体採取

時のストロークは各5回行い､ 最大で2セット (計4回

の穿刺) を施行し､ 細胞診と組織診の診断能を比較

した｡

【成績】最終診断は膵管癌87例､ 自己免疫性膵炎7例､

慢性膵炎5例であった｡ 穿刺回数は中央値3回 (1－6回)

で検体採取率は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の導入により特に膵管癌において診断

能の向上が得られた｡ また細胞診断士の同席は適切な

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｡

超高齢者Ｃ型慢性肝炎症例における経口抗
HCV治療の効果・忍容性と問題点：多施
設共同研究

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第52回日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【目的】経口抗HCV薬は高い抗ウイルス効果ととも

に高い忍容性が報告されており､ 高齢者に対する投与

が期待される｡ しかしながら､ 臨床試験においては参

加に年齢制限があり､ 超高齢者における抗ウイルス効

果・忍容性は不明である｡ われわれは80歳以上の超高

齢者における経口抗HCV治療の効果・忍容性を検証

するとともに､ 超高齢者の経口抗HCV治療における

問題点を検討した｡

【方法】2014年9月～2015年2月に当施設および共同研

究施設にてダクラタスビル・アスナプレビルによる経

口抗HCV療法を行った症例のうち､ 治療開始時に80

歳以上であった115例の治療効果と忍容性を､ 治療開

始時70歳台であった151例・70歳以下であった115例と

比較した｡ 各群における初期のHCV RNA量の評価を

比較するとともに､ ウイルス消失率､ SVR12率､ 肝障

害の頻度､ 中止率とその理由を比較した｡

【成績】80歳以上では70歳以下に比し血小板が低く

(12.8±5.0万vs.15.8±6.5万､ p＝0.0004)､ ALBが低値

(3.79±0.41 vs.4.12±0.53､ p＜0.0004)､ Creが高値で

あった (0.77±0.20 vs.0.70±0.19､ p＝0.0015)｡ 治療

前HCV RNA量は3群間で差はみられなかった｡ 投与
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開始24時間後のHCV RNAの低下をみると80歳以上で

3.0 (0.8-4.4) log10IU/mL､ 70歳台2.8 (0.4-4.2)､ 70歳

以下2.9 (1.3-3.6) で差はみられず､ ウイルス消失時

期でも差はみられなかった｡ 80歳以上でbreakthrough

(BT) 2例・再燃2例､ 70歳台でBT2例・再燃5例､ 70

歳以下でBT5例・再燃2例､ SVR12率は80歳以上で96.5

％ (110/115例)､ 70歳台で95.4％ (144/151例)､ 70歳

以下で93.9％ (108/115例) であり3群間に差はみられ

なかった｡ 治療中肝障害は80歳以上で21例 (18.3％)､

70歳台で22例 (14.6％)､ 70歳以下で18例 (15.7％)

に出現し､ 治療中止例は80歳以上で3例 (2.6％)､ 70

歳台で2例 (1.3％)､ 70歳以下で1例 (0.9％) であった

が全例SVR12を達成した｡ 70歳台・70歳以下の中止例

はいずれも著明な肝障害が原因であったのに対し､ 80

歳以上の中止例の理由は心不全の悪化・肺炎・外傷で

あった｡

【考案】経口抗HCV治療は80歳以上の超高齢者にお

いても若年者と同等の抗ウイルス効果および忍容性を

有すると考えられた｡ 治療は安全に施行可能であるが､

高齢者は他疾患を合併する率が高く､ この悪化等によ

り治療中止を余儀なくされる可能性があり注意が必要

であると考えられた｡

C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､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田 俊史
第52回日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【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､ 腹水の所見が入り客観性に欠ける問題点があっ

た｡ 今回アルブミン値とビリルビン値のみで分類でき

るシンプルな肝機能スコアである"ALBI grade"を用い

てC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C型肝炎関連HCC1148例を対象とした｡ ALBI grade

は以下の式で算出し(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

と比較した｡

【成績】ALBI grade1､ 2､ 3はそれぞれ326例､ 701例､

121例で､ Child-Pugh分類A､ B､ Cはそれぞれ799例､

267例､ 82例であった｡ Child-Pugh分類Aの中にはALBI

grade1が326例､ 2が473例含まれた｡ またChild-Pughス

コア5点にはALBI grad1が306例､ 2は182例含まれ､

6点にはALBI grade1が20例､ 2が291例含まれた｡ 予

後についてみるとALBI grade1､ 2､ 3の生存中央値は

それぞれ6.6年､ 3.4年､ 0.7年でありALBI grade1が明

らかに長期間生存した｡ 一方､ Child-Pugh分類A､ B､

Cの生存中央値はそれぞれ5.4年､ 2.0年､ 0.6年であり

Child-Pugh分類Aが明らかに長期間生存したが､ ALBI

grade1はChild-Pugh分類Aに比べて有意に長期生存し

た (p=0.0027)｡ またchild-Pugh分類AをALBI grade1､

2に分けたところ生存中央値は6.6年､ 4.3年とChild-

Pugh分類AのなかでもALBI grade1が有意に長期生存

した(p<0.0001)｡

【結語】ALBI gradeは肝機能良好症例でより詳細な

肝機能の評価に有用と考えられる｡

ALBI grade１肝細胞癌患者における
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比
(BTR)測定の有用性

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 多田俊史
豊田秀徳
第52回日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【目的】近年､ 極めてシンプルな肝機能評価法として

"ALBI grade" (Johnson P, et al. JCO 2015) が開発された｡

アルブミン値とビリルビンの値のみで評価でき､ Child-

Pugh 分類とは異なり肝機能良好群における予後推定

に有用とされている｡ 一方､ 総分岐鎖アミノ酸/チロ

シンモル比(BTR)も肝機能評価として重要も役割を果た

すことが報告されている｡ 今回われわれはALBI grade1

肝細胞癌 (HCC) 症例でのBTRの影響を検討した｡
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【方法】われわれの施設で2000年1月から2014年12月

までの間に経験した､ ALBI grade1で､ ミラノ基準を

満たし､ BTRが測定された初発HCC335例を対象とし

た｡ ALBI gradeは以下の式で算出し(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｡

【成績】対象の年齢の中央値は68歳､ 男性が257例

(76.7％)､ 背景肝はB型肝炎が58例 (17.3％)､ C型肝

炎が201例 (60.1％)､ B・C型肝炎重複感染が2例 (0.6

％)､ 非B型C型肝炎が74例 (22.1％)､ Child-Pugh5点､

6点､ 7点がそれぞれ320例 (95.5％)､ 12例 (3.6％)､

3例 (0.9％) であった｡ BTRは4.4以上が264例 (78.8

％) と4.4未満が71例 (21.2％) であった｡ 予後につい

てみるとBTR4.4以上の群の4年､ 7年､ 10年生存率は

それぞれ87.7％､ 72.3％､ 64.2％､ それに対しBTR4.4

未満の群は82.7％､ 55.5％､ 25.7％とBTR4.4以上の群

が有意に長期生存した (p=0.0016､ Log rank test)

【考察】今回の検討ではBTR低値例はALBI grade1の

肝予備能が良好なHCC症例であっても予後不良の因

子であることが判明した｡ そのような症例については

アルブミン値が正常であってもBCAA製剤投与等の積

極的な栄養療法を考慮する必要があると考えられる｡

【結語】BTR低値は肝予備能が良好なHCC症例であっ

ても予後不良の因子である｡

B型肝炎患者の肝発癌に関与する
HBVマーカーの検討：時間依存性
ROC解析での検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【目的】HBV DNA 量は高齢や男性とともにB型肝炎

(HBV)患者の肝発癌に関与する因子のひとつである.

またHBコア関連抗原(HBcrAg) は肝細胞内HBV完全

閉鎖二本鎖DNAやHBV DNAとの正の相関が報告され

ており, さらにHBV DNAの検出感度以下例でもHBcrAg

が検出される例も報告されている. 今回, HBV例に

おいて肝発癌に関与するHBVマーカーの検討を行った.

【方法】対象は1991年から2014年までに経験したHBV

キャリア3122例中, 核酸アナログ非投与かつ1年以上

経過観察し, 肝発癌例では観察開始1年以降に発癌し

た1031例である. 性別(男性/女性)は558/473例, 年齢

49歳で, HBe抗原陽性188例, ゲノタイプ(C/非C) 621/

151例, HBs抗原 3.3(log10 IU/ml), HBVDNA 3.7(log10

IU/ml), HBcrAg 2.9(log10 IU/ml), コアプロモーター

(CP)(野生/変異) 177/349例であった(連続変数はいずれ

も中央値). これらの患者の肝発癌に関与するHBVマー

カーの検討をlogrankおよびCox比例ハザードモデルで

解析した. さらにlogrank検定で有意な連続変数に関

しては時間依存性ROC解析による検討も行った.

【結果】(1)経過観察中に肝発癌が認められたのは78

例で, 累積発癌率(3/5/10年)は0.7/2.0/8.3%であった.

(2)HBe抗原(陽性/陰性), ゲノタイプ(C/非C), HBs抗原

(3以上/未満), HBV DNA(4以上/未満), HBcrAg(3以上

/未満), CP(野生/変異)をlogrank検定で肝発癌率を検討

したところ, HBs抗原以外の項目で有意差が認められ

た. (3)上記のHBs抗原以外の5項目を投入因子として

Cox比例ハザード回帰(変数減少法)で検討した結果,

HBcrAg 3以上(HR 5.05, 95%CI 2.40―10.63, p<0.001)

およびCP変異(HR 28.85, 95%CI 4.00―208.20, p<0.001)

が肝発癌に関する有意な変数として選択された.

(4)肝発癌に関する経時的な予測能としての時間依存

性ROC解析ではHBV DNA, HBcrAgの順に3年/5年/7

年/10年のAUCは0.66/0.63/0.65/0.65, 0.83/0.68/0.70/

0.70とつねにHBcrAgの方が高値であった.

【結論】HBcrAgはHBV例における肝発癌を予測する

ウイルスマーカーとして有用である.

Diagnostic accuracy of contrast-enhanced
ultrasonography with perfluorobutane in
macroscopic classification and histological
differentiation of nodular hepatocellular
carcinoma

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第12回AFSUMB

平成28年５月 京都

【Aims】It is important to identify the macroscopic type
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and degree of differentiation in hepatocellular carcinoma

(HCC) using imaging because there is a strong correlation

between these pathological findings and the prognosis

after diagnosis.

【Materials and Methods】A total of 99 surgically

resected nodular type HCCs with a maximum diameter

of 3 cm or less for macroscopic evaluation and 147

HCCs with a maximum diameter of 5 cm or less for

histological evaluation were investigated. HCCs were

evaluated preoperatively on the basis of contrast-enhanced

ultrasonography (CEUS) with perfluorobutane. HCCs

were pathologically classified as simple nodular (SN) or

non-SN, which included simple nodular with extranodular

growth (SN-EG) and confluent multinodular (CMN).

CEUS findings were evaluated with arterial, portal, and

post-vascular phase imaging. The arterial phase was

classified as follows: finely homogeneous, and dendritic,

and chaotic in the vascular image; homogeneous and

heterogeneous in the perfusion image; and regular and

irregular in the shape of perfusion image. The portal

phase was classified as follows: presence and absence

in the washout image. The post-vascular phase was

classified as follows: defect, heterogeneous, and iso in

the echo intensity level; and regular, irregular, and unclear

in the shape image.

【Results】According to receiver operating characteristic

(ROC) curve analysis, the area under the ROC curve

(AUC) for the diagnosis of non-SN HCC were 0.82

using the perfusion image in the arterial phase and 0.88

using the shape image in the post-vascular phase. The

AUC for the diagnosis of non-SN HCC was 0.91, of

high diagnostic value, with images combined with

perfusion image in the arterial phase and the shape

image in the post vascular phase. The AUC for the

diagnosis of moderately and poorly differentiated HCC

was 0.91 using the vascular image in the arterial phase

and 0.81 using the washout image in the portal phase.

Using the combined images with the vascular image in

the arterial phase and the washout image in the portal

phase, the AUC for the diagnosis of moderately and

poorly differentiated HCC was 0.96, of high diagnostic

value.

【Conclusions】CEUS can provide high quality imaging

assessment of macroscopic findings and histological dif

ferentiation in nodular HCC.

ソラフェニブ投与例の予後予測因子の検討：
時間依存性ROC解析を用いた検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第14回肝癌分子標的治療研究会

平成28年６月 大阪

【目的】肝細胞癌(HCC)に対するソラフェニブ投与例

の予後決定因子としてこれまで門脈侵襲, 肝予備能,

ChE, や AFPなどが報告されている. 今回, 多変量解

析だけでなく時間依存性ROC解析を用いて予後予測

因子の検討を行った.

【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83

例である. 性別(男性/女性)は65/18例で, 年齢中央値

は71.0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71/12例 (5/6/7/8点は48/23/10/2

例)であった. HCCのステージ(Ⅲ/ⅣA/ⅣB)は21/30/32

例で, Vp3以上(あり/なし)は, 28/55例, AFP(ng/ml)は

128.8 (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 (0.75－67.0)であった. こ

れらの症例のソラフェニブ開始後の予後について検討

を行った.

【成績】(1)全体の累積生存率(3/6/12/24/36ヶ月)は80.4/

64.3/42.7/20.9/10.4%であった. (2)年齢, 性別, Vp3,

遠隔転移, Child-Pugh分類, AFPを投入因子としてCox

比例ハザードモデル(変数減少法)で検討した結果, AFP

400以上 (HR：2.41, 95％CI：1.46－3.98, p<0.001),

Child-Pugh分類B (HR：2.68, 95％CI：1.40－5.12, p=

0.003), およびVp3 (HR：1.75, 95％CI：1.05－2.95,

p=0.034)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. (3)時間依存性ROC解析(Rパッケージ,

survivalROC)では投与開始の6/12/24/36ヶ月後のAUROC

はAFPが0.738/0.787/0.789/0.777で, Child-Pugh(点数)が

0.720/0.722/0.659/0.681であり, つねにAFPの方が高値

であった.

【結論】ソラフェニブ投与後の予後予測因子として多
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変量解析ではVp3, AFP高値, Child-Pugh分類Bが予後

不良因子として選択された. さらにAFPとChild-Pugh

の時間依存性ROC解析を用いた比較ではAFPの方がつ

ねにAUROCが高く, ソラフェニブ投与後の予後は特

に腫瘍因子が大きく関連していることが予測された.

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

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史
日本肝癌研究会

平成28年７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.

超音波とMRIによる脂肪肝の評価

消化器内科
多田俊史 熊田 卓 豊田秀徳

診療検査科 (画像)
乙部克彦
第６回びまん性肝疾患画像研究会

平成28年７月 東京

【目的】われわれは以前, B-mode による超音波のス

コアリングシステムはNAFLDにおいて肝生検で得ら

れた肝組織像の脂肪化面積とよく相関することを報告

した (乙部, 他. 日本病院学会雑誌, 2001年). 今回,

慢性肝疾患例 (NAFLD以外も含む) で脂肪肝のスコ

アリングが施行され, さらにMRIにより肝内脂肪含有

量が測定された症例に対して, 脂肪肝スコアリングと

臨床所見の比較・検討を行った.

【対象】当院で慢性肝疾患の精査において同一超音波

機種 (Aplio XG) にてB-modeによる脂肪肝スコアリ

ングが施行され, かつMRIによるIDEAL-IQ法により

肝内脂肪含有量が測定された109例である. 患者背景

は, 男性62例, 女性47 例で, 年齢は72 (37－88)歳,

背景肝はHBV 14例, HCV 76例, 非B非C 19例 (ア

ルコール性9例を含む) であった. なお肝切除が施行

されMRIによる肝内脂肪含有量が測定された30例も検

討した.

【方法】超音波の脂肪肝スコアは (1) Bright liver (0

～2点), (2) 肝腎コントラスト (0, 1点), (3) 深部

減衰 (0～2点), (4) 脈管の不明瞭化 (0, 1点) の合

計0～6点にスコア化した. 算出された脂肪肝スコアと

BMI, HOMA-IR, 総コレステロール, 中性脂肪, 血

糖値, HbA1cおよびMRIの肝内脂肪含有量の比較を行っ

た. さらに肝切除により得られた組織の脂肪化面積と
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肝内脂肪含有量も検討した.

【結果】 (1) 脂肪肝スコアは1/2/3/4/5/6の順にそれぞ

れ78 (71.6%)/9 (8.3%)/12 (11.0%)/4 (3.7%)/5 (4.6%)/

1(0.9%)/0 (0%)であった. (2) 脂肪肝スコア0・1/2・

3/4・5の順に, BMI値は21.9 (15.6－32.5)/ 23.0 (15.8－

27.2)/ 25.1 (21.2－30.8) (kg/m2) (P=0.037, Jonckheere-

Terpstra検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認めら

れた. さらにHOM-IRも2.11 (0.59－20.06)/ 3.19(1.11－

12.28)/ 7.22(6.93－7.50) (P=0.002, Jonckheere-Terpstra

検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認められた.

(3) 血液データでは肪肝スコア0・1/2・3/4・5の順に,

総コレステロールは168 (99－270)/ 160 (93－221)/ 152

(101－173) (mg/dl) (P=0.132), 中性脂肪は85 (33－318)/

89 (50－247)/ 98 (32－144) (mg/dl) (P=0.581), 血糖

は103 (71－444)/ 109 (54－164)/ 111 (96－195) (mg/dl)

(P=0.492), HbA1cは5.6 (4.5－14.8)/ 5.8 (4.8－7.9)/ 5.6

(5.3－8.9) (%) (P=0.761)とそれぞれ有意差は認められ

なかった. (4) MRIによる肝内脂肪含有量は肪肝スコ

ア0・1/2・3/4・5の順に2.20 (0.40－6.20)/ 4.25(2.10－

10.40)/10.90(7.10－33.50) (%) (P＜0.001, Jonckheere-

Terpstra検定)とスコア上昇に伴い有意な上昇が認めら

れた. (5) 組織脂肪化面積とMRI肝内脂肪含有量の相

関は相関係数が0.769 (95%信頼区間：0.565－0.884)(P

＜0.001)であった.

【考察】B-modeによる脂肪肝スコアはNAFLD以外の

患者を含めた症例集団においてもスコアが上昇すれば,

BMIおよびインスリン抵抗性の指標であるHOMA-IR

の有意な上昇が認められた. さらに肝切除標本の脂肪

化面積と比較的良好な相関が得られたIDEAL-IQ法に

よる肝内脂肪含有量もスコアの上昇に伴い有意な上昇

が認められた.

【結論】B-modeによる脂肪肝のスコアリングは脂肪

肝の評価において簡便かつ非侵襲的な検査法として有

用である.

C型肝炎ウイルス除去前後の
EOB-MRIの変化

消化器内科
熊 田 卓
第31回犬山シンポジウム

平成28年８月 犬山

C 型肝炎はDAAsの出現でほぼ全例でウイルスの除去

が可能となったが､ その後の肝発癌に関するサーベイ

ランスの方法が問題となっている｡ 今回われわれは

DAAs投与前にHCCの既往の無い413例全例にEOB-MRI

を行い､ 非濃染結節の出現頻度およびその後の経過に

ついて検討した｡ まず､ EOB-MRI で11例2.7％が新た

にHCCと診断された｡ 残りの402例中33例8.2％は肝細

胞造影相で非濃染結節を認めた｡ うち､ 経過を追えた

26例中個数もしくはサイズの増加したのは3例11.58%､

不変22例84.6%､ 消失1例0.4%で､ 1例に多血化を認め

た｡ 非濃染結節を認めなかった188例では非濃染結節

は1例も出現しなかった｡ 非濃染結節の存在に関与す

る因子は肝硬変の有無､ 肝硬度であった｡ DAAs前に

EOB-MRIで非濃染結節の有無を確認することはウイ

ルス除去後のサーベイランスの方針決定に有用である｡

患者背景の変化からみたIFN-free治療時代の
SVR後肝発癌の増加：SVR後発癌リスク
スコアを用いたシミュレーション

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第20回日本肝臓学会大会

平成28年11月 神戸

【目的】IFN-free治療によりC型肝炎のSVR例は増加

し､ 発癌危険群である高齢者・肝線維化進展例もSVR

となるためSVR後発癌例の増加が予想される｡ われわ

れはSVR後肝細胞癌発生のリスクを評価するスコア

SCORE-HCC (Chang et al. J Antimicrob Chemother

2012) を用いて症例の背景因子からSVR後発癌リスク

を評価し､ IFN-base治療と比較することによって患者

背景の変化からみたSVR後発癌率の増加を推測した｡

【方法】HCCの既往のないIFN-base治療のSVR481例

とIFN-free治療のSVR331例を対象とした｡ 治療時の年

齢・血小板・AFP・肝線維化を用いてSCORE-HCCを

算出し､ 低・中・高危険度群に分けて既報のSVR発癌

率から各群の発癌数を計算して両群でのSVR後発癌率

を比較した｡ 肝線維化F3/4については治療時のFIB-4

indexが3.25以上の症例とした｡

【成績】治療時の年齢・AFP値・F3/4症例の割合は

IFN-free群で高く､ 血小板値は低かった (いずれもp＜
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0.0001)｡ これら因子から算出すると､ 発癌低・中・

高危険度群はそれぞれIFN-base群で423例 (87.9％) ・

54例 (11.2％) ・4例 (0.8％)､ IFN-free群で171例

(51.7％) ・132例 (39.9％) ・28例 (8.4％) であった｡

既報の発癌率を適用すると､ 低・中・高危険度群から

の発癌数はIFN-base群で5.80・4.94・1.23､ IFN-free群

で2.34・12.06・8.62であり､ これに基づく発癌率は

IFN-base群で2.49％､ IFN-free群で6.95％となり､

IFN-free群ではIFN-base群の2.79倍の発癌率を示した｡

当院におけるIFN-base群のSVR後5・10年発癌率は1.2

％・4.3％で､ これを当てはめるとIFN-free群ではSVR

後5・10年発癌率は3.3％・12.0％と推測された｡

【結論】背景因子からみたSVR後発癌のシミュレーショ

ンでは､ IFN-free治療のSVR後発癌率はIFN-base治療

の場合の3倍近くになると考えられた｡ 背景因子の変

化からSVR後発癌率を推定することは､ 今後IFN-free

治療とIFN-base治療のウイルス排除による肝細胞癌発

生抑制効果の比較においても有用であると考えられた｡

EOB-MRIで小型肝細胞癌が疑われた
結節の造影超音波像の検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本消化器関連学会週間

平成28年11月 神戸

【目的】EOB-MRI で検出された小型結節性病変を造

影USで評価する際にnavigation機能を用いてMRI像と

fusionし病変を同定し検査を行っている｡ EOB-MRIで

認めた小型結節性病変について､ 病変の検出能と造影

USによる超音波所見について検討した｡

【対象】対象は2014年7月から2015年11月の間に肝細

胞癌 (HCC) の検出目的でEOB-MRIが施行された873

例中､ ダイナミック造影で早期濃染､ 肝細胞相で低信

号を呈しHCCが疑われた371例で､ 3個以上の多発症

例と治療部再発を除き､ 同時期に造影USが施行され

た病変径15mm以下の55症例67病変である｡ 67病変の

最終診断はEOB-MRIと造影US､ Angio-CT､ 経過観察

にて総合的に行い､ HCCと診断された60病変とAP

shunt 6病変､ 正常の既存血管1例である｡

【方法】超音波装置はGE社製LOGIQ E9のnavigation

機能を用いてMRI像とfusionし対象病変の検出と造影

USを行った｡ 検討項目は1.B-modeおよび造影USの検

出率､ 2.造影USの血管相と後血管相の所見を評価し

た｡ 動脈優位相では内部の血管構築を､ 内部に樹枝状､

辺縁から流入する血管影､ 全体に細かな血管が見られ

るものに分類し､ 染影像の強さと染影像の形状､ 門脈

優位相ではwashoutの有無､ 後血管相は周囲肝と病変

部のエコーレベルが一部でも低エコーなものをlow､

同等なものをisoとして評価した｡

【結果】B-modeの検出率は76.1％ (51/67)､ 造影US

は95.5% (64/67) であった｡ B-modeで検出できなかっ

た16病変中3病変は死角に存在した｡ B-modeで認識困

難であった13病変はMRI像とfusionした造影USで評価

可能であった｡ 造影USの動脈優位相は死角の3病変を

除いた95.5% (64/67)､ 門脈優位相と後血管相は減衰

と造影不良の3結節を除く91% (61/67) で評価可能

であった｡ HCCと診断された所見は､ 全体に細かな

血管影 49.1%､ 内部に辺縁から流入する血管影 45.6

%､ 染影は全例強く､ 形状は全例整であった｡ また､

washoutを63%に認め､ 後血管相 ではlowが92.6%であっ

た｡ 一方､ AP shuntと診断された所見は､ 内部に樹

枝状の血管影100%､ 染影は全例強く､ 形状は全例不

整 であった｡ また､ washoutは全例認めず､ 後血管相

ではlowが50%であった｡

【考察】小型HCCではnavigation機能を用いて造影US

を施行することで存在診断と質的診断が向上した｡ 造

影USは細かな血管構築や染影形状の把握に優れてお

り､ 小型HCCとAP shuntなどの多血性偽病変との鑑

別にも有用と考えられた｡

原発性肝癌(診断)5

消化器内科
熊 田 卓
第20回日本肝臓学会大会

平成28年11月 神戸
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HCV genotype ２型腎機能低下症例に
対するソフォスブビル・リバビリン併用
療法の有効性と問題点

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20回日本肝臓学会大会

平成28年11月 神戸

【目的】ソフォスブビル (SOF) とリバビリン (RBV)

による治療を施行した HCV genotype 2型感染症例の

治療経過を､ 腎機能の観点から検討した｡

【方法】2015年6月～9月にSOF・RBV治療を開始した

HCV genotype 2型症例109例 (年齢：70.6±12.5歳､

男性・女性：54・55例；Genotype 2A・2B：86・23例)

を対象とした｡ 治療開始時のeGFR60以下を腎機能低

下群として治療中のHbの低下､ RBVの減量､ 治療効

果について腎機能正常群と比較した｡ 治療開始時の投

与量は用法通りとし､ 症状・Hbの低下に応じて薬剤

の減量を行った｡

【成績】腎機能正常群は81例､ 低下群は28例であった｡

治療中のHbの低下は腎機能正常群で1.98±1.01g/dL・

低下群で2.91±1.38g/dLと腎機能低下群で大きかった

(p＝0.0009)｡ 治療中止例やSOFの減量例は認めなかっ

たが､ 治療中にRBVを減量した症例は腎機能正常群

で9例 (11.1％) であったのに対し､ 低下群では15例

(53.6％) であった (p＜0.0001)｡ 特にeGFR50以下の

11例では9例 (81.8％) でRBVを減量した｡ 一方ITPA

遺伝子SNPがCAの症例においては､ Hbの低下は腎機

能正常群で1.14±0.56g/dL・低下群で1.32±0.59g/dLで

有意差はなく (p＝0.4530)､ 両群ともRBVの減量例は

なかった｡ 治療終了後12週までの観察では腎機能正常

群で2例にbreakthroughを認め､ 腎機能低下群で2例に

relapseを認めた｡ SVR12は腎機能正常群で97.5％・低

下群で92.9％であった (p＝0.2885)｡

【結論】eGFR60以下の腎機能低下例ではSOF・RBV

治療中のHbの低下､ RBVの減量率は有意に高く､ こ

のSVR達成に対する影響については今後症例の集積が

必要であるが､ 現状では治療の選択肢が限られるHCV

genotype 2型症例に対するSVR100％を目指した治療

の問題点と考えられた｡ 一方ITPA-SNPがheteroである

症例では腎機能低下例でもHbの低下は軽微でRBVの

減量もなく､ 従来通りの治療が可能かもしれない｡

肝細胞癌予後予測における各種血液
検査値の有用性とその時期：時間依存性
ROC解析に基づく検討

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20回日本肝臓学会大会

平成28年11月 神戸

【目的】HCC の予後規定因子として腫瘍進展度・肝

予備能・背景肝の線維化があり､ それぞれ各種の採血

データに反映されている｡ これらの値は HCCの診断・

治療後の予後を分別するが､ 診断後のどの時期に有用

であるかは十分検討されていない｡ われわれは時間依

存性ROC解析を用いて各マーカーの予後予測におけ

る有用性とその時期を比較した｡

【方法】HCC診断時の血液検査値についてその後の

死亡・再発の予測能を時間依存性ROC解析を用いて

検討した｡ 腫瘍進展度のマーカーとしてAFPとPIVKA-

II､ 肝線維化のマーカーとしてFIB-4 index､ 残存肝機

能のマーカーとして最近提唱されたALBI score (Johnson

et al. J Clin Oncol2015) を使用した｡

【成績】HCC診断後死亡を予測するAUROCを比較す

ると､ AFP・PIVKA-IIは診断後1年目にはいずれも0.75

以上あったが3年以降は低下した｡ FIB-4 indexは診断

後2年までは0.6以下であったがその後徐々に増加した｡

ALBI scoreは診断後を通じてAUROC0.75～0.8と各マー

カーの中で最も高い値を示した｡ HCC治療後再発を

予測するAUROCを比較すると､ AFP・PIVKA-IIの

AUROCは治療後2年以降は0.65以下であった｡ FIB-4

indexは治療後8年以降に高値となり0.75～0.8のAUROC

を示した｡ ALBI scoreのAUROCは治療後を通じて0.7

～0.8であった｡

【結論】HCCの診断・治療後のどの時期に予測能を

発揮するかは各マーカーにより異なっており､ 今後は

その解析が重要と思われる｡ 今回の検討で腫瘍の進行

度を反映するAFP・PIVKA-IIは診断後3年を過ぎると

その予測能は低下した｡ 一方肝線維化の指標である

FIB-4 index は治療後後期に高い再発予測能を示した｡

残存肝機能の指標として用いたALBI scoreは生存・再

発ともに早期から腫瘍マーカー・線維化マーカーを上

回る予測能を呈し､ 肝予備能がHCC症例の予後に強

く関与していることが示唆された｡
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ウイルス駆除が得られたC型肝炎患者の
直接作用型抗ウイルス薬治療前後における
Shear Wave Elastographyの変化

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 橋ノ口信一
第６回びまん性肝疾患画像研究会

平成29年２月 東京

【目的】今回, DAA 治療前後における血液データお

よびSWEの測定結果から, 肝線維化の推移につき検

討を行った.

【方法】対象は2014年9月～2016年8月において当院で

C型慢性肝疾患 (ジェノタイプ1b, NS5A：Wild)に対

して, ダクラタスビル・アスナプレビル(DCV・ASV)

療法が施行された288例中, (1) 24週間の内服終了, (2)

内服終了後24週以上の経過観察, (3) SVR24を達成,

(4) 内服開始時, 終了時, および終了24週時にSWEの

測定が施行, を満たした210例である. 性別 (男/女)：

96/114例, 年齢は71.5 (66.0－77.0)歳で, SWE測定は

Aixplorer (SuperSonic Imagine社製)を使用した. パラ

メータの推移はFriedman検定 (Bonferroniの多重比較)

を用いて検討した. 連続変数は中央値 (四分位範囲)

で示した.

【結果】内服開始時/終了時/SVR24時の順に, (1) AST

(IU/L)は44 (28－58)/ 25 (20－32)/ 23 (19－27), ALT

(IU/L)は32 (21－52)/17 (12－26)/ 14 (11－18)と経時

的に有意な低下が認められた. (2)Alb (g/dl)は4.2 (3.9－

4.5)/ 4.3 (4.0－4.5)/ 4.4 (4.2－4.6)と経時的に有意な上

昇が認められた. 総ビリルビン (mg/dl)は0.6 (0.5－

0.9)/ 0.7 (0.6－1.0)/ 0.7 (0.5－0.9)と開始時と比較して

終了時およびSVR24時には有意な上昇が認められ,

SVR24時は終了時と比較して有意な低下が認められた.

(3)血小板 (×104?/L)は15.3 (11.6－19.2)/ 15.6 (11.2－

19.4)/ 16.0 (12.0－20.0)と開始時と終了時では有意な

変化は認められなかったが, SVR24時では開始時およ

び終了時と比較して有意な上昇が認められた. (4)AFP

(log, ng/mL)は0.63 (0.38－0.97)/ 0.42 (0.23－0.68)/ 0.40

(0.23－0.60)と開始時と比較して終了時は有意な低下

が認められたが, 終了時とSVR24時には有意差は認め

られなかった. (5) FIB-4 indexは3.36 (2.30－4.84)/

2.81 (2.05－4.30)/ 2.70 (2.08－3.88)と経時的に有意な

低下が認められた. (6) SWE (kPa)も10.2 (7.7－14.7)/

8.8 (7.1－12.1)/ 7.6 (6.3－10.3)と経時的に有意な低

下が認められた. (7)ALT30以下の症例において, FIB-4

index 2以下の症例ではSWE (kPa)は 7.0 (6.4－9.2)/

6.7 (6.0－7.3)/ 6.1 (5.5－7.5)と開始時と比較して終了

時は有意な低下が認められたが, 終了時とSVR24 時

では有意な変化は認められなかった. 逆に FIB-4

index 2超の症例ではSWE (kPa)は 9.6 (7.7－15.2)/ 9.2

(7.3－12.1)/ 7.7 (6.3－10.1)と経時的に有意な低下が認

められた.

【結論】SWEの開始時高値は炎症 (AST/ALT上昇)が

関連していると考えられたが, 終了時には多くの症例

でAST/ALTは正常化しており, さらにはSVR24時に

おいて血小板の有意な上昇も認められたことから,

SVRにより少しずつ肝線維化が改善しているものと考

えられた. さらにALT低値例のみの検討では, 特に肝

線維化進行例において, 経時的にSWEの有意な低下

が認められた.

Child-Pugh分類Aの肝細胞癌切除例に
おけるBTR測定の有用性：競合リスク法を
用いた検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会

平成29年２月 岡山

【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 分類A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A, (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210例である. 年齢：68.5歳(21.0－

83.0), 性別(男/女)：171/39例, 成因(B/C/B+C/NBNC)：

42/129/2/37例, 飲酒(あり/なし)：56/154例, 静脈瘤(あ

り/なし)：21/182例, BTR：5.3 (1.8－11.9), ICG R15

(%)：12.6 (2.7－68.1), 血小板：14.4 (4.9－44.9)万/μl

であった. HCCのStage(I/II/III/IVA)：79/101/25/5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に関す

る検討を行った.

【結果】(1)生存期間中央値は9.72年であった. (2)経

過観察中に97例の死亡が認められた. 死因の内訳は肝

関連死が88.7% (86/97)で, HCC 73例, 肝不全12例,

静脈瘤破裂1例であった. 非肝関連死は11.3% (11/97)

で, 脳血管障害2例, 肺癌1例, 悪性黒色腫1例, 心疾

患1例, その他6例であった. (3)累積肝疾患死亡率(5/

10年)は25.3/45.5%で, 累積非肝疾患死亡率(5/10年)は

2.8/5.3%であった(競合リスク法). (4)多変量解析(投入

因子：年齢, 性別, BTR, Child-Pugh点数, AFP,

ICG, およびHCC Stage)ではBTR 4.4超がハザード比

0.451 (95%信頼区間：0.256－0.797, p=0.006)および

HCC stage II以上ハザード比2.330 (95%信頼区間：

1.384－3.935, p=0.002)で, それぞれ肝関連死に関す

る独立した因子として選択された(Fine-Grayの比例ハ

ザード回帰, 変数減少法).

【考察および結論】Child-Pugh分類AのHCC切除例の

死因は約90％が肝関連死であった. また競合リスクモ

デルを用いた予後の検討ではBTRが肝関連死に関与す

る因子として選択された. 逆にChild-Pugh点数は多変

量解析では有意な因子として検出されず, BTRの方が

肝予備能の指標として有用であることが示唆された.

[シンポジウム]

C型慢性肝炎におけるウイルス駆除は
全死因の死亡率を低下させる

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本消化器病学会総会

平成28年４月 東京

【目的】HCV持続感染は肝疾患だけでなく非肝疾患

(例えば腎疾患やリンパ腫など)にも影響することが知

られている. これまでIFN治療によるウイルス駆除に

より肝発癌抑制や生存率の延長が報告されているが,

特に生存率の延長は肝関連死亡率の低下によるところ

が大きい. 今回､ われわれはウイルス駆除が肝疾患関

連死亡率だけでなく非肝疾患関連死亡率にあたえる影

響についても検討を行った.

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型慢性肝炎8954例中, ①3年以上経過観察, ②

HCCを含む発癌例では経過観察開始から1年以降に発

癌, ③IFN施行例ではSVR例, を満たす2268例(年齢中

央値：61.0歳, 男性1180例, 女性：1088例, 観察期間

中央値11.4年)(IFN-SVR例：587例, 非IFN例：1681例)

で, これらの背景をPropensity scoreでマッチングを行

い選択された618例(IFN-SVR群：309例, 非IFN群：

309例)である. これらの肝発癌率, 全生存率, 肝疾患

関連死亡率, 非肝疾患関連死亡率について検討した.

なお, 肝関連・非肝関連死亡率に関しては競合イベン

トを考慮した解析を行った.

【結果】それぞれの累積発症率はすべてIFN-SVR群,

非IFN群の順に5/10/15/20年で示す. 1)累積肝発癌率は

1.3/4.8/5.4/8.1%と3.0/10.0/19.3/30.7%であった(p＜0.001,

log-rank検定). 2)観察期間中の死亡例はIFN-SVR群が1

8例[肝関連5例(27.8％), 非肝関連13例(72.2％)], 非

IFN群が62例[肝関連33例(53.2％), 非肝関連29例(46.8

％)]であった. 3)累積生存率は99.0/96.7/95.6/90.2%と

98.7/91.3/79.1/66.0%であった(p＜0.001). 4)累積肝関連

死亡率は0.3/1.2/1.2/2.8%と1.0/3.7/10.3/18.1%であった

(p＜0.001, Gray検定). また非IFNに対するIFN-SVRの

ハザード比は0.149(95%CI:0.058-0.380, p＜0.001)(Fine-

Gray比例ハザード回帰)であった. 5)累積非肝関連死

亡率は0.7/2.1/3.3/7.0%と0.3/5.0/10.6/15.8%であった(p=

0.011). また非IFNに対するIFN-SVRのハザード比は
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0.439(95%CI:0.231-0.834, p=0.012)であった.

【結語】HCV持続感染例では死亡例の半数以上が肝

関連死であったのに対し, HCV駆除例では約7割が非

肝関連死であった. さらにHCV駆除は肝関連死亡率

を低下させるだけでなく, 非肝関連死亡率も有意に低

下させることが判明し, 今後, DAAsによるHCV駆除

例が増えてくるとともに非肝疾患関連死の減少も期待

される.

C型肝炎抗ウイルス治療前Gd-EOB-DTPA
造影MRI肝細胞相における非濃染結節の
頻度とウイルス排除後の変化

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田､ 卓､ 多田俊史
第52回日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【目的】Gd-EOB-DTPA 造影MRI (EOB-MRI) の肝細

胞相における非濃染結節の一部は多血化して典型的肝

細胞癌へと移行することが知られている｡ われわれは

C型慢性肝炎症例におけるEOB-MRIによる非濃染結節

の頻度およびその危険因子と､ その後の変化に与える

ウイルス排除の影響を検討した｡

【方法】2014年9月～2015年11月において当施設にお

いて経口抗HCV療法を開始した424例 (ダクラタスビ

ル＋アスナプレビル283例・ソフォスブビル＋リバビ

リン100例・ソフォスブビル＋レディパスビル41例)

において､ 原則として全例において治療開始前にEOB-

MRIを施行し､ 肝細胞相における非濃染結節の頻度と

危険因子を検討した｡ また治療前EOB-MRIで認めら

れた非濃染結節の経口抗HCV療法によるウイルス排

除後の変化を経時的に観察した｡

【成績】424例中､ 体内の金属物留置 (ペースメーカー・

人工弁など)､ 造影剤アレルギー､ 閉所恐怖症等で検

査不能であった44例を除いた380例で経口抗HCV療法

前にEOB-MRIを撮像した｡ 肝細胞相で非濃染結節が

みられたのは67例 (17.6％) であった｡ 非濃染結節を

認めた症例の頻度は肝細胞癌の既往のある症例で76例

中33例 (43.4％)､ 既往のない症例で304例中34例 (11.2

％) と前者で有意に高く､ 肝細胞癌の既往のない304

例に限ると､ 肝硬変で85例中22例 (25.9％)､ 非肝硬

変で219例中12例 (5.5％) と前者で有意に高かった

(いずれもp＜0.0001)｡ 肝細胞癌の既往のない症例に

おいて非濃染結節の存在に寄与する因子は単変量解析

では血小板・アルブミン・Share Wave USによる肝硬

度､ 多変量解析では血小板 (p＝0.0051) と肝硬度 (p＝

0.0187) であり､ 年齢やAFPは非濃染結節の存在と関

係しなかった｡ 2015年11月の時点で治療終了例284例､

SVR12達成例161例であった｡ SVR後非濃染結節31例

の多くは不変であり多血化した結節はみられなかった

が､ 数もしくはサイズが増加した症例が6例 (19.4％)､

消失例が1例 (3.2％) に認められた｡

【考案】ウイルス排除前に存在した非濃染結節のウイ

ルス排除後の変化を経時的に観察することにより､

SVR後肝発癌に対して重要な知見をもたらすことが期

待される｡ 今回の検討では肝硬変に近い症例ほど肝内

に非濃染結節が存在することが明らかとなった｡ SVR

後短期間の観察では非濃染結節の多くに変化は見られ

なかったが､ 今後症例数・観察期間の蓄積によりHCV

排除後の非濃染結節の多血化の頻度を評価できると考

えられた｡

C型慢性肝疾患例におけるShear Wave Elastography
(２機種)とMR Elastographyの比較・検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本超音波医学会

平成28年５月 京都

【目的】SuperSonic Imagine社製 Aixplorer の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. 2015). 今

回, C型肝炎患者において2機種によるSWE (Aixplorer

およびGE社製LOGIQ E9)およびMR Elastography

(MRE)(GE社製Discovery MR750w 3.0T)を同時に測定

する機会が得られたのでそれらの比較・検討を行った.

【対象】対象は2015年4月より9月までの間に当院で同

時期に肝のSWE (2機種)とMREの測定が施行され, そ

の弾性値が得られたC型慢性肝疾患患者119例である.

年齢は72 (23-88)歳, 性別(男性/女性)は51/68例で,

Child-Pugh分類(5/6/7点)は96/19/4例であった. いずれ

－ 526 －



の装置も肝右葉において肝硬度を測定した. 検討項目

はSWEとMREの弾性値の比較, および肝線維化スコ

ア(FIB-4 index, APRI)との比較を行った. なお, 肝

生検を得られた症例が少なく, かつ当院およびこれま

での報告から本検討ではAixplorerの肝弾性値をGold

standardとした.

【結果】(1)弾性値の平均(±SD)はSWE(Aix)が10.2±

5.3kPa, SWE(GE)が9.4±3.6kPa, MERが3.8±1.6kPa

で, SWE(Aix)とSWE(GE)(P=0.012)およびSWE(Aix)と

MRE(P＜0.01)のそれぞれにおいて有意差が認められ

た. (2)SWE(Aix)とSWE(GE)の相関は相関係数が0.904

(95％信頼区間：0.864-0.932, P＜0.01)で強い相関が認

められた. またSWE(Aix)とMREの相関は相関係数が

0.881 (95％信頼区間：0.833-0.916, P＜0.01)でこちら

も強い相関が認められた. (3)FIB-4 indexとの相関は

SWE(Aix)の相関係数が0.486 (95%信頼区間 ：0.336-

0.613, P＜0.01), SWE(GE) の相関係数が0.485 (95%

信頼区間 ：0.334-0.612, P＜0.01), MREの 相関係数

が0.526 (95%信頼区間 ：0.383-0.645, P＜0.01)であっ

た. (4) APRIとの相関はSWE(Aix)の相関係数が0.495

(95%信頼区間 ：0.346-0.62, P＜0.01), SWE(GE) の相

関係数が0.502 (95%信頼区間 ：0.354-0.626, P＜0.01),

MREの 相関係数が0.568 (95%信頼区間 ：0.432-0.679,

P＜0.01)であった.

【結論】SWE(2機種)およびMREの相関は極めて良好

であった. 各機種間での弾性値には有意差が認められ

たが, 測定方法等の違いによるものと考えられた.

各肝線維化スコアとの比較ではSWEおよびMRE弱い

相関が認められた. 今後はそれぞれの機器の長所・短

所(例えば簡便性や費用, 肥満・腹水患者への対応等)

を考慮し, 機種を使い分けていく必要があると考えら

れた.

慢性C型肝炎に対するインターフェロン
治療の発癌や予後への影響の検討

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史
日本消化器内視鏡学会東海地方会

平成28年６月 津

【目的】C 型肝炎に対する抗ウイルス療法はほとんど

ウイルス学的著効 (SVR) の得られるDAAの出現で

大きく変貌した｡ 今回われわれはインターフェロン

(IFN) での抗ウイルス療法で発癌､ 予後に与えてき

た影響について検討した｡

【方法】対象は3年以上観察でき､ 観察開始から1年は

肝細胞癌 (HCC) が出現しなかったC型肝炎2743例で

ある｡ 587例 (SVR群) はIFNによりSVRが得られ､

475例 (non-SVR群) はIFNでSVRが得られず265例

(relapse群) が再燃､ 210例 (NR群) が無効で､ 1681

例 (non-IFN群) はIFNを使用しなかった｡ これらに

ついて長期予後や累積発癌率について検討した｡

【成績】SVR群､ non-SVR群､ non-IFN群の観察開始

からの10年､ 15年の累積発癌率はそれぞれ､ 4.4％､

14.7％､ 21.3％と5.7％､ 26.2％､ 30.6％でそれぞれ有

意差を認めた (p＜0.01)｡ 10年､ 15年生存率は97.7％､

93.3％､ 79.2％と95.6％､ 82.2％､ 63.3％と有意差を認

めた (p＜0.01)｡ 10年､ 15年肝関連死は1.2％､ 4.3％､

10.7％と1.8％､ 11.7％､ 20.2％と有意差を認めた (p＜

0.01)｡ 10年､ 15年非肝関連死は1.1％､ 2.4％､ 11.3％

と2.6％､ 6.9％､ 20.7％と有意差を認めた (p＜0.01)｡

SVR群､ relapse群､ NR群のIFN最終投与日から5年､

10年､ 15年の累積発癌率はそれぞれ､ 1.7％､ 6.8％､

10.5％と5.0％､ 14.9％､ 23.5％と6.1％､ 27.3％､ 38.2

％であり､ それぞれ有意差を認めた (SVR群とrelapse

群､ SVR群とNR群はp＜0.01､ relapse群とNR群はp＝

0.02)｡

【結論】IFNでSVRを得られた群ではHCCの発癌抑制､

肝関連死・非肝関連死率が低下していた｡ またSVR後

発癌が15年で6.1％に認められた｡ DAAでの治療は

IFN治療に対してより高齢､ 線維化症例が多く､ また

IFN治療ではIFN抗腫瘍効果の影響も考えられ､ DAA

にも同様の経過をたどるかデータの蓄積が待たれる｡

Serological Diagnosis of Hepatocellular
Carcinoma: Application of the GALAD
Model

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史

University of Liverpool
Philip J. Johnson
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【Background and aims】'GALAD'is a statistical model

that permits estimation of the likelihood of the presence

of hepatocellular carcinoma (HCC) in individual patients

with chronic liver disease (CLD) using objective measures,

particularly the serological tumour markers (AFP, AFP-

L3 and DCP). We have validated this model in an

international setting and made a detailed assessment of

its clinical performance.

【Methods】This was a cohort study comprising 6834

patients (2430 HCCs and 4404 CLD) recruited from four

international centers. We assessed the impact of tumour

size and aetiology on model performance, and the ability

of the model to correctly discriminate HCC from other

hepatobiliary cancers.

【Results】In all cohorts, the area under the ROC

curves (AUROC) for GALAD was ＞0.90, similar to

the UK series on which the model was originally built.

It also discriminated between HCC and other hepatobiliary

cancers (AUROC 0.95). The AUROC of the model was

slightly lower in the smaller unifocal tumours, but

remained in the range of 0.85 to 0.95 down to HCCs

of ＜2cm. Aetiology and treatment of chronic viral

hepatitis had no effect on the model performance.

【Conclusions】The performance of the GALAD model

for serological diagnosis of HCC has been extensively

validated in an international setting and its potential for

use in surveillance is apparent. We are currently

investigating the utility of the model in even smaller

HCCs and, directly in the surveillance setting.

Sophisticated use of tumor markers
for the diagnosis of hepatocellular
carcinoma

消化器内科
豊 田 秀 徳
12th JSH Single Topic Conference "Hepatocellular

Carcinoma: New Movement in the World"

平成28年９月金沢

Tumor markers for hepatocellular carcinoma (HCC)

currently used in clinical practice of Japan, i.e., alpha-

fetoprotein (AFP), Lens culinaris agglutinin-reactive

fraction of AFP (AFP-L3), and des-gamma-carboxy

prothrombin (DCP), are shown to be useful in the

diagnosis of HCC, but several HCC cases, especially

early-stage ones, lack their elevation. We established a

sophisticated statistical model (GALAD model) that

permits estimation of the likelihood of the presence of

HCC in individual patients with chronic liver disease,

using age and gender in addition to AFP, AFP-L3, and

DCP. We have validated this model in an international

setting and made a detailed assessment of its clinical

performance. GALAD model showed a high diagnostic

performance with the area under the ROC curves

(AUROC) more than 0.90 in all international cohorts,

including one from Japan, from Hong-Kong, and from

Europe (U.K. and Germany). In Japanese cohorts, the

AUROC of GALAD model remained above 0.90 regardless

of etiology, stage of HCC, and hepatitis viral status. It

showed s high diagnostic performance even focusing

on stage I HCC, or HCC in patients with chronic

hepatitis C who achieved sustained virologic response.

Also, GALAD model discriminated between HCC and

other hepatobiliary cancers, including intrahepatic or

extrahepatic cholangiocarcinoma, or pancreatic cancer

(AUROC around 0.95). The performance of the GALAD

model for serological diagnosis of HCC has been

extensively validated in an international setting. The

model may have potential also for the use in surveillance

of HCC.

超音波による脂肪化診断

消化器内科
熊 田 卓
第23回肝血流動態イメージ研究会

平成29年２月 大阪

我が国では､ 1980年以降､ 脂肪肝が急激に増加し､ 全

国の人間ドックで1984年には10%以下だった脂肪肝が

1995年には25%を越えるほど増加し､ 最近の大規模調
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査では27.9％と報告されている｡ 脂質異常症の頻度よ

り高くなり､ 異常所見としては人間ドックでは最も頻

度の高い項目となっている｡ 検診では超音波検査

(US)が脂肪肝の拾い上げの中心的存在となる｡ 脂肪

肝に対しては各種のUS所見が報告されているが､ 一

定の基準はなく､ 各施設・各自がそれぞれの基準から

診断しているのが実情である｡ 現在､ non-alcoholic

fatty liver disease (NAFLD) では5％以上の肝細胞に

脂肪滴を認めるもの脂肪変性と定義している｡ USは

30％以上の肝臓内脂肪化を有する場合には感度および

特異度共に良好な成績が報告されているが､ 肝臓内脂

肪化が30％以下の場合は感度および特異性は低下する

とされる｡ このため､ USで脂肪肝を診断する目標は､

肝臓内脂肪化30％以上とすることが多い｡ しかし一方

では､ NAFLDの予後を規定する因子として線維化が

注目されてきており､ 線維化の進んだ症例ほど肝脂肪

化の程度が低下してきており､ 脂肪化のみでなく線維

化の程度を評価することの重要性が増してきている｡

肝脂肪化のUS所見では､ 一般に､ 高輝度肝 (bright

liver)､ 肝腎コントラスト (hepatorenal echo contrast､

腎に病変のある時は肝脾コントラスト[hepatosplenic

echo contrast])､ 後方減衰 (posterior beam attenuation)､

肝内門脈枝・肝静脈枝の不明瞭化 (vascular blurring)

の4つの所見が用いられている｡ そして､ 高輝度肝と

肝腎コントラストは表裏一体の所見と考えられている｡

超音波の所見は客観性に乏しく､ 各種の定量化の試み

が行われている｡ 一方､ 広帯域のプローブが実用化さ

れ､ penetrationは改善したため､ 後方減衰および肝内

門脈枝・肝静脈枝の不明瞭化の評価にも注意が必要と

なる｡ 本シンポジウムでは超音波診断の限界と問題点

について触れたい｡

[パネルディスカッション]

Propensity scoreを用いた高齢者に
対する胆管結石の短期および長期予後

消化器内科
金森 明､ 熊田 卓､ 桐山勢生
第91回日本消化器内視鏡学会総会

平成28年５月 東京

【目的】社会の高齢化に伴い､ 高齢者においても胆管

結石に対し内視鏡的治療を行う機会が増えてきた｡ 今

回我々は80歳以上の高齢者の胆管結石に対する内視鏡

的治療の施設での治療の妥当性を検討した｡

【対象､ 方法】胆管結石に対し内視鏡治療を施行し

6カ月以上経過観察が可能であった1210例(EST:879例､

EPBD:249例)を対象とし､ 80歳以上のO群; 250例と80

歳未満のY群; 960例に分け検討した｡ また胆嚢の状態

に応じて截石後胆摘例(A)512例､ 胆摘後(B) 146例､

無石胆嚢例(C)222例､ 胆嚢結石放置例(D)330例の4群

に分類した｡ 検討項目は､ 各治療群における患者背景

の比較､ 短期および長期治療成績とし､ 長期成績では

propensity scoreを用いて検討した｡

【成績】1)平均年齢はO群84.1歳､ Y群65.2歳｡ 各群の

治療法のESTの占める割合はO群96.1%でありY群は

78.0%であった｡ 結石が単発で径10mm未満の比率は

O群26.4%；Y群46.9%であった｡ 2)長期治療成績；平

均観察期間は2093日で膵胆道系障害の発生が177例

(14.6％) みられた｡ 膵胆道障害の累積発生率はO群

2年21.3％ : 3年27.3％､ Y群2年8.1％：3年10.8％であ

りY群が有意に低かった (log rank test; p<0.0001)｡ 膵

胆道障害の発生に関する因子を年齢､ 性､ 治療法､ 結

石径､ 胆管径､ 胆嚢の状態､ 傍乳頭憩室の有無に関し

て単変量での解析を行うと年齢､ 性､ 治療法､ 結石径､

胆嚢の状態で有意差を認めた｡ 多変量解析では胆嚢の

状態のみが独立した因子でA群を1とした場合のハザー

ド比はD群が2.813：95%CI (1.618-4.889)であった(p=

0.0002)｡ また治療時に胆嚢を有していた1064例を対

象としてpropensity scoreを用い､ 年齢､ 性､ 結石径､

憩室の有無､ 胆嚢の状態をマッチさせたところ､ 各

192例が選択され膵・胆道障害の累積発生率は両群間

で有意差はみられなかった (log rank test; p=0.7310)｡

【結論】外科治療に際しては全身状態を考慮し行う必

要があるが､ 年齢は再発の有意な因子ではなかった｡

内視鏡的治療後の胆嚢の治療方針により長期予後に有

意差がみられた｡

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
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【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.

B-modeによる脂肪肝のスコアリング

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
日本超音波医学会

平成28年５月 京都

【目的】われわれは以前, B-modeによる超音波のス

コアリングシステムはNAFLDにおいて肝生検で得ら

れた肝組織像の脂肪化面積とよく相関することを報告

した (乙部, 他. 日本病院学会雑誌, 2001年). 今回,

慢性肝疾患例 (NAFLD以外も含む) で脂肪肝のスコ

アリングが施行され, さらにMRIにより肝内脂肪含有

量が測定された症例に対して, 脂肪肝スコアリングと

臨床所見の比較・検討を行った.

【対象】当院で慢性肝疾患の精査において同一超音波

機種 (Aplio XG) にてB-modeによる脂肪肝スコアリ

ングが施行され, かつMRIによるIDEAL-IQ法により

肝内脂肪含有量が測定された109例である. 患者背景

は, 男性62例, 女性47例で, 年齢は72 (37－88)歳,

背景肝はHBV 14例, HCV 76例, 非B非C 19例 (ア

ルコール性9例を含む) であった. なお肝切除が施行

されMRIによる肝内脂肪含有量が測定された30例も検

討した.

【方法】超音波の脂肪肝スコアは (1) Bright liver (0

～2点), (2) 肝腎コントラスト (0, 1点), (3) 深部

減衰 (0～2点), (4) 脈管の不明瞭化 (0, 1点) の合

計0～6点にスコア化した. 算出された脂肪肝スコアと

BMI, HOMA-IR, 総コレステロール, 中性脂肪, 血

糖値, HbA1cおよびMRIの肝内脂肪含有量の比較を行っ

た. さらに肝切除により得られた組織の脂肪化面積と

肝内脂肪含有量も検討した.

【結果】 (1) 脂肪肝スコアは1/2/3/4/5/6の順にそれぞ

れ78 (71.6%)/9 (8.3%)/12 (11.0%)/4 (3.7%)/5 (4.6%)/

1(0.9%)/0 (0%)であった. (2) 脂肪肝スコア0・1/2・

3/4・5の順に, BMI値は21.9 (15.6－32.5)/ 23.0 (15.8－

27.2)/ 25.1 (21.2－30.8) (kg/m2) (P=0.037, Jonckheere-

Terpstra検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認めら

れた. さらにHOM-IRも2.11 (0.59－20.06)/ 3.19(1.11－

12.28)/ 7.22(6.93－7.50) (P=0.002, Jonckheere-Terpstra

検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認められた.

－ 530 －



(3) 血液データでは肪肝スコア0・1/2・3/4・5の順に,

総コレステロールは168 (99－270)/ 160 (93－221)/

152 (101－173) (mg/dl) (P=0.132), 中性脂肪は85 (33－

318)/ 89 (50－247)/ 98 (32－144) (mg/dl) (P=0.581),

血糖は103 (71－444)/ 109 (54－164)/ 111 (96－195)

(mg/dl) (P=0.492), HbA1cは5.6 (4.5－14.8)/ 5.8 (4.8－

7.9)/ 5.6 (5.3－8.9) (%) (P=0.761)とそれぞれ有意差は

認められなかった. (4) MRIによる肝内脂肪含有量は

肪肝スコア0・1/2・3/4・5の順に2.20 (0.40－6.20)/

4.25(2.10－10.40)/10.90(7.10－33.50) (%) (P＜0.001,

Jonckheere-Terpstra検定)とスコア上昇に伴い有意な上

昇が認められた. (5) 組織脂肪化面積とMRI肝内脂肪

含有量の相関は相関係数が0.769 (95%信頼区間：

0.565－0.884)(P＜0.001)であった.

【考察】B-modeによる脂肪肝スコアはNAFLD以外の

患者を含めた症例集団においてもスコアが上昇すれば,

BMIおよびインスリン抵抗性の指標であるHOMA-IR

の有意な上昇が認められた. さらに肝切除標本の脂肪

化面積と比較的良好な相関が得られたIDEAL-IQ法に

よる肝内脂肪含有量もスコアの上昇に伴い有意な上昇

が認められた.

【結論】B-modeによる脂肪肝のスコアリングは脂肪

肝の評価において簡便かつ非侵襲的な検査法として有

用である.

Pretreatment assessment of macroscopic and
microscopic pathology of hepatocellular carcinoma
by contrast-enhanced ultrasonography with
perfulbutane

消化器内科
豊田秀徳､ 多田俊史､ 熊田 卓
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【Backgrounds & Aims】Pretreatment assessments of

macroscopic and microscopic pathological findings of

hepatocellular carcinoma (HCC) are important for selecting

treatment modality and evaluating prognosis. We evaluated

the accuracy of imaging findings by contrast-enhanced

ultrasonography (CEUS) with perfulbutane to assess

pathological characteristics of HCC based on the

comparison with pathology on the resected HCC

specimens.

【Methods】A total of 147 resected HCC nodules were

investigated. CEUS was performed in all cases

preoperatively, and the abilities of CEUS findings to

identify macroscopic single nodular HCC and microscopic

well-differentiated HCC were evaluated by comparing

with pathology of resected specimens.

【Results】Among HCC nodules investigated, 68.7%

were single nodule HCC and 35.4% were well-differentiated

HCC. Single nodule type of HCC could be identified

with 92.4% of sensitivity, 87.1% of specificity, and 90.9

% of accuracy by combining the findings of the shape

of enhancement during the late arterial phase and the

shape of the post-vascular image. Well-differentiated

HCC could be identified with 98.1% of sensitivity, 78.9

% of specificity, and 85.7% of accuracy by combining

the findings of vascularity pattern in the arterial phase

and the presence of washout in portal venous phase.

Of note, CEUS accurately identified single nodular HCC

in all but one of 9 HCC nodules for which gadolinium

ethoxybenzyl diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced

MRI (EOB-MRI) failed to identify as a single nodule

type.

【Conclusions】Combination of multiple findings during

different phases of CEUS can contribute to the accurate

pretreatment evaluation of pathological findings of

HCC.

Ｃ型肝炎に起因する肝細胞癌に対する
抗ウイルス療法の効果

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史
日本肝癌研究会

平成28年７月 東京

【目的】C 型肝炎に対する抗ウイルス療法はほとんど

ウイルス学的治癒の得られるDAAの出現で大きく変

貌した｡ 副作用も少なくほとんどの肝細胞癌 (HCC)

併発例で病変がコントロールされていれば治療介入が
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可能となった｡ 今回われわれは抗ウイルス療法の

HCCの予後に与える影響について検討した｡

【方法】対象は HCC発症以前もしくは以降に抗ウイ

ルス療法が行なわれ治療効果の判定ができているC型

肝炎227例である｡ 女性71例､ 男性156例､ 年齢は67歳

(62-72歳)､ 遺伝子型は1型166例､ 2型59例､ 混合型2例

で､ Child-Pugh分類A192例､ B30例､ C4例､ ALBI

grade1は101例､ 2は119例､ 3は7例で､ 治療法はイン

ターフェロン (IFN) ベース154例､ 非IFN73例であっ

た｡ これらをウイルス学的効果別 (ウイルスの駆除：

SVR111例､ 非駆除：非SVR116例)､ 治療の時期別(発

癌前132例､ 発癌後95例)に長期予後を検討した｡

【成績】治療開始後のALBI gradeの変化はSVR例では

111例中17例 (15.3％) に改善を認め､ 非SVR例では

116例中１例(0.9%) にのみ改善を認めた｡ SVR例と非

SVR例の5年､ 10年の生存率はそれぞれ91.0%と43.4%､

88.8%と17.3%と有意にSVR群で良好であった (P＜

0.0001)｡ さらに､ 抗ウイルス療法がHCC発症前であっ

ても以降であっても共にSVR群が有意に生存率は良好

であった (共にP＜0.0001)｡ また､ 再発率もSVR群で

有意に低率であった (P＜0.0001)｡ 一方､ 抗ウイルス

の治療時期別､ すなわちHCC発症前と以降の5年､ 10

年の生存率はそれぞれ44.9%と91.9%､ 27.5%と74.4%

と有意にHCC発症後の治療介入群で良好であった

(P＜0.0001)｡ これはHCC発症前治療例にIFNの症例が

多く含まれ非SVR群が多かったためと考えられた｡

【結論】C型肝炎をベースとしたHCCではSVR例で有

意に長期間の生存が得られ､ これはHCC発症前およ

び以降でも同様で､ HCC発症以降のHCCでも積極的

に抗ウイルス療法の介入が望まれる｡

[ワークショップ]

Ｃ型肝炎線維化進行例におけるHCV駆除
の意義：Propensity scoreを用いた検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本肝臓学会総会

平成28年５月 千葉

【目的】DAAsの出現によりC型肝炎は多くの症例で

HCV 駆除が期待できるようになってきた. 今回, 肝

線維化進行例におけるウイルス駆除の意義について死

因を考慮して検討した.

【方法】対象は1994年10月から2014年9月までに経験

したC型慢性肝炎8954例中, (1)3年以上経過観察, (2)

HCCを含む発癌例では経過観察開始から1年以降に発

癌, (3)IFN施行例ではSVR例, (4)FIB-4 index≧3, を

満たす863例 (IFN-SVR:91例, 非IFN:772例)のうち,

Propensity score解析で背景を1：2でマッチさせた222

例(IFN-SVR群:74例, 非IFN群:148例)である. IFN-SVR・

非IFN群の順に年齢中央値は59.5歳と61.0歳, 性別(男

性/女性)は43/31例と91/57例で, その他, AST, ALT,

Alb, 血小板, PT, Tbil, AFP, HCV RNA, および

HCVゲノタイプも含め両群の背景に有意差は認めら

れなかった. 観察期間中央値は12.2年であった. これ

らの症例に対して死因および疾患別死亡(肝関連死/

非肝関連死)に関する検討を競合リスクモデルにて

行った.

【結果】(1)観察期間中に死亡が認められたのは81例

で, 内訳はHCC:40例, 肝不全:5例, 他部位(肝外)癌:

12例, 他部位良性疾患:24例であった. (2)競合リスク

を考慮した累積肝疾患関連死亡率(5年/10年/15年)は2.7

/8.8/20.6%で, 非肝疾患関連死亡率は2.3/8.9/16.3%で

あった. (3) 性別, Alb, FIB-4 index, AFP, HCV有

無(SVR/非IFN), およびHCVゲノタイプを投入した

Fine-Gray比例ハザード回帰(変数減少法)の結果, 肝関

連死ではAFPとHCV有無(SVR：HR 0.11, 95%CI 0.03‐

0.46, p＝0.003)が, 非肝関連死ではAFP, AlbとHCV

有無(SVR：HR 0.43, 95%CI 0.19‐0.99, p＝0.048)が

それぞれの死亡に関する有意な因子として選択された.

(4)IFN-SVR・非IFN群の順に累積肝疾患関連死亡率

(5年/10年/15年)は1.4/2.9/4.8%と3.4/11.7/28.2% (p＜

0.001)で, 非肝疾患関連死亡率は1.4/5.8/8.3%で2.8/10.4/

20.1% (p=0.034)といずれもIFN-SVR群で死亡率が有意

に低い結果となった(Gray検定).

【結論】線維化が進行したC型肝炎患者においても

HCVの駆除により肝関連死亡率だけでなく, 非肝関

連死亡率の低下も期待される.
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肝 臓

消化器内科
熊 田 卓
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

平成26年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31.4人と全体の中で

4位を､ 女性では16.0人と全体の中で6位を示し､ 全体

では膵癌に次いで5位となった｡ 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､ 以前は90％以上がB型肝炎

ウイルスもしくは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

は約3分の1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､ 肝炎ウイルスキャリアである

ことが判明すると高危険群として病院もしくは診療所

でサーベイランスが行われ､ 検診で発見されるHCC

数も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､ 検診における腹部超音波スクリーニング検査の

重要性が明らかに増している｡ 実際に病院において新

しくHCCと診断される患者でサーベイランス群の占

める割合は低下し､ 発見サイズも大きくなって来てお

り､ 今までの高危険群の囲い込みが限界となった感は

否めない｡

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｡ 本マニュアルは､ これらの最近の動

向を意識して作成された｡ 本マニュアルの病変の構成

は主として充実性病変､ 嚢胞性病変およびびまん性病

変にから成っている｡ 以下病変別にポイントを解説

する｡

多施設共同研究による非ウイルス性肝細胞癌の
死因と予後－ウイルス性肝細胞癌との比較－

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第52回肝癌研究会

平成28年７月 東京

【目的】近年, 非B非C肝癌の占める割合が増えてき

ている. 今回, 非ウイルス性肝癌の死因と予後をウイ

ルス性肝癌との比較・検討を行った.

【方法】対象は全国の市中病院よりデータの得られた

肝細胞癌患者5020例である. 成因の背景はB型668例,

C型3160例, B+C型40例, 非B非C1122例(アルコール

性133例, NASH 8例, AIH 13例, PBC 20例, その他・

不明948例)である. 観察期間は3.2±3.0年であった.

これらの症例を非ウイルス性(n=1122), ウイルス性

(n=3898)に分類し, 死因と予後を中心に比較・検討を

行った.

【結果】(1)非ウイルス性とウイルス性の順に年齢は

71.6±9.6歳と68.1±9.9歳(p<0.001)で, 性別(男性/女性)

は859/263例と2815/1083例(p=0.004)であった. 肝予備

能の指標であるALBI grade(1/2/3)は403(35.9%)/619

(55.2%)/100(8.9%)例と1279(32.8%)/2312(59.3%)/307(7.9

%)例 (p=0.043)で, AFPは1.52±1.23と1.67±1.11 (log

ng/mL)(p<0.001)であった. 肝癌の進行度Stage (I/II/III/

IVA/IVB)は161 (14.6%)/440 (40.0%)/260 (23.6%)/144

(13.1%)/95 (8.6%)例と969 (25.1%)/1548 (40.0%)/803

(20.8%)/286 (7.4%)/260 (6.7%)例であった(p<0.001).

初回治療(肝切/経皮的治療/TACE/TAI/HAIC/ソラフェ

ニブ/その他/BSC)は330(29.4%)/257(22.9%)/315(28.1%)/

21(1.9%)/33(2.9%)/3(0.3%)/5(0.4%)/158(14.1%)と929

(23.8%)/1345(34.5%)/1070(27.4%)/52(1.3%)/85(2.2%)/9

(0.2%)/6(0.2%)/402(10.3%)であった(p<0.001). (2)経過

観察中に2615人の死亡が認められ, 死因(肝関連死/非

肝関連死/不明)は2261/274/80例であった. 累積死亡率

(3/5/7/10年)は37.2/56.4/68.8/78.3％であった. (3)競合リ

スクモデルを用いた検討では, 非ウイルス性とウイル

ス性の順に累積肝関連死亡率は (3/5/7/10年)は40.0/

55.3/66.7/71.7％と32.0/49.0/59.6/68.0％であった(p<

0.001, Gray検定). さらに累積非肝関連死亡率は (3/5/

7/10年)は3.5/5.9/7.9/10.9％と3.5/5.8/7.4/8.5％であった

(p=0.554, Gray検定). (4)肝癌の統合ステージングシ

ステムALBI-T (Hiraoka, et al. JGH, 2015)の0-2点群
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のみの検討(非ウイルス性674例, ウイルス性2678例)

では競合リスクモデルにおいて累積肝関連死, 非肝関

連死とも両群に有意差は認められなかった.

【結論】非ウイルス性, ウイルス性肝癌の予後を決め

るのは初発時の肝癌のステージが特に影響しているこ

とが考えられ, 結果として肝関連死において両群に有

意差が認められた. 今後, 非ウイルス性肝疾患に対す

る高危険群の囲い込み等, さらなる検討が必要である.

EOB-MRIで低信号を示す非多血性
結節の治療－内科の立場－

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史

放射線科
曽根康博
第52回日本肝癌研究会

平成28年７月 東京

【目的】EOB-MRI肝細胞相で描出される非濃染結節

は､ HCC発生・治療後再発の危険因子と考えられる｡

われわれはHCV感染例における非濃染結節の頻度・

危険因子を解析するとともに､ 背景肝の治療としての

IFN-free治療によるHCV排除が非濃染結節の経過に与

える影響について検討した｡

【方法】2014年9月～2015年12月にIFN-free治療による

抗HCV療法を施行した455例中､ 治療開始前にEOB-

MRIを施行した410例 (71.3±10.1歳､ 男・女186・244

例､ DCV-ASV・SOF-RBV・LDV-SOF治療例：246・

108・56例､ 治療前にHCCの既往のない例・ある例：

330・80例) を対象とし､ EOB-MRI肝細胞相における

非濃染結節の頻度と危険因子を検討した｡ また治療前

に非濃染結節を認めSVR12を達成した症例において､

その後の非濃染結節の経過を観察した｡

【成績】非濃染結節は69例 (16.8％) に認められた｡

非濃染結節は､ HCCの既往のある症例で35/80例 (43.8

％)､ ない症例で34/330例 (10.3％) とHCCの既往の

ある症例で有意に高かった｡ HCCの既往のない症例

に限って非濃染結節の有無により背景を比較すると､

血小板 (11.7・16.6万：p＜0.0001)､ ALB (4.02・4.23

mg/dL：p＝0.0049)､ FIB-4 index (6.00・3.87：p＜

0.0001)､ AFP (18.8・9.2ng/dL：p＝0.0002)､ 肝硬度

(15.8・10.3kPa：p＜0.0001) に差を認め､ 多変量解析

で独立して非濃染結節の存在に関与するのは血小板

(p＝0.0293) と肝硬度 (p=0.0226) であった｡ 治療前

に非濃染結節を認めたHCC既往のない症例でSVR12

を達成後経過観察のEOB-MRIを行った22例中､ 15例

で非濃染結節は不変であったが､ 2例で多血化を認め､

2例で結節の増大､ 1例で結節数の増加を認めた｡ 一方

SVR後非濃染結節が認められなくなった症例を2例認

め､ これらは径1cm未満の結節であった｡

【考案】HCCの既往のない症例において､ 肝硬変に

近い症例でより多く非濃染結節を認めた｡ HCV排除

後非濃染結節が認められなくなった可能性のある症例

がみられたが､ 多血化や増大を認める症例もみられて

おり､ すでに非濃染結節のみられる背景肝におい

てHCV排除が肝癌発生・再発抑制効果を示すか否か

はさらなるデータの集積が必要である｡

Intermediate stage肝癌に対する
肝切除の役割

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第52回肝癌研究会

平成28年７月 東京

【目的】BCLCステージにおけるIntermediate stage 肝

癌の治療はTACEとされている. しかしIntermediate

stage肝癌においても外科的切除や肝移植, 経皮的局

所療法が適応となる症例も少なくない. 今回, Intermediate

stage肝癌においてどのような症例が肝切除の適応と

なりうるか検討した.

【対象】対象は全国の市中病院よりデータの得られた

肝細胞癌患者5020例のうち, Intermediate stage [Child-

Pugh分類AもしくはB, 多発(腫瘍径が3cm以上であれ

ば2個以上, 3cm未満であれば4個以上)で, かつ門脈

侵襲や遠隔転移がなく, なんらかの治療介入があり]

で(n=810), さらに肝切除術もしくはTACEが施行され

たChild-Pugh分類Aの患者489例である. 男性408例,

女性81例で, 年齢は71 (64-76)歳であった(連続変数は

中央値と四分位範囲).

【結果】(1)対象患者のうち肝切除が施行されたのが

170例でTACEが施行されたのが319例であった. また

－ 534 －



Child-Pugh 5/6点は337/152例で, 腫瘍個数は3 (2-5)個,

腫瘍径は4.3 (3.2-6.0)cmであった. (2) ROC解析によ

る検討では, 肝切除を選択するカットオフ値はChild-

Pugh 5点, 腫瘍個数3個であった. この結果をもとに

A群(Child-Pugh 5点かつ腫瘍個数3個以下, n=186)とB

群(非A群, n=303)に分類し, 肝切除とTACEの予後を

検討した. (3)A群では肝切除群が110例で, TACE群が

76例であった. 両群において年齢, 性別, AFPに有意

差は認められなかった. 累積生存率(3/5/10年)は肝切

除群, TACE群の順に67.1/54.2/24.4%と55.0/32.0/9.8%

で(p=0.014), 肝切除群が有意に良好な生存率であった.

(4)B群では肝切除群が60例で, TACE群が243例であっ

た. 両群において性別, AFPに有意差は認められなかっ

たが, 年齢はTACE群で有意に高値であった. 累積生

存率(3/5年)は肝切除群, TACE群の順に50.4/44.3%と

45.1/22.5%で(p=0.088)で, 両群に有意差は認められな

かった.

【結論】初回診断時にIntermediate stage HCC症例の

検討において, どのような症例が肝切除の適応となり

予後の延長に寄与するか検討した. 今回の検討では

Child-Pugh 5点で腫瘍個数が3個以下の症例は, 推奨

されているTACE療法でなく可能であれば肝切除を施

行することにより予後の延長が期待されることが判明

した.

核酸アナログ製剤使用例の肝発癌予測
におけるFIB-4 indexのインパクト：
時間依存性ROC解析による検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本消化器関連学会週間

平成28年11月 神戸

【目的】B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ(NA)の

投与は肝細胞癌(HCC)発症のリスクを低下させること

が報告されている(Kumada T, et al. J Hepatol, 2013).

しかし, NA投与例でもHCC発症を少なからず経験す

る. 今回, NA投与例においてHCC発症を予測する因

子の検討を行った.

【方法】対象は市中病院3施設でB型慢性肝疾患に対

してNAが投与され, HCCの既往がなく1年以上の経過

観察がされた544例である. 性別(男性/女性)：334/210

例, 年齢：54.0 (46.0－61.0)歳で, 観察期間(NA内服

期間)：5.9 (3.7－8.5)年であった(連続変数は中央値(四

分位範囲)で表示).

【成績】(1)治療開始時のHBs抗原：3.4 (3.1－3.8) (log

IU/ml), HBe抗原(陽性/陰性)：271/272例, HBV DNA：

6.86(5.5－7.7) (log copies/ml), ジェノタイプ (C/非C)：

455/47例, コアプロモーター(CP)(野生型/変異型)：

110/420例, AFP：3.8 (2.8－5.9) (ng/ml), FIB-4 index：

2.37 (1.51－3.74)であった. (2)治療開始24週後のHBV

DNA：2.1 (2.1－2.6) (log copies/ml), AFP： 2.5 (1.8－

3.3) (ng/ml), FIB-4 index：1.79 (1.27－2.80)で, いず

れも治療開始時と比較して有意な低下が認められた

(p<0.001). (3)経過観察中に肝発癌が認められたのは

85例で, 累積発癌率(3/5/10年)は6.4/11.8/23.0%であっ

た. (4)肝発癌に関する単変量Cox比例ハザードモデル

では, 性別, CP, 24週後AFP (カットオフ値10ng/ml),

24週後FIB-4 index (カットオフ値3.25)でそれぞれ有

意差が認められた. 逆にジェノタイプ, 24週後HBV

DNA(カットオフ値4log copies/ml)は有意差が認められ

なかった. (5)性別, CP, 24週後AFP, 24週後FIB-4

indexを投入因子としたCox比例ハザードモデル(変数

減少法)では, CP(変異型)がHR2.12 (95%CI：1.09－

4.13)(p=0.027), 性別(男性)がHR5.50 (95%CI：2.82－

10.74)(p<0.001)と24週後FIB-4 index (3.25以上)がHR

3.87 (95%CI：2.44－6.15)(p=0.001)と, それぞれ発癌

に関与する因子として選択された. (6)時間依存性

ROC解析(RパッケージsurvivalROC)では, NA開始後

10年間のHCC発症予測能としてのAUCは常に24週後

FIB-4 indexのほうが24週後AFPより優れていた.

【結論】NAの投与により, 開始後24週のHBV DNA,

AFPおよびAPRIは有意に低下することが判明した.

さらにNA開始24週後のFIB-4 indexはNA投与中の肝発

癌を予測する因子として有用であることが考えられた.

[セミナー]

C型肝炎治療の新時代と最終章

消化器内科
熊 田 卓
第14回日本肝がん分子標的治療研究会
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平成28年６月 大阪

1989年にC型肝炎ウイルス (HCV) が発見され､ 本邦

では1992年からインターフェロン (IFN) をベースと

した抗ウイルス療法が開始された｡ 当初､ 著効率は低

かったが､ 2011年にDAA (direct acting agent) の併

用が可能となり成績は飛躍的に向上した｡ 2014年から

はDAAｓのみのIFNフリーの治療が開始され95％を超

えるウイルス駆除率となった｡ 治療期間も12週と短縮

され､ 副作用も少なく多くのC型肝炎患者での投与が

可能となっている｡ 治療ガイドラインではゲノタイプ

1型では初回治療・再治療共に第一選択はソホスブビ

ル/レジパスビル (SOF/LDV､ 重度の腎障害なし) お

よびオムビタスビル/パリタプレビル/リトナビル

(OBV/RTV/ｒ､ Y93変異なし) となっており､ 治験の

成績では100％近いウイルス駆除率が得られている｡

一方､ ゲノタイプ2型では初回治療・再治療共に第一

選択はソホスブビル/リバビリン (SOF/RBV､ 重度の

腎障害なし) で95％を超えるウイルス駆除率が得られ

ている｡ 多くの症例でウイルスの駆除が可能となった

が治療費は高額であり､ 抗ウイルス療法の適応および

治療困難例の問題が残っている｡ HCV感染症は近年

全身病の性質を有することがわかってきた｡ HCVキャ

リアの死因で肝疾患関連が占める割合は50％弱に過ぎ

ない｡ 肝疾患以外の死亡率もウイルスの非駆除例は駆

除例に比して2倍となる｡ このようにHCV感染症でウ

イルスの駆除は肝疾患の死亡率を下げるだけではなく

肝外疾患(多分HCVに関連していると推察される)の死

亡率を下げることが明らかとなった｡ 従って､ C型肝

炎の治療目標は､ ｢慢性肝疾患の長期予後の改善､ 即

ち､ 肝発癌並びに肝疾患関連死の抑止｣ のみでなく

｢全死亡率の改善｣ にあり､ その点からの適応も考慮

する必要がある｡ また､ 非代償期肝硬変のDAAｓ治

療も緊急の課題である｡ 慢性肝炎､ 代償期肝硬変の治

療でウイルスの駆除は可能となったが､ 生命予後の短

い非代償期肝硬変の治療要求度は高く､ 欧米では良好

な治療成績が得られている｡ 早急の臨床治験の開始が

望まれる､ 一方､ HCVキャリアの比率の高い透析患

者の抗ウイルス療法も重要である｡ 肝代謝のDAAｓ

を使用することになるが､ ガイドラインではダクラタ

スビル/アスナプレビル (DCV/ASV､ Y93/L31変異な

し) がゲノタイプ1型では第一選択となった｡ 現在の

ところゲノタイプ2型に使用できる薬剤は無い｡ 新た

な治療薬の開発・治験が進んでおり､ 治療法の進歩を

注視していく必要があるが､ C型肝炎治療が最終章を

迎えていることは間違いないと思われる｡

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56回日本呼吸器学会学術講演会

平成28年４月 京都

当院におけるInterstitial pneumonia
with autoimmune features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56回日本呼吸器学会学術講演会

平成28年４月 京都

肺がん患者における急変死亡症例の検討
10年前との比較

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56回日本呼吸器学会学術講演会

平成28年４月 京都
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COPD及びACOSにおける呼気NO測定
の意義の検討

呼吸器内科
日比美智子､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
大曽根祥子､ 堀 翔
第56回日本呼吸器学会学術講演会

平成28年４月 京都

慢性呼吸器疾患患者に対するアドバンス・
ケア・プランニング(ACP)の試み

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3回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会東海地方学会

平成28年４月 大垣

II型呼吸不全症のある気管支拡張症に対
してネーザルハイフローを使用した1例

呼吸器内科
野田純也､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 大曽根祥子､ 堀 翔
稲葉量子
第3回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会東海地方学会

平成28年４月 大垣

Paradoxixal reactionとしての多発
脳膿瘍を認めた肺結核の1例

呼吸器内科
野田純也､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 大曽根祥子､ 堀 翔
稲葉量子
第109回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年５月 名古屋

喘息治療中に発症した肺ノカルジア症
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､ 稲葉量子
野田純也
第109回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年５月 名古屋

胸壁原発myeloid sarcomaの1例

呼吸器内科
稲葉量子､ 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
野田純也
第109回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年５月 名古屋
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経皮的膿瘍ドレナージが奏功したを
認めた肺膿瘍の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
稲葉量子､ 野田純也
第109回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年５月 名古屋

がん患者の呼吸困難感に対する経口
モルヒネ治療の効果：多施設共同前向
き観察研究 (CJLSG1101)

呼吸器内科
中島治典､ 進藤 丈

愛知県がんセンター愛知病院
高橋孝輔､ 斉藤 博

名古屋大学医学系研究科呼吸器内科学
近藤征史､ 長谷川好規

名古屋大学医学部付属病院先端医療臨床研究支援センター
安藤昌彦

公立陶生病院呼吸器アレルギー疾患内科
木村智樹

中日本呼吸器臨床研究機構CJLSG
若山尚士､ 杉野安輝､ 坂 英雄
第21回日本緩和医療学会学術大会

平成28年６月 京都

アドエアディスカスからレルベアへ
変更した症例の検討

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
第65回日本アレルギー学会学術大会

平成28年６月 東京

当院における硬性気管支鏡導入による
呼吸器インターベンションの変化

呼吸器内科
中島治典､ 白木 晶､ 堀 翔
大曽根祥子､ 日比美智子､ 安部 崇
安藤守秀､ 進藤 丈
第39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

平成28年６月 名古屋

びまん性肺疾患におけるBALF細胞の
サイトカイン・ケモカイン産生能と
予後に関する研究

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39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

平成28年６月 名古屋

末梢型肺癌に対するEBUS-GS法に
おける鉗子洗浄の有用性の検討

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､ 大曽根祥子
第39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

平成28年６月 名古屋

血栓性微小血管障害症を合併した強皮症
関連間質性肺炎の一例

呼吸器内科
白 木 晶
第69回東海膠原病研究会

平成28年７月 名古屋
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スネア切除を行った気管支過誤腫の1例

呼吸器内科
大曽根祥子､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 堀 翔､ 野田純也
稲葉量子
第51回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会

平成28年７月 名古屋

コイル塞栓により止血しえた蔓状血管腫
の1例

呼吸器内科
谷村真依､ 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
野田純也､ 稲葉量子
第51回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会

平成28年７月 名古屋

肺がん治療後に､ 下痢と肺障害を生じ
治療に難渋した肺腺癌の1例

呼吸器内科
中島治典､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 日比美智子
大曽根祥子､ 堀 翔､ 野田純也
稲葉量子
第80回岐阜県肺癌研究会

平成28年９月 岐阜

辺縁系脳炎で発症した肺小細胞癌の１例

呼吸器内科
稲葉量子､ 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
野田純也

藤田保健衛生大学脳神経内科学
武藤多津郎
第109回日本肺癌学会中部支部学術集会

平成28年９月 名古屋

緩和ケア病棟との院内連携

呼吸器内科
中 島 治 典
Lung Cancer Seminar 2016 in Seino

平成28年10月 大垣

急性期NPPV管理を行ったCOPD
増悪患者の予後因子に関する検討

呼吸器内科
日 比 美智子
第26回呼吸ケア・リハビリテーション学会

平成28年10月 横浜

大垣市民病院における地域医療連携
クリニカルパスに関して

呼吸器内科
日 比 美智子
第38回西濃喘息研究会学術講演会

平成28年10月 大垣
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ニボルマブ投与後にCollagenous
Colitisの関与を疑う大腸炎を生じた
肺腺癌の一例

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､ 稲葉量子
野田純也
第110回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年11月 名古屋

喘息治療中に診断された肺リンパ脈管
筋腫症の１例

呼吸器内科
稲葉量子､ 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
野田純也
第110回日本呼吸器学会東海地方学会

平成28年11月 名古屋

ACOSの診断アルゴリズムと臨床診断
の差異に関する検討

呼吸器内科
日 比 美智子
西濃Asthma Synposium

平成28年11月 大垣

当院におけるRe-biopsyの現状

呼吸器内科
堀 翔
8th Gifu Lung Cancer Workshop

平成28年11月 岐阜

当院におけるIB期肺腺癌術後補助化学
療法の現状

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
第57回日本肺癌学会学術集会

平成28年12月 福岡

Afatinib導入がEGFR-TKIの選択に
もたらした影響

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､ 稲葉量子
野田純也
第57回日本肺癌学会学術集会

平成28年12月 福岡

[シンポジウム]

我が国におけるHFNCの使用実態と
使用成績

呼吸器内科
白 木 晶
第26回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

平成28年10月 横浜
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呼吸理学療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第44回日本集中治療医学会学術集会

平成29年３月 札幌

早期離床のためのエキスパートコンセンサスの作成に

当たって, 私達は主に呼吸理学療法に関連した領域を

担当した. ここでの呼吸理学療法は決して排痰手技の

みを指すものではなく, 人工呼吸管理をサポートする

理学的手技全般をさすものとして解釈し, 排痰だけで

なく酸素化・換気の最善化をめざすためのアプローチ

(ポジショニングやリクルートメントなど), 人工呼吸

器離脱のためのサポート (自発呼吸トライアル, 早期

離床などを含むABCDEバンドルの実践), 安全な抜管

のためのサポート (各種の抜管前評価と抜管へのサポー

トなど) をその内容に含めた. 集中治療室における呼

吸理学療法は呼吸管理を積極的にサポートし, 早期離

床ができる条件を整えること, 早期離床を妨げる要素

をできる限り取り除くことを目標とする. この領域は

エビデンスの集積においてまだ不十分であるが, 今回

のエキスパートコンセンサスでは, 特に呼吸理学療法

の呼吸器合併症や無気肺防止に対する効果, 酸素化に

対する効果, 口腔ケアの効果についてclinical question

を立ててエビデンスに基づいて吟味を行った. その結

果, 呼吸理学療法のうち, 排痰やインセンティブスパ

イロメトリー, 呼吸法訓練などの古典的手技について

は有効性を示すエビデンスは認められなかったが, ポ

ジショニングとリクルートメントを中心としたアプロー

チは酸素化の改善, 呼吸器合併症の防止, 無気肺の防

止と解除に有効である可能性が示された. また積極的

な口腔ケアについてもデータは限られるが, 人工呼吸

器関連肺炎の発生を抑制することが示された. 本シン

ポジウムではこれらの結果を踏まえ, 集中治療室にお

ける呼吸理学療法の新たなあり方について提言する.

[パネルディスカッション]

EGFR陽性肺癌の診断と治療

呼吸器内科
堀 翔
Lung Cancer Scientific Exchange Meeting in Gifu

平成29年３月 岐阜

[ワークショップ]

呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第38回日本呼吸療法医学会学術集会

平成28年７月 名古屋

吸入療法ワークショップ

呼吸器内科
白 木 晶
第7回アプライドセラピューティクス学会

平成28年９月 京都

[セミナー]

急性期呼吸リハビリ (理論と実践)

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第38回日本呼吸療法医学会学術集会

平成28年７月 名古屋

急性期呼吸リハビリテーションは慢性期とは対象も

病態も大きく異なり, そのため慢性期とは異なる考え

方と方法論で臨まなければならない.

急性期呼吸リハビリテーションの目的は, 侵襲時の
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呼吸器系の状態に変化に対応して適切の対処を行うこ

とを通して呼吸管理に伴うストレスを最小限にし, 侵

襲に伴う呼吸状態の悪化からの回復を促進することで

ある. 対象の中心は呼吸器疾患患者よりむしろ周術期

の患者であり, またその多くは挿管人工呼吸管理中あ

るいは抜管直後で, 呼吸だけでなく循環, 意識状態や

四肢筋の状態を含む多くの全身的要素に注意を払わね

ばならない. またリハビリテーション単独で解決でき

る問題は殆どなく, 鎮静深度, 鎮痛, 人工呼吸器設定,

循環管理, 水・電解質管理, 感染のコントロールなど

と常に協同的に進めることが原則である.

また急性期呼吸リハビリテーションにおいては従来

的なコンディショニングの手技である排痰や呼吸法訓

練などの手技は基本的に無効であることも理解してお

かなければならない. 今日, 急性期呼吸リハビリテー

ションの中心的な手技は排痰や呼吸法訓練などではな

く, 早期モビライゼーション, ポジショニングとリク

ルートメントである.

早期モビライゼーションは重症患者に対して適応さ

れる積極的かつ早期 (最初の2-5日目) から開始され

る理学療法で, 骨格筋筋力と機能を維持あるいは回復

させ, それによって機能的な患者中心のアウトカムを

改善させることを目標とする. 実際には能動的な筋力

強化と端座や立位を含む離床を組み合わせて実施する.

ポジショニングは体位を特別な治療技術として用い

る事を指し, 換気の不均等を減少させ, 肺の容積を増

し, 換気仕事量や心仕事量を減少させ, また線毛輸送

系のクリアランスを改善させることを通して酸素化を

最善にすることを目標とする. ICUで用いられるポジ

ショニングとしては起座位, 腹臥位, 側臥位などが

ある.

リクルートメントは虚脱した肺胞に含気を取り戻す

ための一連の手技のことであり, マニュアルハイパー

インフレーション, 人工呼吸器を用いたリクルートメ

ントマニューバー, NPPV装置を用いた間欠的CPAP

療法などが含まれる.

これらの手技は既にその効果について科学的根拠が

確立されつつある.

こうした手技および的確な病態評価を通して, 急性

期呼吸リハビリテーションは酸素化の改善や死腔率の

低減による呼吸状態の改善, 無気肺や人工呼吸器関連

肺炎などの人工呼吸器関連合併症の防止, 抜管時期の

的確な見極め, せん妄や四肢筋力低下の予防と改善,

そして早期のADLの改善などを目指していく.

このセミナーでは, こうした急性期呼吸リハビリテー

ションの基本手技およびその背景となる生理学的理論

について解説する.

COPD・呼吸リハビリ領域

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第24回名古屋呼吸器領域卒後専門教育セミナー

平成28年10月 名古屋

COPD増悪の管理 急性期病院に
おける治療から在宅支援まで

呼吸器内科
白 木 晶
第3回呼吸ケア スキルアップセミナー

平成28年10月 横浜

西濃地域における喘息対策の取り組み

呼吸器内科
白 木 晶
Gifu Symbicort Seminar

平成28年10月 岐阜

呼吸器内科
白 木 晶
松本市吸入療法講習会

平成28年11月 松本
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集中治療室における早期リハビリテー
ション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第23回呼吸ケアセミナー

平成29年１月 神戸

呼吸器内科
白 木 晶
山口市吸入指導講習会

平成29年２月 山口

気管支喘息とCOPDの病態

呼吸器内科
白 木 晶
岐阜呼吸器看護セミナー

平成29年２月 岐阜

A Case of subtotal lesion after CABG
which was very difficust o cross wire

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
Tokai English Conference

平成28年４月 名古屋

右冠動脈血腫に対してcutting balloon
でベイルアウトできなかった1症例

循環器内科
柴田直紀､ 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､ 都築一仁
坪井英之
第35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28年４月 名古屋

RCAのAMIに対してPCI施行したがその際に解離をお

こしhematomaが形成された｡ cuttingballoonではベイル

アウトできずlong stent留置を要した｡

左前下行枝のPCI中に中隔枝のstent
jail後recrossに難渋した一例

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35回日本心血管インターベンション治療学会

平成28年４月 名古屋

心内超音波を併用した生検で診断に至った
心内原発の悪性リンパ腫の一例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 坪井英之
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【症例】84才女性

【既往】81才時に大腸がんの手術

【病歴】XXXX 年 7 月に大腸がん術後 3 年の全身

検索を行ったものの胸腹部 CT を含めて異常を認め

ていなかった. 11 月初旬より労作時の呼吸苦を認め

たため循環器内科に紹介初診となった.
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【経過】心電図変化は認めなかったが, 胸部単純写真

で軽度の心拡大を認め, 心臓超音波にて右室壁～右房

壁にわたって壁に付着する腫瘍像を認めた. 心拍同期

心臓 CT および経食道心臓超音波を施行したものの

形態および性状からの診断はつかず. 血液検査でも診

断には至らなかった. 三尖弁の狭小化に伴う右心不全

症状が増悪したため心不全管理のため入院としつつ,

透視および心内超音波併用によるガイド下に先端可動

型シースを用いて腫瘍内部から 3 か所の生検を行っ

た. 組織所見より悪性リンパ腫と診断し血液内科にて

ステロイドの投与を開始した.

【まとめ】心臓原発腫瘍は極めてまれであり, 限局性

の場合生検も難しいことが多い. 心内超音波ガイド下

に先端可動型シースを用いた生検で確実に腫瘍を捉え

診断にたどり着くことができた症例を経験したので報

告する.

通電により頻拍の停止を伴わず北西軸から
右軸へmorphologyの変化を認めたベラパ
ミル感受性特発性左室心室頻拍の一例

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､ 猪飼佳弘
寺田和始､ 柴田直紀､ 都築一仁
坪井英之

筑波大学 循環器内科
野上昭彦
第46回臨床心臓電気生理研究会

平成28年５月 金沢

29歳男性､ ベラパミル感受性頻拍｡ 上室性頻拍(SVT)

と心室性頻拍(VT)が混在｡ SVT(周期370ms､ HV 40ms)

は非通常型房室結節回帰頻拍､ clinical tachycardiaは

VT1 (周期330ms､ HV -20ms) と診断｡ VT1中､ 左室

後中隔付近に拡張期電位(P1, -30ms)と前収縮期電位

(P2, -12ms) を認め､ 同部のpost pacing intervalはVT

1周期に一致｡ 同部の通電 (RF#1) 開始から一拍で､

VT1はVT2に移行し周期は5ms延長｡ 順次､ 頭側 (RF

#2, #3) に通電したがVTはさらに変化 (VT3, VT4)

した｡ 基部側RF#4 (P1､ -65ms) の通電でVT4停止､

SVTに移行｡ 遅伝導路アブレーションを追加して終了

した｡

【考察】VT1は後枝型左室特発性(IL)VTでVT2-4は前

枝型ILVTに相当する｡ RF#1で左室後壁側exitへの回路

を離断した結果､ 前壁側exitへの回路に乗り代わって

VTは持続し､ 最終的に前枝型・後枝型の共通路を基

部側で焼灼することにより治療に成功したと推定する｡

前枝型・後枝型ILVTを同一症例で認めたとする報告

は散見されるが､ VT中の両者間の移行の報告はない｡

本例は､ 両者が左室基部側で必須伝導路を共有するこ

とを示唆する｡

CAD+AS ハイリスク症例 大垣市民病院
におけるOFDIの役割とその可能性

循環器内科
高 木 健 督
豊橋ライブ

平成28年５月 豊橋

北西軸＋narrow QRS型ベラパミル
感受性 特発性左室心室頻拍の一例

循環器内科
森 島 逸 郎
第９回臨床不整脈勉強会

平成28年７月 名古屋

Is there any difference for primary indication
of guiding catheter extension catheter in each
coronary artery?

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
第25回日本心血管カテーテル治療学会

平成28年７月 東京
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The effect of additional low-velocity protocols
of rotational atherectomy after high-velocity
atherectomy

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
第25回日本心血管カテーテル治療学会

平成28年７月 東京

Epicardial substrate ablation with pilsicainide
infusion for prevention of ventricular fibrillation
in a patient with Brugada syndrome

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

名古屋大学医学部 循環器内科
因田恭也､ 室原豊明
第63回日本不整脈心電学会学術集会

平成28年７月 札幌

【Background】The optimal strategy of epicardial substrate

ablation for treating Brugada syndrome (BrS) has not

been established. The recent proposed strategies included

identification and elimination of the substrate unmasked

by flecainide infusion.

【Case】A 19-year-old male with BrS who had a

cardioverter defibrillator implanted was referred for

radiofrequency (RF) catheter ablation owing to electrical

storm. Endocardial mapping of the right ventricle (RV)

was performed, and no low-voltage areas were identified,

nor zones with local electrograms prolonged beyond the

end of the QRS complex. Epicardial voltage mapping

showed relatively low voltages in the anterior aspect of

RV outflow tract (OT). Mapping of the duration of the

bipolar electrograms was performed, and the electrograms

terminated after the end of the QRS complex in the a

nterolateral aspect of the RVOT, and an area measuring

24.2cm2 was identified, with fractionated potentials.

We performed pilsicainide infusion, which allowed a

more accurate identification of any arrhythmogenic

substrate with regard to its extension, and the area

increased to 55.6cm2 down to the inferolateral aspect

of RV. We then targeted and eliminated all location

abnormal epicardial potentials over this area (RF

application, 120 times, total RF duration, 3,490 sec;

total RF energy delivered, 105,870 J). Pilsicainide was

reinfused and remapping was performed to ensure

complete absence of fractionated activity. BrS ECG and

the late potentials on the signal-averaged ECG were

eliminated. No further ventricular arrhythmias (VA) has

occurred for the subsequent 6 months.

【 Conclusions 】 This proposed ablation strategy,

eliminating all abnormal potentials under infusion of

pilsicainide, may be effectively applied to patients with

BrS in order to prevent VA.

High Serum Uric Acid Levels may be Associated
with Recurrence of Atrial Tach yarrhythmia 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
柴田直紀､ 都築一仁､ 坪井英之
第63回日本不整脈心電学会学術集会

平成28年７月 札幌

【Background】Serum uric acid (SUA) may be a

surrogate marker of oxidative stress and an association

between high SUA and atrial fibrillation (AF) has been

demonstrated. The aim of the present study was to

elucidate the impact of SUA on the outcome of the AF

catheter ablation (CA).

【Method】We studied consecutive 513 patients who

underwent pulmonary vein isolation-based CA for treating

AF (age, 65.4&plusmn;9.7 years old; men, 73.7%;

paroxysmal AF, 58 .7%; left atrial diameter, 39 .2&

plusmn;6.9 mm; creatinine clearance, 80.8&plusmn;27.8

ml/min). Patients were categorized into quartiles based
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on index SUA levels. Endpoint was atrial tachyarrhythmia

recurrence after the last procedure (1.3&plusmn;0.5

procedures) (mean follow-up: 1.70&plusmn;1.12 years).

【Results】The recurrence rate in the patients in the

highest SUA quartiles (n=123, SUA &ge; 6.7) was

significantly higher than that in others (n=390, SUA &

lt; 6.7): 21.3% vs. 11.8% at 1year, and 27.1% vs. 15.3%

at 2 year, respectively (crude hazard ratio 1.92, 95%

confidence interval 1.22 & ndash; 3.01, p=0.005). SUA

remained as an independent predictor of recurrence after

adjusting variables including age, sex, AF types, left

atrial diameter, and creatinine clearance (adjusted chazard

ratio 1.60, 95% confidence in terval 1.01 &ndash; 2.53,

p=0.047).

【Conclusion】High SUA levels may be associated with

recurrent atrial tachyarrhythmia in patients undergoing

CA for AF.

Isolating of left atrial posterior wall in addition to
pulmonary vein isolation without creating mitral
isthmus block in treating patients with long-
standing persistent 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
猪飼佳弘､ 古井宏一､ 都築一仁
吉岡直輝
第63回日本不整脈心電学会学術集会

平成28年７月 札幌

【Background】STAR AF II found no benefit of

additional roof and mitral lines (ML) to pulmonary vein

isolation (PVI) in treating persistent atrial fibrillation

(PEF). However, complete ML is not easy to achieve

and incomplete lines may function as another substrate

of atrial tachyarrhythmias (ATs). We hypothesized that

left atrial posterior wall isolation (LAPWI) by adding

roof and bottom lines without creating ML may reduce

recurrence of ATs as compared with PVI alone.

【Methods】A total of 108 consecutive patients (PEF

duration, 4.0±3.6 years; LA diameter, 42.8±7.1 mm;

CHADS2 score, 1.1±1.1) who underwent first-time

catheter ablation of long-standing PEF were divided into

two groups: PVI alone (n=85) and PVI+LAPWI (n=23).

Additional ablation excluding ML such as tricuspid

valve isthmus ablation, continuous fractionated atrial

electrogram ablation was performed by the discretion of

the operators. The primary end point was the freedom

from documented recurrence of ATs during mean follow-

up period of 2.3±1.6 years with the blanking period

of 90 days post ablation.

【Results】No difference was found between the two

groups in baseline characteristics including age, sex,

PEF duration, LA diameter, CHADS2 score, and renal

function. LAPWI was completed in 20 patients in PVI

+LAPWI group. The primary endpoint occurred in 46

patients with PVI alone (54.1%) and 7 patients in PVI

+LAPWI (30.4%)(p=0.044). However, Kaplan-Meier

curve analysis showed no difference between the two

groups (log-rank p=0.57).

【Conclusions】This small retrospective study failed to

show the beneficial effects of LAPWI without ML in

addition to PVI in treating long-standing PEF

Bifurcationの処理に難渋した
LAD CTOの一例

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
PCIカンファレンスin Nagoya

平成28年８月 名古屋

大垣市民病院における大動脈弁狭窄症
への治療戦略

循環器内科
高 木 健 督
東海ハート

平成28年９月 名古屋
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原疾患の特定に難渋した冠動脈塞栓症
の一例

循環器内科
古井宏一､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 都築一仁､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 米山将太郎､ 杉山大記
坪井英之
第36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28年９月 浜松

冠動脈瘤を伴いPCIに難渋した症例

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
Heart Rock Meeting

平成28年10月 名古屋

A Case of Chronic Thromboembolic Pulmonary
Hypertension Achieved Remarkable Pulmonary
Artery Pressure Reduction by Combination of
Riociguat and Edoxaban

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､ 坪井英之
第20回日本心不全学会学術集会

平成28年10月 札幌

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

(CTEPH) after pulmonary embolism is associated with

high morbidity and mortality. There are little data for

optimal medication for CTEPH. A 69 years old woman

with a history of previous pulmonary embolus was

referred to our hospital with exertional dyspnea in 2012.

From right cardiac catheterization (RHC) and lung

perfusion scintigraphy, we diagnosed her with CTEPH.

We administered bosentan and sildenafil and beraprost.

After 2 years from the initial RHC, mean pulmonary

artery pressure (mPAP) did not decrease from baseline

(36mmHg). Riociguat and edoxaban were introduced

Japanese market for CTEPH and venous thromboembolism

(VTE), we administered these drugs instead of sildenafil

and warfarin. after 1 year from administration, mPAP

remarkably decreased. ( 25mmHg) Combination of

riociguat and factor Xa inhibitor might be more effective

medication than traditional medication.

3回に分けて徐々に拡張することにより合併
症なく良好な結果を得た弁輪部高度石灰華を
伴うsevere ASの一例

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
Structure Club

平成28年10月 京都

ステントグラフト留置後の腎動脈狭窄に対し
ガイディング延長用カテーテル(Guideliner)
を使用しベイルアウトに成功した一例

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
第57回日本脈管学会

平成28年10月 奈良
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特発性巣状プルキンエ起源心室頻拍の
至的通電部位決定にpacemapの限界
が示唆された一例

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
古井宏一､ 柴田直紀､ 都築一仁
吉岡直輝､ 坪井英之
日本不整脈心電学会カテーテルアブレーション

関連秋季大会2016

平成28年10月 福岡

【背景】非reentry性の巣状プルキンエ起源心室頻拍

(FPVT)は､ 虚血性心筋症など器質的心疾患に関連す

ることが多いとされている｡ <BR>

【症例】49歳男性､ 器質的心疾患なし｡ VT(RBBB+

LAD､ QRS 120ms､ 周期 360ms)は､ verapamil静注で

周期に変化なし｡ 洞調律時HV46ms｡ VTはプログラム

刺激で誘発されず､ Isp負荷によりspontaneousに出現

し､ 右室および右房からentrain不能であった｡ 左室心

尖部側後中隔 (site 1) でVT中QRS波に20ms先行する

プルキンエ電位(PP)が記録され､ 同部で良好なpacemap

が得られたが､ 同部での通電は無効であった｡ 基部側

(site 2)でさらに先行するPP(-25ms)が得られた｡ 出力

に関わらず同部でのpacemapは不良であったが､ VT中

の通電によりVTは停止し､ 以降､ 誘発不能となった｡

洞調律中はsite 1､ 2において局所心筋電位に先行する

PPを認めた｡ 以上より､ FPVTと診断した｡ <BR>

【結語】FPVTの至的通電部位決定においてpacemapの

限界が示唆された｡ 特に本例のような起源周囲にscar

のない特発性FPVTにおいて注意を要する｡

当院でのELCAの使用実績について

循環器内科
柴田直紀､ 高木健督､ 森島逸郎
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 古井宏一､ 都築一仁
吉岡直輝
日本循環器学会東海北陸合同地方会

平成28年11月 金沢

【背景】AMIはその再灌流時間が重要であることは周

知であるが､ その他slowflowや最終TIMIflowなどによっ

て大きく予後が異なることがある｡ Thrombusterの

routineな使用は否定的な文献もあり､ ELCAの登場で

その有用性が期待されている｡ ただしその使用実績は

少なく合併症の問題もある｡ 当院で緊急PCIの際に

ELCAを使用した86例を検討し､ その具体的なcaseな

どを報告する｡

【症例】症例１は典型的なcaseで､不安定プラークの多い

RCAの病変に対してELCAを使用したのちThrombuster

で吸引を行ってからstentを留置した｡ 症例２は若年男

性における血栓性のSTEMIの際､ ELCAにてablation後､

perfusion balloonにて病変の改善を認め､ stent lessで治

療を終了した｡ 症例３は合併症の報告で､ 血栓性病変

に対しELCAを使用したところ､ 造影剤のbrashoutが

悪いまま使用したせいでperfolationが起きた｡ perfusion

balloonによるlong inflationでbailoutした｡

【検討】ELCAを使用した86例の年齢､ 性別やculprit

location､ initial TIMI flowなどを検討した｡ final TIMI

flowやpekaCKMB､ その後の予後の統計も報告する｡

今後さらなる症例の積み重ねが重要である｡

房室結節回帰性頻拍に対する
Cryo ablation

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
古井宏一､ 柴田直紀､ 都築一仁
吉岡直輝
日本循環器学会東海北陸合同地方会

平成28年11月 金沢

急性動脈閉塞を契機に判明したHITの
一例

循環器内科
吉岡直輝､ 吉田路加､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 古井宏一､ 柴田直紀
都築一仁
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日本循環器学会東海北陸合同地方会

平成28年11月 金沢

【症例】95歳 女性

【病歴】左大腿部頸部骨折で入院｡ その後肺炎を併発

し第4病日から抗生剤治開始｡ 改善後､ 第14病日に人

工骨頭置換術施行｡ 第15病日に左下肢冷感出現｡ CT

にて左浅大腿動脈遠位部での完全閉塞が判明し､ 緊急

EVT施行｡ しかし翌日に再閉塞｡ 第17病日に死亡｡ 抗

生剤治療の際に静脈ルートをヘパリンロックしていた

ことが判明した｡

【考察】ヘパリンロックによりHITが感作されたと考

えられた｡ さらに手術侵襲により血小板の活性化が促

進し､ 重篤な血栓症に至った可能性がある｡ 末梢静脈

ルートに関してはヘパリンではなく生食ロックで対応

が可能と思われる｡

当院におけるACSにおけるELCAの
使用実績およびその限界

循環器内科
高 木 健 督
PanPacificPrimary Angioplasty Conference

平成28年11月 京都

ヘテロファブリー病患者の一剖検例

循環器内科
森 田 康 弘
ファブリー病セミナー in 大垣

平成28年12月 大垣

Cutting balloonの適応を再考する

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁

Cutting Balloon研究会

平成28年12月 名古屋

FFRと他のモダリティに解離を認めた
陳旧性心筋梗塞の一例

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
PCI Optimization Conference 2016

平成28年12月 豊橋

The impact of revascularization of chronic
total occlusion in a non-infarct-related artery
on long-term mortality in acute myocardial
infarction patients

循環器内科
吉田路加､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 永井博昭､ 猪飼佳弘
古井宏一､ 柴田直紀､ 都築一仁
吉岡直輝､ 杉山大記､ 米山将太郎
坪井英之
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

Impact of Primary Percutaneous Coronary Intervention
with Prasugrel on Myocardial Function in Patients with
ST-Segment Elevation Myocardial Infraction ; Ogaki-
Nuclear-Scintigraphy-Study

循環器内科
古井宏一､ 高木健督､ 柴田直紀
都築一仁､ 吉岡直輝､ 猪飼佳弘
永井博昭､ 吉田路加､ 森田康弘
森島逸郎､ 坪井英之
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第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【Background】Previous literature reported that prasugrel

therapy was associated with reduced rates of ischemic

events compared with clopidogrel therapy in patients

with acute coronary syndrome. However, little is known

about the impact of prasugrel on myocardial function in

patients undergoing primary percutaneous coronary

intervention (PPCI) as compared to clopidogrel.

【Methods】From September 2014 to March 2016,

consecutive 210 STEMI patients undergoing PPCI were

recruited. After exclusion of prior myocardial infraction,

no data of scintigraphy, late visit more than 12 hours

from symptom onset, a total of 128 patients (loading

prasugrel 20mg,61 patients; loading clopidogrel 300mg,

67 patients) were enrolled in this study. The study

endpoints were initial TIMI grade, final TIMI grade,

peak CKMB, and left ventricular ejection fraction

(LVEF) measured by 123I-BMIPP scintigraphy during

the hospitalization.

【Result】There was no significant difference of patients,

angiographic, and procedural background between the

two groups. Final TIMI grade 3 was more frequently

seen in the prasugrel than in the clopidogrel (90.2%

vs. 73.2%, p=0.014) despite similar initial TIMI grade

between the two groups. Peak CKMB was lower (187.0

vs. 253.1, p=0.039) and LVEF was better (48.8% vs.

43.2%, p=0.004) in the prasugrel compared with the

clopidogrel. On multivariate analysis, the similar results

remained.

【Conclusions】In STEMI patients, loading of prasugrel

could reduce myocardial damage and reserve myocardial

function compared with clopidogrel.

Catheter Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation
in Patients with Coexisting Sick Sinus Syndrome:
Insights from Kansai Plus Atrial Fibrillation(KPAF)
Registry

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､ 猪飼佳弘
古井宏一､ 柴田直紀､ 都築一仁
吉岡直輝､ 坪井英之

神戸市立中央市民病院
小堀 敦

桜橋渡辺病院 循環器内科
井上耕一

天理よろづ相談所病院 循環器内科
貝谷和昭

城山病院 循環器内科
黒飛俊哉

京都大学医学部 循環器内科
静田 聡
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【Background】Coexisting sick sinus syndrome(SSS)

has been suggested to associate with more advanced

both electrical and structural remodeling in patients with

atrial fibrillation(AF). We aimed to elucidate the impact

of SSS on the outcome of radiofrequency catheter

ablation(RFCA) in patients with paroxysmal AF(PAF) in

a large scale prospective registry.

【Methods】KPAF registry included 3,226 consecutive

PAF patients who underwent first-time pulmonary vein

isolation-based RFCA(age, 65±11 years; male, 69%;

CHA2DS2-VASc score 2.1±1.5, left atrial diameter

[LAD], 37.5±8.0mm, left ventricular ejection fraction

[LVEF], 65.3±8.4%).

【Results】Patients with coexisting SSS(n=368) were

significantly older and had a higher CHA2DS2-VASc

score at baseline than others(n=2,858), while LAD or

LVEF were not different between the two groups. The

atrial tachyarrhythmia-free survivals were compared in

the figures.

【Conclusions】Coexisting SSS may not adversely

impact on the arrhythmia recurrence after RFCA for

paroxysmal AF.
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Is Oxyhemoglobin Saturation Monitoring Using
Type- 4 Portable Monitor Useful in Predicting
Arrhythmia Recurrence after Pulmonary Isolation
for Paroxysmal Atrial Fibrillation?

循環器内科
吉岡直輝､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 古井宏一､ 柴田直紀
都築一仁､ 坪井英之
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【Background】Sleep-disordered-breathing(SDB) detected

by Overnight full-channel polysomnography or type-3

portable monitors(PM) has been shown to be a predictor

of recurrence after pulmonary vein isolation(PVI) for

paroxysmal atrial fibrillation(PAF). We hypothesized

that type-4 PM, a simple screening tool for SDB, may

also be of use in this setting.

【Methods】Consecutive 91 PAF patients(age 68.3±9.6

years, 63 males; left atrial diameter 37.9±5.0 mm)

undergoing PVI were subjected to in-hospital overnight

oxyhemoglobin saturation(SpO2) monitoring using type-4

PM to detect average SpO2 and 3% oxygen desaturation

index(ODI).

【Results】Comparisons of atrial tachyarrhythmia-free

survival between subgroups divided by the median

values of 3%ODI and the average SpO2 are shown in

the figures.

【Conclusion】There was a trend that SDB suspected

by a high 3%ODI and low average SpO2 might predict

arrhythmia recurrence after PVI for PAF.

Long-term prognosis of patients after successful
cavotricuspid isthmus ablation for atrial flutter
without previously documented atrial fibrillation

循環器内科
杉山大記､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
猪飼佳弘､ 古井宏一､ 柴田直紀
都築一仁､ 吉岡直輝､ 米山将太郎
坪井英之

第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【 Background 】 Cavotricuspid isthmus(CTI) ablation

is established as a curative therapy for patients with

atrial flutter(AFL). However, potential subsequent atrial

fibrillation(AF) in these patients may increase embolic

risk in the long term; the clinical evidence in this setting

is scarce.

【Methods】We retrospectively analyzed consecutive

137 patients who underwent CTI ablation due to AFL

without prior AF (age, 66.8±12.2 years; male 75.9%;

CHADS2 score 1.7±1.1) in our center for the last 14

years.

【Results】During 5.3±3.4 year- follow-up, anticoagulation

therapy was discontinued in 41(29.9%) patients. The

following clinical events occurred: newly documented

AF, n=22; ischemic stroke n=6; death n=25(Figure).

【Conclusions】Patients with AFL are at risk of

development of AF after CTI ablation in the long term

and are not free from ischemic stroke.

[シンポジウム]

Impact of basal inferolateral scar burden determined
by 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECT on left
ventricular reverse remodeling and the long-term
prognosis after cardiac resynchronization therapy

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､ 古井宏一
柴田直紀､ 都築一仁､ 坪井英之
第63回日本不整脈心電学会学術集会

平成28年７月 札幌

【Aims】The automatic analysis of myocardial perfusion

SPECT(MP-SPECT) may provide objective quantification

of left ventricular(LV) scarring. We investigated the

impact of LV scarring on short-term LV volume response

as well as long-term outcome after CRT.

【Methods】We studied consecutive 51 patients who

met the following criteria: LV ejection fraction of ≦
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0.35; QRS complex of ≧120 msec; eligible to undergo

gated 99mTc-MIBI MP-SPECT before CRT. MP-SPECT

images were analyzed with AutoQUANT7.2 to determine

the global defect extent(an index of global scarring) and

the LV 17-segment regional uptake ratio(an inverse index

of regional scar burden). The primary outcome was the

composite of cardiovascular death or first hospitalization

for worsening heart failure.

【Results】A high global defect extent, a low mid/basal

inferolateral regional uptake ratio, ischemic cardiomyopathy

(n=16), but not LV pacing on scar(n=6), were associated

with nonresponders(n=20, < 15% reduction in LV end-

systolic volume at 6 months). The basal inferolateral

regional uptake ratio remained as a predictor of nonresponse

after adjusting for the type of cardiomyopathy(OR, 0.85;

95%CI, 0.77-0.94;p=0.0012) (AUC, 0.843; cutoff point,

57%; sensitivity, 80%; specificity, 71%; for nonresponse).

During a median follow-up of 36.1 months, the outcome

occurred in 23 patients. The patients with a basal-

inferolateral regional uptake of <57% (n=22) showed

worse prognosis than others (n=29)(Kaplan-Meier curve

analysis, log-rank p=0.006).

【Conclusions】The scarring determined by automatic

analysis of MP-SPECT images may predict a poor

response to CRT regardless of the pathogenesis of

cardiomyopathy. The basal inferolateral scar burden in

particular may have an adverse impact on long-term

prognosis.

TAVIエキスパートリレー：とっておき
の私の工夫 弁留置前のBAV

循環器内科
高 木 健 督
Structure Club

平成28年10月 京都

最新の左主幹部strategy

循環器内科
高 木 健 督
Complex Cardiovascular Therapeutics

平成28年10月 神戸

[パネルディスカッション]

A Case of Brugada syndrome

循環器内科
森 島 逸 郎
第50回ペーシング治療研究会

平成28年９月 名古屋

慢性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
Structure Club

平成28年10月 京都

心不全(NYHAIII, LVEF30%, LBBB)を合併す
る持続性心房細動への対応：まずCRT植込みと
必要に応じて房室結節アブレーションを行う

循環器内科
森 島 逸 郎
第9回日本不整脈心電学会植込みデバイス

関連冬季大会

平成29年２月 大阪
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[セミナー]

虚血性心筋症におけるCRT

循環器内科
森 島 逸 郎
第35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28年４月 名古屋

Terumo Imaging Deviceの臨床
での有用性

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
PICASSO

平成28年５月 名古屋

心房細動の最新治療
－抗凝固療法とカテーテル治療－

循環器内科
森 島 逸 郎
日本薬剤学会第31年会

平成28年５月 岐阜

心房細動は､ 近年､ 循環器内科診療において非常に関

心が高まっている疾患である｡ 心房細動は､ 動機､ 息

切れ感､ 倦怠感などの自覚症状のみでなく､ 心不全の

悪化を伴うことも稀ではない｡ また､ 自覚症状の有無

にかかわらず心房内で血栓ができやすくなる｡ 形成さ

れた血栓が血流に乗って脳に飛ぶと脳梗塞の原因にな

ることは著名人のニュースでもよく知られている｡ 心

房細動は人口の約1%を占め､ 加齢とともに発症率が

増加し､ 生活習慣病の一面もあることから今後の患者

数増加が予想されている｡

心房細動は20年ほど前には治らない疾患と考えられて

いたが､ 高周波カテーテル心筋焼灼術(カテーテル

アブレーション)の急速な技術革新により､ 治療可能

な疾患と認識されるようになった｡ この治療件数は世

界でも飛躍的に増加しており､ 大垣市民病院循環器内

科でも既に1,000例を超える治療を行っている｡ さら

に､ 2014年から冷凍凝固バルーンアブレーションによ

る治療も開始された｡ このシステムは､ 発作性心房細

動など､ これに適した患者に対して行えば､ 高周波に

比べてより短時間で安全かつ均一な治療を患者に提供

できるとされている｡ 一方､ 冷凍凝固バルーンアブレー

ションの長期予後については､ 今後の検証を待つこと

になる｡

脳梗塞リスクの層別化には､ CHADS2スコアなどを用

いる｡ ガイドラインではリスクに応じて経口抗凝固療

法を推奨している｡ しかしながら､ 実臨床では必ずし

もガイドライン通りに経口抗凝固薬が処方されていな

いことが明らかとなっている｡ 経口抗凝固薬としては､

古くからワルファリンが用いられているが､ ワルファ

リン服用患者ではおそらくは頭蓋内出血の懸念のため

多くの患者で投与量が不足している点が指摘されてお

り､ この場合､ 十分な脳梗塞予防効果が期待できない｡

これに対し､ 2011年以降､ 4種類のDOAC (direct-acting

oral anticoagulant：直接作用型経口抗凝固薬) が使用

可能となった｡ 比較的多数の症例で有効性と安全性が

検証されているDOACは､ ワルファリンに代わる選択

肢として大きな期待が集まっている｡

本講演では､ カテーテル治療と抗凝固療法を中心に心

房細動の最新治療について概説する｡

線維化心筋と心臓再同期療法：
左室Quadripolar Leadによる新たな展開

循環器内科
森 島 逸 郎
第50回ペーシング治療研究会

平成28年９月 名古屋
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虚血性心疾患における心臓再同期療法：
左室Quadripolar Leadによる新たな展開

循環器内科
森 島 逸 郎
Complex Cardiovascular Therapeutics 2016

平成28年10月 神戸

末梢治療におけるマイクロカテーテル
の選択

循環器内科
吉田路加､ 坪井英之､ 森島逸郎
森田康弘､ 高木健督､ 永井博昭
古井宏一､ 猪飼佳弘､ 柴田直紀
吉岡直輝､ 都築一仁
Complex Peripheral Angioplasty Conference2016

平成28年11月 豊橋

[ラウンドテーブル]

My Ever-Lasting Mirowski Fellowship

循環器内科
森 島 逸 郎
第63回日本不整脈心電学会学術集会

平成28年７月 札幌

当科における３年間に実施した食物
アレルギー児に対する経口食物負荷試験
の臨床的検討

小 児 科
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 川合裕規
稲川明良､ 伊藤貴美子､ 岩田晶子
中嶋義記

平野総合病院 小児科
近藤富雄

第119回 日本小児科学会学術集会

平成28年５月 札幌

【目的】当科における食物アレルギー児に対する経口

食物負荷試験(負荷試験)を実施した症例について臨床

的に検討する｡

【対象・方法】対象は食物アレルギーにより通院中の

患者で､ 2012年～2014年に負荷試験を実施した200例

(試験回数326回)｡ 患者背景､ 原因抗原 (食物)､ 合併

症などについて検討｡

【結果】平均年齢は3歳9か月､ 予め入院で実施または

負荷試験後に入院した症例は80回であった｡ Sampson

分類において､ グレード1､ 2､ 3､ 4がそれぞれ65､ 60､

8､ 7回､ アレルギー反応なし (陰性) は186回であっ

た｡ 抗原別の陽性回数/検査回数(陽性率)は､ 鶏卵と加

工食品が77/186回(41%)､ 牛乳と乳製品36/82回(44%)､

小麦21/38回(55%)､ 大豆2/7回(29%)､ その他4/13(31%)

であり､ 小麦の陽性率が高かった｡ 食物処理別陽性率

は､ 加熱全卵(卵白のみを含む)は45%､ 卵黄と加工食

品14%､ 牛乳50%､ 乳製品は25%であった｡

【考察】鶏卵の加工食品､ 乳製品はそのものに比べ陽

性率が低く､ 比較的安全に実施できると考えられた｡

小麦は陽性率が高く､ 負荷試験の実施には､ 他の食品

に比べ注意が必要と考えられた｡

【結論】負荷試験の陽性率は､ 鶏卵､ 牛乳で高かった

が､ 加工食品では低かったことから､ 除去解除のため

には､ そのものを負荷して陰性化を確認する必要があ

ると考えられた｡ 小麦は他の食品に比べ耐性の獲得が

難しいことが示唆された｡

異物誤飲による気管狭窄の一例

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119回日本小児科学会学術集会

平成28年５月 札幌

【はじめに】嗄声を主訴に受診した異物誤飲の1例を

経験したので報告する｡

【症例】10か月の女児｡ 生後1-2か月頃から喘鳴があっ

た｡ 9か月頃から嗄声が出現し､ 近医より精査目的で
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当科に紹介された｡ 受診時に胸部Xp､ 喉頭ファイバー

を施行したが異常所見は無かった｡ 上気道炎に伴う嗄

声として内服薬で経過観察した｡ その後も症状が持続

し頚部単純CTを施行｡ 気管の右方偏位､ 気管狭窄を

認め入院管理とした｡ 入院後､ MRI､ 造影CTを実施｡

食道壁の肥厚､ 食物残渣が存在し食道病変に伴う気管

狭窄と診断した｡ 全身麻酔下にて上部消化管内視鏡検

査を行った｡ 食道第一生理的狭窄部に柔らかいプラス

チックシート(22×18mmの直角三角形)の刺入を認め

摘出した｡ 病変部位は浮腫状であった｡ 翌日には喘鳴､

嗄声は軽快した｡ 摘出後2週間は経管栄養とし､ 入院

26日目に内視鏡検査を再検した｡ 食道病変は改善して

おり､ 内視鏡検査終了後､ 経口摂取を再開し入院31日

目に経過良好で退院した｡

【考察と結語】嗄声を主訴に受診し､ 異物誤飲が原因

であった症例を経験した｡ 当院で経験した異物誤飲症

例の多くが､ 誤飲した状況を家族が確認､ または､

Xpで確認できるものであった｡ 本症例は異物を誤飲

したところを家族が見ておらず､ 単純Xpで確認でき

なかった為､ 診断が困難であったと考えられた｡ 異物

摘出後は経過良好であった｡

読み書き困難がある児の臨床評価
―自験例をもとに―

小 児 科
藤井秀比古､ 川合裕規､ 福岡明日香
鹿野博明､ 稲川明良､ 伊藤貴美子
岩田晶子､ 藤塚純子､ 三谷真優
中嶋義記
第18回障害支援研究会

平成28年５月 岐阜

当科における食物アレルギー児に対する
経口食物負荷試験の臨床的検討

小 児 科
鹿 野 博 明
第24回西濃小児アレルギー研究会

平成28年５月 大垣

【目的】当科にて食物アレルギー児に対する経口食物

負荷試験(負荷試験)を実施した症例について臨床的に

検討する｡

【対象・方法】対象は食物アレルギーにより通院中の

患者で､ 2012年～2014年に負荷試験を実施した200例

(試験回数326回) について (検討１)｡ その中で､ 加

熱全卵 (卵) は165回､ 未加熱牛乳 (牛乳) は62回､

小麦は35回であった (検討２)｡ 患者背景､ 原因抗原

(食物)､ 特異的IgE値､ 合併症などについて検討した｡

【結果】 (検討１) 平均年齢は3歳9か月､ 予め入院で

実施または負荷試験後に入院した症例は80回であった｡

Sampson分類において､ グレード1､ 2､ 3､ 4がそれぞ

れ65､ 60､ 8､ 7回､ アレルギー反応なし (陰性) は186

回であった｡ 抗原別の陽性回数/検査回数(陽性率)は､

鶏卵と加工食品が77/186回(41%)､ 牛乳と乳製品36/82

回(44%)､ 小麦21/38回(55%)､ 大豆2/7回(29%)､ その

他4/13(31%)であり､ 小麦の陽性率が高かった｡ 食物

処理別陽性率は､ 加熱全卵(卵白のみを含む)は45%､

卵黄と加工食品14%､ 牛乳50%､ 乳製品は25%であっ

た｡ (検討２) 平均年齢は3歳10か月､ 予め入院で実施

または負荷試験後に入院した症例は56例 (74回) であっ

た｡ 負荷陽性は126回 (全陽性率48%:それぞれ卵45%､

牛乳50%､ 小麦60%) であった｡ 陽性例のSampson分

類は､ グレード1:60回､ 2:51回､ 3:8回､ 4:7回であっ

た｡ ステロイド剤点滴または､ エピネフリンを投与し

た症例は35回 (全体13%､ 卵:10%､ 牛乳:16%､ 小麦:

23%) であった｡ 特異的IgE値が､ class5・6と高値で

あった症例は22例 (27回) であった｡ 特異的IgE高値

例の陽性率は63%､ ステロイド剤または､ エピネフリ

ン投与は9回 (33%) であった｡ 卵､ 牛乳では特異IgE

高値例では陽性率が高く､ 負荷時に処置を必要とする

症例が多かった｡ 小麦は卵､ 牛乳に比べ陽性率が高い

ものの､ 特異IgE高値例の中にも､ 負荷陰性例が存在

した｡

【考察】鶏卵の加工食品､ 乳製品はそのものに比べ陽

性率が低く､ 比較的安全に実施できると考えられた｡

卵､ 牛乳では特異IgE高値例では陽性率が高く､ 負荷

試験の結果を推定できる可能性があること､ 小麦では

卵､ 牛乳に比べ陽性率が高いものの､ 特異IgE高値例

の中にも､ 負荷陰性例が存在し､ 特異的IgE値より､

負荷試験の結果を予想することは困難であると考えら

れた｡

【結論】負荷試験の陽性率は､ 鶏卵､ 牛乳で高かった
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が､ それぞれの加工食品では低かったことから､ 除去

解除のためには､ そのものを負荷して陰性化を確認す

る必要があると考えられた｡ 小麦は他の食品に比べ耐

性の獲得が難しいことが示唆された｡ 特異IgE高値例

の中にも､ 負荷陰性例が存在するため､ 除去解除のた

めには負荷試験が有用であると考えられた｡

体重減少､ 左頸部腫脹を伴ったビタミンD
欠乏性くる病の1例

小 児 科
加藤雅弘､ 鹿野博明､ 山田佑也
稲川明良､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記
第267回日本小児科学会東海地方会

平成28年６月 名古屋

【はじめに】近年乳幼児のビタミンD欠乏性くる病の

報告が増加している｡

【症例】2歳男児｡ 生来健康なパキスタン人である｡

主訴は体重減少｡ 身長80cm､ 体重10kg､ 左頸部の腫

脹､ O脚を認めた｡ 血清Ca 5.9mg/dl､ 25 (OH) D 5.4

ng/ml､ 血清P3.5mg/dl､ ALP2302IU/l､ intactPTH137pg/

mlであった｡ ビタミンD欠乏性くる病と診断し,ビタ

ミンD､ カルシウムの投与､ 栄養指導を行った｡

【考察】左頸部の腫脹は歯のエナメル質形成不全が原

因で生じた歯髄炎によるものと考えられた｡ 体重減少､

低Ca血症は､ 完全母乳栄養の継続や偏食,適度な日光

浴不足が原因と考えられた｡ 患児の出生は日本である

が同胞はみなパキスタンで出生していること､ 両親の

日本語の理解不足から乳幼児健診を受診できず､ 適切

な介入がされなかったためと考えられた｡

学習の困難を主訴に受診し音読検査を
施行された症例の臨床的特徴

小 児 科
藤井秀比古､ 川合裕規､ 福岡明日香
第115回日本小児精神神経学会

平成28年６月 横浜

【目的】学習の困難さを主訴に来院する児において､

全般的知能が正常で､ 問診から発達性読み書き障害

(発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱ;DD) が否定できない場合､ 当科では

音読検査を行い評価している｡ 音読検査の施行された

症例の臨床的特徴､ 検査所見および併存症を検討した｡

【対象】2013年5月から2016年4月までに､ 学習の困難

(学習の遅れ､ 読み書きが苦手等) を主訴に当科を受

診した15例｡

【方法】全般的知能が正常 (FIQ85以上) であること

を確認し､ 発達歴および読み書きチェック表の問診後､

稲垣ら１) の方法による音読検査 (単音連続読み､ 単

語速読､ 非単語速読､ 短文音読検査) を行った｡ 併存

症の有無は､ 成育歴､ ADHD-RS､ PARS､ 描画テスト

等を用いてDSM-5により診断・評価した｡

【結果】初診時の平均年齢9.1 (8-13) 才､ 男児12例､

女児3例､ 知能検査の平均FIQは､ 94.4 (85-118) であっ

た｡ 発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱの診断例は10例 (67％) を占めた｡

併存症としてAD/HD 8例 (53％)､ 自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症3例

(20％) および学校不適応3例 (20％) が認められた｡

親ガイダンス､ 学校への環境調整の働きかけは全例に

行った｡ 主に併存症に対して通級指導が6例 (40％)､

療育支援 (OT､ ST) 5例 (33％)､ 薬物療法2例 (13％)

が施行されていた｡

【考察】発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱの定量的評価おいて音読検査

が有用であった｡ 学習の困難さをもつ児の支援におい

て､ 背景となる併存症状を個別評価することが重要で

あった｡

腎外症候性腎炎の1例

小 児 科
山田佑也､ 中嶋義記､ 藤井秀比古
鹿野博明､ 稲川明良､ 加藤雅弘
第52回中部日本小児科学会

平成28年８月 岐阜

【緒言】急性糸球体腎炎は尿所見異常を認める頻度が

高いが､ 尿所見異常が存在しない､ もしくは非常に軽

微で､ 腎外症状である浮腫や高血圧を主症状とする非

典型例の報告があり､ 腎外症候性腎炎と呼ばれている｡

【症例】7歳男児｡ 浮腫を主訴に近医より紹介された｡

体重25.8kg(平常時+3.5kg)､ 血圧138/98mmHg｡ 眼瞼と
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両下腿に浮腫を認めた｡ 尿検査では潜血1+､ 蛋白1+､

血液検査では低補体血症(C3:11mg/dL､ CH50:9U/mL)

を認めた｡ 入院とし安静・水分制限・食事療法を行い

浮腫､ 高血圧は速やかに改善した｡ 入院後の尿検査は

潜血､ 蛋白とも陰性であった｡ 入院13日目に腎生検を

施行し腎外症候性腎炎と確定診断した｡

【考察】浮腫､ 高血圧を認めた際､ 尿所見に乏しくて

も腎炎を鑑別に挙げ血清補体を測定することが診断の

糸口となる｡ 腎生検の要否に関して諸説あるが､ 確定

診断のための施行も考慮される｡

当科で経験した発達性ディスレクシア
の臨床的検討

小 児 科
藤井秀比古､ 福岡明日香､ 藤塚純子
三谷真優､ 加藤雅弘､ 山田佑也
稲川明良､ 鹿野博明､ 岩田晶子
中嶋義記
第173回岐阜県小児科懇話会

平成28年９月 岐阜

発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱ (Developemental Dyslexia;DD)は､ 全

般的知能が正常で学習意欲があるにもかかわらず､ 読

み書きの発達が特異的に障害される｡ 当科で経験した

発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱの７例について､ その臨床的特徴､ 心

理発達検査所見および併存症の特徴を検討した｡

【対象】2013年5月から2016年4月までに､ 学習の困難

(学習の遅れ､ 読み書きが苦手等) を主訴に当科を受

診し､ 発達性ﾃﾞｲｽﾚｸｼｱの診断基準を満たした７例｡

【方法】 全般的知能が正常 (FIQ85以上) であるこ

とを確認し､ 稲垣らの方法による音読検査 (単音連続

読み､ 単語速読､ 非単語速読､ 短文音読検査) を行い､

併存症の有無は､ 成育歴､ ADHD-RS､ PARS､ 描画テ

スト等を用いてDSM-5により診断・評価した｡

【結果】 平均年齢は9.4歳､ 男女比6：1､ 全般的知能

は平均93.9､ 下位検査では注意記憶 (WM)が他の下位

検査に比して優位に低値であった｡ 併存症としてAD/

HD (47 ％) が多く､ 自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症､ 学校不適応が

認められた｡ 通級指導が7例中5例､ 併存症に対しての

薬物療法2例､ 療育 (OT､ ST)1例が施行されていた｡

当科における食物アレルギー児に対する
経口食物負荷試験の臨床的検討

小 児 科
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 加藤雅弘
山田佑也､ 稲川明良､ 岩田晶子
中嶋義記

平野総合病院 小児科
近藤富雄
第53回日本小児アレルギー学会

平成28年10月 前橋

【目的】当科にて食物アレルギー児に対する経口食物

負荷試験(負荷試験)を実施した症例について臨床的に

検討する｡

【対象・方法】食物アレルギーにより通院中で､ 2012

年～2014年に負荷試験を実施した200例(負荷数326回)

を対象とした｡ その中で､ 加熱全卵 (卵) は165回､

未加熱牛乳 (牛乳) は62回､ 小麦は35回であった｡ 患

者背景､ 原因抗原 (食物)､ 合併症などについて検討

した｡

【結果】平均年齢は3歳10か月､ 予め入院で実施また

は負荷試験後に入院した症例は56例 (74回) であった｡

負荷陽性は126回 (全陽性率48%:それぞれ卵45%､ 牛

乳50%､ 小麦60%) であった｡ 陽性例のSampson分類

は､ グレード1:60回､ 2:51回､ 3:8回､ 4:7回であった｡

ステロイド剤点滴または､ エピネフリンを投与した症

例は35回 (全体13%､ 卵:10%､ 牛乳:16%､ 小麦:23%)

であった｡ 特異的IgE値が､ class5・6と高値であった

症例は22例 (27回) であった｡ 特異的IgE高値例の陽

性率は63%､ ステロイド剤または､ エピネフリン投与

は9回 (33%) であった｡

【考察】卵､ 牛乳に比べ小麦は陽性率が高く､ 負荷試

験の実施には他の食物に比べ注意が必要と考えられた｡

特異IgE高値例では陽性率が高く､ 負荷時に処置を必

要とする症例が多かった｡

【結論】小麦は他の食品に比べ耐性の獲得が難しいこ

とが示唆された｡ 特異IgE高値例の中にも､ 負荷陰性

例が存在するため､ 除去解除のためには負荷試験が有

用であると考えられた｡
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経母乳感染が疑われたB群連鎖球菌
(GBS) 敗血症の2例

小 児 科
山田佑也､ 中嶋義記､ 藤井秀比古
鹿野博明､ 稲川明良､ 加藤雅弘
岩田晶子
第20回東海小児感染症研究会

平成28年10月 名古屋

【はじめに】遅発型GBS感染症は感染経路が多様で不

明なものも多いが､ 経母乳感染も感染経路の一つとし

て挙げられている｡ GBS敗血症の感染経路として経母

乳感染が疑われた2例を経験したので報告する｡

【症例1】日齢3に経産道感染､ 日齢15､ 34に経母乳感

染によるGBS敗血症を反復した女児｡ 母の産前膣スク

リーニング検査でGBS培養は陰性｡ いずれのGBS敗血

症も抗菌薬治療に反応し臨床症状､ 血液検査値は改善

した｡ 反復性に血液培養でGBS陽性となったため感染

経路を検索したところ､ 母が児の日齢14に乳腺炎を発

症していた事が分かった｡ そこで母乳培養と両親の咽

頭培養を施行し､ いずれからもGBS陽性であった｡

母乳栄養を一度中止し､ 両親の抗菌薬内服と手洗い

の徹底を指示した｡ 以後GBS敗血症の再発は見られな

かった｡

【症例2】2ヵ月女児｡ 産前膣スクリーニング検査で

GBS培養は陽性｡ 早発型GBS感染症の既往無し｡ 発熱

と活気不良を主訴に受診した｡ 受診同日に母も乳腺炎

で発熱しており､ 抗菌薬治療が開始されていた｡ 血液

検査では炎症反応の上昇を認めたが､ 髄液と尿検査で

は明らかな異常は無かった｡ 各種培養を提出した上で

抗菌薬治療を開始した｡ 翌日に血液培養でGBS陽性の

報告があった｡ 症例１を踏まえて母乳栄養を中止し､

母乳培養を施行したところGBS陽性であった｡ 母の抗

菌薬内服継続と手洗いの徹底を指示した｡ 児の抗菌薬

治療終了後もGBS敗血症の再発は見られなかった｡

【考察】遅発型GBS感染症の感染経路として経母乳感

染を考慮する必要がある｡ 遅発型のGBS感染症を診断

した場合には､ 母の乳腺炎症状の有無を問診し､ 母乳

栄養を中止し､ 母乳の培養検査を施行する事が再発予

防と感染経路の把握に有用である可能性がある｡

弛張熱､ 関節痛で発症した若年性特発性
関節炎の13歳女子例

小 児 科
加藤雅弘､ 岩田晶子､ 山田佑也
稲川明良､ 鹿野博明､ 藤井秀比古
中嶋義記
平成28年度第2回岐阜県小児科医会・

第45回西濃小児科医会学術講演会

平成28年10月 大垣

【はじめに】全身型若年性特発性関節炎は１関節以上

の関節炎､ 弛張熱､ 発疹を特徴とする｡ 治療中に最も

注意すべきなのはマクロファージ活性化症候群の合併､

併発である｡

【症例】13歳女子｡ 主訴は弛張熱､ 関節痛｡ 身長138.

0cm(-3.3SD)､ 体重44.0kg(-0.6SD)体温37.6℃｡ 胸腹部

には異常は認めず､ 鼠径部リンパ節の腫脹､ 手関節､

足関節腫脹と同部位に圧痛を認めた｡ CRP 24.86mg/dL､

WBC 7430/μL､ fib 638mg/dL､ フェリチン315.6ng/mL､

MMP-3 3151ng/mL､ 抗CCP抗体陰性､ リウマチ因子

陰性であった｡ 各膠原病､ 感染症の否定と弛張熱､ 関

節痛､ 一過性の発疹から全身型若年性特発性関節炎と

診断した｡ ステロイドパルス2クール施行し､ 後療法

はプレドニゾロン1.0mg/kg/日で経過観察した｡ 解熱

し､ 関節症状は消失､ 全身状態良好で経過は順調であっ

た｡ プレドニゾロンは漸減し症状はみられなかったが､

入院48日目の血液検査でAST 1332IU/L､ ALT 2951

IU/L､ LDH 1138IU/L､ Fib 208mg/dL､ フェリチン746.9

ng/mLと重症肝障害､ 高フェリチン血症が認められ､

マクロファージ活性化症候群を合併・併発した｡

【考察】典型的な症状であったが診断基準を満たすた

め２週間の弛張熱であることを確認したことで､ 若年

性特発性関節炎の診断を確実なものとした｡ 今回は､

生化学的検査の異常と骨髄での血球貪食像のみがみら

れる潜在性マクロファージ活性化症候群と考えられた｡

マクロファージ活性化症候群の死亡率は20％と高く､

たとえ全身状態が良好であろうとも､ 定期的な血液検

査をおこなっていく事が大切である｡
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当科における特異的 IgE高値の食物
アレルギー症例に対する経口食物負荷
試験の臨床的検討

小 児 科
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 加藤雅弘
山田佑也､ 稲川明良､ 岩田晶子
中嶋義記

平野総合病院 小児科
近藤富雄
オータムセミナー2016

平成28年11月 本巣

【目的】当科にて食物アレルギー児に対する経口食物

負荷試験(負荷試験)を実施した症例について臨床的に

検討する｡

【対象・方法】食物アレルギーにより通院中で､ 2012

年～2014年に負荷試験を実施した200例(負荷数326回)

を対象とした｡ その中で､ 加熱全卵 (卵) は165回､

未加熱牛乳 (牛乳) は62回､ 小麦は35回であった｡ 患

者背景､ 原因抗原 (食物)､ 合併症などについて検討

した｡ さらに､ 特異的IgE class5・6の症例(高値例)に

ついて､ 現在の通院・負荷食品の制限の状況について

検討した｡

【結果】平均年齢は3歳10か月､ 予め入院で実施また

は負荷試験後に入院した症例は56例 (74回) であった｡

負荷陽性は126回 (全陽性率48%:それぞれ卵45%､ 牛

乳50%､ 小麦60%) であった｡ 陽性例のSampson分類

は､ グレード1:60回､ 2:51回､ 3:8回､ 4:7回であった｡

ステロイド剤点滴または､ エピネフリンを投与した症

例は35回 (全体13%､ 卵:10%､ 牛乳:16%､ 小麦:23%)

であった｡ 特異的IgE高値例は22例 (27回) であった｡

特異的IgE高値例の陽性率は63%､ ステロイド剤また

は､ エピネフリン投与は9回 (33%) であった｡ RAST

高値例の2016年の状態は負荷陽性例では､ 71%が摂取

に制限が続いており､ 負荷陰性例の80%が除去解除で

きていた｡

【考察】特異的IgE値が高値になるほど､ ステロイド

剤､ エピネフリン投与例が増える傾向があり､ 注意が

必要であると考えられた｡ 特異IgE高値例の2～4年後

の状況では､ 負荷陽性例の多くが摂取に制限が続いて

いること､ 負荷陰性例であっても解除できていない例

があり､ 除去解除が難しいと考えられた｡

【結論】特異IgE高値例では陽性率が高く､ 負荷時に

処置を必要とする症例が多かった｡ 特異IgE高値例の

中にも､ 負荷陰性例が存在するため､ 除去解除のため

には負荷試験が有用であると考えられた｡ 特異IgE高

値例で､ 負荷陰性例において他の食品の制限､ 他のア

レルギー疾患により通院が続いている例がみられた｡

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
第48回東海抗菌化学療法研究会

平成28年11月 名古屋

【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2016年8月までに当科に

てTBPM-PIを投与された47例 (外来38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3歳6か月､ 性別は男子25例､ 女子

22例､ 診断名は肺炎28例､ 肺炎・中耳炎合併3例､ 中

耳炎7例､ 気管支炎3例､ 咽頭炎6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5日間が最多の36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 11例､ CDTR

7例､ CFPN 3例であった｡ 投与前後に血液検査を実

施できた19例､ 全例で投与後のCRP値､ WBC数が低

下した｡ 培養検査は25例で実施され､ 検出した菌種は､

H.influenzae 11例､ S.pneumoniae 9例､ M.catarrhalis

4例､ およびS.aureus 3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21例､ 2日後が4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

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｡
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当科における３年間に実施した食物アレル
ギー児に対する経口食物負荷試験の臨床的
検討

小 児 科
立川優果､ 山田佑也､ 加藤雅弘
稲川明良､ 鹿野博明､ 岩田晶子
藤井秀比古､ 中嶋義記
第174回岐阜県小児科懇話会

平成28年12月 岐阜

気道感染症に伴い横紋筋融解症を呈し､ 呼吸不全に陥っ

た福山型先天性筋ジストロフィーの一例

【はじめに】福山型先天性筋ジストロフィー(FCMD)

患児では､ 発熱を伴う軽微な感染を契機に横紋筋融解

症と筋力低下の増悪をきたすことがある｡ 急激な筋力

低下に伴い呼吸不全に陥った一例を経験した｡

【症例】1歳3か月の男児｡ 4か月健診で筋緊張低下を

指摘され､ 精査の結果FCMDと診断され外来経過観察

中である｡ 数日持続する発熱と咳嗽を主訴に近医より

紹介受診した｡ 受診時体幹四肢の筋力低下を認めた｡

血液検査ではCRP0.86mg/dL､ 白血球数8060/μLと炎

症反応の上昇は軽度であったが､ CK30960IU/Lと著明

な上昇を認めた｡ 入院加療を開始したが数時間後に急

激に呼吸状態が悪化し､ 人工呼吸器管理を開始した｡

徐々に筋力は回復し､ CKも入院時を最高値としその

後低下した｡ 入院14日後に人工呼吸器から離脱した｡

【考察】FCMD患児の発熱時には､ 致死的な状態に陥

る可能性も考慮し慎重に管理する必要がある｡

気道感染症に伴い横紋筋融解症を呈し､
呼吸不全に陥った福山型先天性筋ジス
トロフィーの一例

小 児 科
立川優果､ 山田佑也､ 加藤雅弘
稲川明良､ 鹿野博明､ 岩田晶子
藤井秀比古､ 中嶋義記
第174回岐阜県小児科懇話会

平成28年12月 岐阜

第269回日本小児科学会東海地方会

平成29年２月 名古屋

【はじめに】福山型先天性筋ジストロフィー(FCMD)

患児では､ 発熱を伴う軽微な感染を契機に横紋筋融解

症と筋力低下の増悪をきたすことがある｡ 急激な筋力

低下に伴い呼吸不全に陥った一例を経験した｡

【症例】1歳3か月の男児｡ 4か月健診で筋緊張低下を

指摘され､ 精査の結果FCMDと診断され外来経過観察

中である｡ 数日持続する発熱と咳嗽を主訴に近医より

紹介受診した｡ 受診時体幹四肢の筋力低下を認めた｡

血液検査ではCRP0.86mg/dL､ 白血球数8060/μLと炎

症反応の上昇は軽度であったが､ CK30960IU/Lと著明

な上昇を認めた｡ 入院加療を開始したが数時間後に急

激に呼吸状態が悪化し､ 人工呼吸器管理を開始した｡

徐々に筋力は回復し､ CKも入院時を最高値としその

後低下した｡ 入院14日後に人工呼吸器から離脱した｡

【考察】FCMD患児の発熱時には､ 致死的な状態に陥

る可能性も考慮し慎重に管理する必要がある｡

サルモネラ腸炎を契機に可逆性の脳梁膨大部
病変を伴う軽症脳炎・脳症 (MERS) を発症
し経過中に横紋筋融解症を伴った1例

小 児 科
加藤雅弘､ 山田佑也､ 稲川明良
鹿野博明､ 岩田晶子､ 藤井秀比古
中嶋義記
第175回岐阜県小児科懇話会

平成29年３月 岐阜

【はじめに】サルモネラ腸炎は重症脳炎等の腸管外合

併症を伴う事が知られている｡ 今回我々は､ サルモネ

ラ腸炎を契機に可逆性の脳梁膨大部病変を伴う軽症脳

炎・脳症 (MERS) を発症し､ 経過中に横紋筋融解症､

急性腎障害を伴った1例を経験した｡

【症例】9歳男児｡ 発熱､ 嘔吐､ 下痢､ 意識障害を主

訴に受診した｡ 血液検査でCK:4,549IU/L､ Cre:3.79mg/

dLと横紋筋融解症､ 急性腎障害を認めた｡ 入院時の

便培養からsalmonella O40が検出された｡ 急性胃腸炎

と診断し急速輸液､ 抗菌薬治療を行い全身状態は安定

したが､ 意識障害が遷延した｡ 頭部MRI拡散強調画

像で脳梁膨大部に高信号域を認め､ MERSと診断した｡

支持療法に加えステロイドパルス療法､ γ-グロブリ

ン大量療法を施行した｡ 翌日から徐々に意識状態が改
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善し､ 入院5日目には意識清明となった｡ 現在外来観

察中であるが神経学的後遺症は認めていない｡

【考察】サルモネラ腸炎による横紋筋融解症､ MERS

の作用機序は明確になっていないが､ 意識障害が遷延

する場合は積極的に頭部MRIを施行し､ 早期に治療介

入することが大事である｡

哺乳時の呼吸状態悪化を契機に診断に
至ったGrossE型食道閉鎖症の新生児例

第２小児科
沼田侑也､ 加藤祥子､ 本部和也
橋本美緒､ 田中 亮､ 伊東真隆
野村羊示､ 太田宇哉､ 西原栄起
倉石建治
第119回日本小児科学会学術集会

平成28年５月 札幌

【はじめに】先天性食道閉鎖症は出生児の0.01～0.04

%に認められる疾患で､ GrossA-Eの5種に分類される｡

Gross E型は食道閉鎖を伴わず気管食道瘻孔のみ存在

しており､ H型食道気管瘻とも呼ばれる｡

【症例】在胎34週0日､ 出生体重1958gの女児｡ 切迫早

産の為自然分娩にて出生した｡ Apgar scoreは1分値

4点､ 5分値8点｡ 出生時は自発呼吸が乏しくマスク＆

バッグで蘇生した｡ 入院時より哺乳時や睡眠中に無呼

吸発作があった｡ 日齢3に､ 経管栄養施行後に腹臥位

とした直後より徐脈を伴う陥没呼吸を認め､ マスク＆

バッグでの蘇生を要した｡ 喉頭展開した際に､ 気管内

に大量のミルクを認めた｡ 気管支ファイバーで観察し､

経管栄養を中止して人工換気療法を行った｡ 日齢7に

CT検査施行し､ 食道と気管に連続性の低吸収を認め

たため気管食道瘻を疑い､ 日齢8に上部消化管造影検

査を施行した｡ Th2-3の高さで気管食道瘻を確認し､

GrossE型先天性食道閉鎖症と診断した｡ そのほか合併

奇形を認めなかった｡

【考察】本症は非常にまれな疾患であり､ 食道が盲端

となっていないため､ 幼少期に診断に至らず成人で初

めて診断に至ったとの報告もある｡ 哺乳に関連した呼

吸状態悪化を認める場合には鑑別する必要がある｡

＊抄録提出後にさらにE型食道閉鎖症例を経験したた

め､ 2例での報告とした｡

孤立性総肺静脈還流異常症2a型の
術式による予後の検討

第２小児科
野村羊示､ 加藤祥子､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治

胸部外科
玉木修治

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第119回日本小児科学会

平成28年５月 札幌

【背景】孤立性の総肺静脈還流異常症(iso-TAPVD)の

Darling分類2a型ではcut back法が汎用されてきたが､

術後に肺静脈狭窄を経験することは少なくない｡ 一方

で､ 左房後壁転位術(left atrial posterior wall flap:LAPF)

が､ 術後の肺静脈狭窄の予防に有用との報告がある｡

【目的】孤立性総肺静脈還流異常症2a型に対する術式

の優劣を予後に基づいて検討する｡

【対象】1990年から2015年に当院で心内修復術を行っ

たiso-TAPVD2aの7例と4型(2a+1a)の1例｡

【方法】cut back法群(C群)3例とLAPF法群(L群)5例の

2群間で､ 肺静脈狭窄や不整脈治療の有無､ 運動機能

について診療録より後方視的に検討した｡ 統計はMann-

WhitneyのU検定で行い､ 結果は中央値(範囲)で示した｡

【結果】観察期間はC群20.3(0.5̃20.6)年､ L群6.3 (3.9̃

11.6) 年だった｡ 心臓超音波検査による最終外来受診

時の肺静脈の流速はC群1.3(0.96̃2.9)m/s､ L群0.81 (0.72̃

1.13) m/s (P=0.053) で､ C群の1例で肺静脈狭窄のた

め再手術が行われた｡ 不整脈については､ C群の1例

で完全房室ブロックのためペースメーカー植え込みを

要し､ 1例で心房頻拍のため抗不整脈の投与を要した｡

L群では遠隔期に治療を要する不整脈はなかった｡ ま

たC群､ L群共に運動制限を要する症例はなかった｡

【結論】iso-TAPVD2aに対する術式は､ 従来のcut back

法よりLAPF法の方が､ 術後の肺静脈狭窄の予防のみ

ならず､ 不整脈予防の点でも優れている可能性がある｡
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遺伝子異常が判明したQT延長症候群
の発見契機

第２小児科
倉石建治､ 加藤祥子､ 野村羊示
太田宇哉､ 伊東真�､ 西原栄起

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生

日本医科大学 心臓血管集中治療科
清水 渉
第119回日本小児科学会

平成28年５月 札幌

【背景】QT延長症候群 (LQT) は､ 学校心臓検診以

外に発見の機会が少ない｡ 他疾患での入院時に発見さ

れず､ モニターはもちろん12誘導心電図で気付かれな

いこともある｡

【目的】遺伝子異常を持つLQTの発見契機を見直し､

早期発見の方法を探ること｡

【対象】2007～2015年の間に当院で遺伝子異常の判明

した小児LQT患者14人｡ 男女比は8:6で､ 遺伝子型は

1型10､ 2型3､ 3型1人､ 発見前の失神は2人であった｡

【方法】診療記録からの後方視的検討｡

【結果】発見契機は､ 学校検診が9人 (小学校1年時

2人､ 4年時5人､ 中学校1年時2人) で､ 兄弟がLQTの

ためが2人､ 心室細動が1人､ 肺動脈弁狭窄で通院中が

1人､ 心室期外収縮で通院中が1人であった｡ 小児科入

院歴のある患者が4人いたが､ うち低出生体重児の双

生児である2型の2人は心電図検査を行っていない｡

1型の1人は胎児徐脈のため入院し､ 小学校3年時に溺

水で救命されたが小学校4年の検診まで診断されなかっ

た｡ 1型のもう1人は生後2ヶ月時に他院で肺動脈弁バ

ルーン拡大をうけたが､ 1歳5ヶ月時の心電図で診断さ

れた｡

【考察】LQTは初発症状が重篤なため発症前の診断が

望ましいが､ 小児科入院時や小学校1年時の検診で発

見されない場合がある｡ また､ 時には正常心電図の場

合もあり､ 複数回の検査も重要である｡ 早期発見のた

めには乳幼児期にもLQTの発見を目的とした心電図検

診/検査が必要と思われた｡

免疫グロブリン(IVIG)大量療法不応の
低リスク群にも関わらず初回IVIG不応
であった症例に関する検討

第２小児科
山田佑也､ 西原栄起､ 加藤祥子
野村羊示､ 太田宇哉､ 倉石建治

小 児 科
稲川明良､ 鹿野博明､ 岩田晶子
藤井秀比古､ 中嶋義記

揖斐厚生病院 小児科
伊藤貴美子

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第36回東海川崎病研究会

平成28年５月 名古屋

第36回日本川崎病学会・学術集会

平成28年10月 横浜

【はじめに】小林らは､ 初回IVIGに対する不応例を

予測するためのスコア(以下群馬スコア)を提唱し､ 高

リスク群へのIVIG+プレドニゾロン併用の有効性を報

告した｡ ただし群馬スコア低リスク群の患者でも､ 一

定数のIVIG不応症例は存在し､ その対応が問題とな

る｡ そこで群馬スコア低リスク群において､ IVIG不

応症例の予測因子を明らかにするために臨床的特徴に

ついて検討を行った｡

【方法】2012年3月から2016年3月に当院で入院加療を

行った川崎病252症例について､ 診療録を用いて後方

視的に調査した｡ 群馬スコア低リスク群のうち､ 初回

治療としてIVIGを施行した156例について､ 患者背景､

IVIG施行前の血液検査値､ IVIG施行前後の血液検査

値の変化率､ 治療後の転帰に関して､ IVIG不応群

(N群)と有効群(E群)間で比較検討した｡

【結果】本研究期間に当院で入院加療を行った川崎病

患者は252例で､ 低リスク群は166例(66%)であった｡

このうち初回治療としてIVIGを施行した156症例で検

討を行った｡ N群は16例(10％)､ E群は140例(90%)だっ

た｡ 両群間で診断時年齢､ 診断病日､ 診断時の主要症

状出現頻度に有意差を認めなかった｡ また､ IVIG施

行前の血液検査値(表1)でも､ いずれの項目でも有意

差は認めなかった｡ 初回IVIG施行前と2日後の血液検

査値の変化率(IVIG施行前後の値の差をIVIG施行前の

値で割ったもの)を比較した(表2)｡ N群ではE群に比べ
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て血清Na値と好中球比率の変化率が小さく､ 逆に血

小板数の変化率は大きく､ それぞれ有意差を認めた｡

AST､ ALT､ CRPの変化率では有意差を認めなかった｡

急性期治療終了後の患者の転帰に関しては､ N群の13

%､ E群の2%で冠動脈の一過性拡張を認めたが､ 両群

間で有意差は認めなかった｡ 冠動脈瘤を生じた症例は

無かった｡

【考察】今回のN群とE群間の比較検討では､ 患者背

景とIVIG施行前の血液検査値において有意差を認め

なかった｡ IVIG施行前の不応予測は困難であると考

えられる｡ 一方､ IVIG施行前後の血清Na値､ 好中球

比率､ 血小板数の変化率で有意差を認めた｡ これらは

群馬スコア低リスク群においてIVIG不応の予測因子

となる可能性がある｡ また､ 今回の検討では冠動脈瘤

を生じた症例は無く､ 初回IVIG不応で追加治療の必

要があっても､ 最終的に冠動脈瘤を生じないのであれ

ば､ 冠動脈瘤形成のリスクに関しても､ 群馬スコアに

よる層別化が有用かもしれない｡

【結語】群馬スコア低リスク群において､ IVIG施行

前の不応予測は困難だが､ 試行前後での血清Na値､

好中球比率､ 血小板数の変化率がIVIG不応の予測因

子となる可能性がある｡

TCPC後の蛋白漏出性胃腸症(PLE)に伴う
低IgG血症に対し､ 皮下注免疫グロブリン
(SCIG)による在宅免疫グロブリン補充療法
を導入した1例

第２小児科
山田佑也､ 太田宇哉､ 野村羊示
西原栄起､ 倉石建治

胸部外科
柚原悟史､ 大河秀行､ 長谷川広樹
横手 淳､ 横山幸房､ 玉木修治

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第52回日本小児循環器学会総会・学術集会

平成28年７月 東京

【緒言】2014年､ 本邦でも免疫グロブリン補充療法を

要する患者に対しSCIGの使用が健康保険適応となっ

た｡ SCIGは静注製剤と比較し､ 緩徐な吸収による血

清IgGの安定化､ 全身性副作用の低減､ 在宅補充によ

る生活の質向上が期待される｡ 今回我々は､ TCPC術

後のPLEに伴う低IgG血症に対し､ SCIGによる在宅免

疫グロブリン補充療法を導入した1例を経験したので

報告する｡

【症例】左心低形成症候群(HLHS)の21歳男性｡ 日齢

23にNorwood手術､ 1歳時に両方向性Glenn手術+肺動

脈形成術､ 5歳時にTCPC(16mm)を施行した(術前肺血

管抵抗=2.3WoodU・m2､ PA index=81mm2/m2)｡ TCPC

術後5年でPLEと診断した｡ 薬物治療としてヘパリン､

抗アルドステロン薬､ ループ利尿薬､ 肺血管拡張薬内

服を行った｡ 15歳時に左肺動脈狭窄に対しステント留

置､ 17歳時に導管狭窄に対しfenestrated re-TCPC(20

mm)を行った｡ しかしPLE症状は増悪緩解を繰り返し､

経年的に悪化傾向である｡ 2010年8月より､ 感染症等

による症状増悪時に静注免疫グロブリン(IVIG)の補充

が必要となった｡ そこで2015年3月､ SCIGの在宅補充

を導入した｡ 8g/週(154 mg/kg/週)では血清IgGの上昇

を認めず､ 16g/週(307mg/kg/週)に増量した｡ SCIG使

用前と16g/週の補充を比較し､ 血清IgGは370→484mg/

dLと上昇､ 血清アルブミンは2.7→2.4g/dLとやや低下､

入院日数は4.7→1.2日/月と減少､ 医療費は98→105万

円/月と微増した｡ SCIGの副作用は皮下注部の発赤・

疼痛のみで､ 継時的に改善傾向である｡

【考察】低ガンマグロブリン血症では､ 世界保健機関

(WHO)は血清IgGトラフ値を500mg/dL以上に保つよう

勧告している｡ 本症例ではSCIGにより血清IgGが500

mg/dL近くまで上昇し､ 感染症による入院の回避に効

果があった｡ 現在､ PLE患者に対するSCIGによる免

疫グロブリン補充療法の報告はない｡ 原発性免疫不全

症患者での維持投与量は87.8̃213.2mg/kg/週であり､

本症例では307mg/kg/週とより多くの投与量を要した｡

PLE患者への維持投与量は症例毎に異なると考えられ､

重症度に応じた個別の検討が必要である｡

ダウン症候群に伴う先天性心疾患の特徴

第２小児科
倉石建治､ 山田佑也､ 野村羊示
太田宇哉､ 西原栄紀
第52回日本小児循環器学会総会・学術集会

平成28年７月 東京
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【背景】ダウン症候群は40～50%に先天性心疾患

(CHD)を合併し､ 房室中隔欠損症(AVSD)が多いなど

様々な特徴がある｡ しかしその全貌は未だ明らかでは

ない｡

【目的】ダウン症候群に合併する先天性心疾患につい

て明らかにすること｡

【対象】2005年4月～2015年8月の間に当科を受診した

ダウン症候群患者141例｡ 男女比は80対61､ 初診日は

1987～2015年､ 観察期間は31日～28.4年(中央値9.8年)､

最終受診時年齢は38日～36歳10か月(中央値9.9歳)で

ある｡

【方法】後方視的検討｡

【結果】小さなASDを除くCHDは83例=59%に認めた｡

カテーテル治療を含む心臓手術を受けたものは61例=

43%(うち開心手術48例=34%)であった｡ CHDの内訳

は延べ数で心室中隔欠損症(VSD)38/83例=46%､ 動脈

管開存症(PDA)35/83例=42%(うちPDA単独17例､ 自然

閉鎖5例､ カテーテル治療7例)､ 心房中隔欠損症(ASD)

16/83例=19%(うちASD単独9例)､ AVSD16/83例=19%

(うちフォンタン手術後1例を含む片側心室低形成2例)､

ファロー四徴症(TOF)7/83例(肺動脈閉鎖3例を含む) =

8%､ 大動脈縮窄(CoA)4/83例=5%､ 二尖大動脈弁4/83

例=5%､ 両大血管右室起始1/83例=1%､ エプスタイン

奇形1例で､ その他に肺高血圧合併57/83例=69%(うち

遠隔期重度遺残4/83例=5%)､ 小さなASD43例(うち

自然閉鎖13例､ 手術なし遺残12例)があった｡ VSDの

部位は漏斗部1例､ 傍膜様部33例､ 筋性部3例とほとん

どが傍膜様部で､ 自然閉鎖をうち10例に認めた｡

CHD関連死は6/83例=7%でうち4例が肺高血圧合併例

であった｡

【考察】当院では今までの報告よりCHDの頻度が高

かったが､ 消化器疾患19例(13%)､ 白血病5例(3.6%)と

他疾患も多かった｡ 一般人口と比較するとCHDの割

合はAVSDとPDAとASDが多く､ TOFもやや多く､ VSD

とCoAは同等で､ 単独の半月弁狭窄や大血管転位はな

かった｡ また､ 小さなASDを多く認めた｡ 肺高血圧は

多いが手術や成長によりほとんどが消失し､ 重度肺高

血圧の遺残は生存2､ 死亡2例と比較的少なかった｡

10年間の胎児心臓超音波スクリーニング

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
第52回日本小児循環器学会総会・学術集会

平成28年７月 東京

【背景】以前より当院では異常を疑われた症例や家族

歴のある妊婦を対象に胎児心臓超音波検査を施行して

きた｡ 2009年から胎児心臓超音波検査が高度先進医療

として認可を受け､ 産婦人科と協力し胎児外来を開設

した｡ 2010年より保険適応となり､ 家族歴のある妊婦

や精査を希望される妊婦が増加傾向にある｡ 当科が関

わった胎児心臓超音波検査のスクリーニング症例につ

いて報告する｡

【方法】2006年1月より2015年12月の10年間に施行し

た胎児心臓超音波検査全370例中､ 胎児異常､ 双胎な

どを除いたスクリーニング症例122例を対象とし後方

視的に検討した｡

【結果】前半の5年間に受診されていたのは20例であ

り後半5年は102例と増加傾向であった｡ 122例中の内

訳はnuchal translucency(以下NT)12例､ 家族歴が54例､

精査希望が56例であった｡ 平均在胎週数はNT 23.0週

(range20-28週)､ 家族歴25.7週(range19-36週)､ 精査希

望26.1週(range17-37週)であった｡ 受診時平均年齢は

NT 30.8歳(range21-39歳)､ 家族歴30.6歳(range21-41歳)､

精査希望33.5歳(range21-45歳)であった｡ 胎児期に心疾

患が判明したのはNT 1例(SVCabsent)､ 家族歴1例

(VSD)であった｡ 出生後に心疾患と診断したのは､ 家

族歴1例(PDA)､ 精査希望2例(VSD,ASD)であった｡

【まとめ】胎児評価を行う専門外来を受診される症例

は一般人口に比して先天性心疾患の割合が4.1％と高

いものであった｡ 精査希望で受診される症例は高齢の

傾向があった｡ 出生後に診断した3例中2例に関しては

胎児診断は困難であり一定の効果はあったと考える｡

急性､ 劇症型心筋炎の臨床像

第２小児科
野村羊示､ 山田祐也､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治
第52回日本小児循環器学会総会・学術集会
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平成28年７月 東京

【背景】心筋炎は無症状に経過する自然治癒例から突

然死の症例まで多様である｡ 補助循環を導入し急性期

を乗り越えれば予後良好な症例があり､ 早期診断と重

症例の早期治療が必要である｡

【目的】心筋炎の臨床像を検討し､ 早期診断に有用な

症状と臨床所見を明らかにする｡

【方法】1990年1月～2015年10月の間に､ 心筋炎の診

断で当院に入院した15歳以下の15例(男8､ 女7)を診療

録より後方視的に検討した｡

【結果】病型は劇症3例､ 急性12例で､ 診断時年齢の

中央値は7.3歳(2ヶ月̃15歳)､ 観察期間は4.5年(6ヶ月̃

25年)だった｡ 診断時症状は､ 活気不良11例(73%)､ 食

思不振/哺乳不良11例(73%)､ 消化器症状9例(60%)､ 努

力呼吸/呼吸困難感9例(60%)だった｡ 診断時の発熱は

2例のみだった｡ 診断時の身体所見は頻脈11例(73%)､

顔色不良10例(67%)､ 末梢冷感9例(60%)､ 脈の不整7例

(47%)､ 意識障害6例(46%)だった｡ 血液検査では､ 心

機能低下例は全てトロポニンとCK-MBが共に陽性だっ

た｡ またBNPを測定した8例では､ 100pg/ml以上の5/6

例が左室駆出率40%未満だった｡ 胸部X線で心胸郭比

0.5以上の症例は11/14例だったが､ 心電図変化は全例

で認められた｡ 治療は10例でカテコラミンを使用し､

うち5例で体外式デバイスを要した｡ 補助循環を2例

(3ヶ月､ 12歳)で導入し共に生存退院した｡ 予後は2例

が死亡､ 生存13例中1例が拡張型心筋症となった｡

【結論】トロポニンとCK-MBが共に高値､ または

BNPが高値の症例は心機能が低下している可能性が高

く､ 迅速な対応が必要と考えられた｡ 早期診断のため

には､ 発熱がなくとも活気不良､ 頻脈､ 顔色不良､ 末

梢冷感を認めた場合は心筋炎を疑う必要がある｡ X線

で心拡大のない症例はあるが心電図は感度が高く診断

に有用である｡

心臓再同期療法(CRT)から左室ペーシングに
変更し得た幼児拡張型心筋症(DCM)の1例

第２小児科
西原栄起､ 山田祐也､ 野村羊示
太田宇哉､ 倉石建治

胸部外科
玉木修治

愛知県済生会リハビリテーション病院 内科
田内宣生
第52回日本小児循環器学会総会・学術集会

平成28年７月 東京

【はじめに】小児の重症心不全に対するCRTの有効性

が報告されてきているが､ 未だその予後は明らかでな

い｡ また､ 同期不全を伴う成人心不全例において､ 適

切に房室伝導間隔を調節した上で左室ペーシングを行

うことでCRTと同等の効果が得られたとの報告もある｡

今回我々は､ 乳児期にCRTを行ったDCM患児のgenerator

交換時にCRT中止時の心機能とペーシング至適設定つ

いて評価を行った｡ 評価に基づき両室ペーシングから

左室ペーシングに変更し､ 良好な結果が得られたので

報告する｡

【症例】6歳6ヶ月 男児｡ 生後4ヶ月､ 体重増加不良を

主訴に受診｡ DCMに伴う重症心不全と診断｡ ACE-I､

βブロッカー等抗心不全治療行うも心機能改善無く､

dyssynchronyもありCRT適応と判断｡ 1歳4ヶ月時にCRT

施行｡ QRS幅134→111ms､ LVEF21.3→79.3%､ NYHA

3→1と改善し､ BNPも正常化｡ ACE-I､ βブロッカー

内服等継続しその後もBNP､ 心機能悪化無く経過して

いたが､ generator不具合発生の恐れが発覚したため､

6歳6ヶ月時にgenerator交換施行｡ 同時に心機能評価を

行った｡ ＜CRT中止時＞LVEF70％､ 心室中隔動きは

やや奇異性｡ VTI18.1cm. QRS115ms.＜左室ペーシン

グ＞LVEF74.8％､ 心室中隔収縮性良好｡ VTI20.8cm.

QRS89ms.＜両室ペーシング＞LVEF70.4％､ 心室中隔

動きはやや奇異性｡ VTI18.4cm.QRS86ms.以上の結果

から左室ペーシングが最適と判断し､ 左室ペーシング

に変更した｡ その後も心機能悪化無く経過良好である｡

【考察・まとめ】CRTと抗心不全薬併用で､ 心筋リモ

デリングの進行を防ぎ良好な心機能が得られていたが､

心電図上心室内伝導障害は遺残していた｡ そのため､

左室ペーシングを適切な房室伝導間隔で行ったことで､

CRTと同等もしくはそれ以上の効果が得られたと考え

られた｡ 現時点ではペーシング治療の継続が必要と考

えられるが､ 将来治療中止の可能性も期待される｡
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急性硬膜下出血に脳梗塞を併発した
新生児例

第２小児科
谷 口 顕 信
第25回東海新生児研究会

平成28年11月 名古屋

【はじめに】分娩に伴う頭部外傷として急性硬膜下血

腫が起こることは知られているが､ 開頭手術を必要と

する症例や脳梗塞を併発する症例の報告は少ない｡

【症例】症例は近医開業産婦人科において吸引分娩に

より出生し､ 日齢3に黄疸を認めたため当院NICUへ新

生児搬送された男児である｡ 当院NICUに入院後の頭

部超音波検査､ 頭部CT検査で左硬膜下血腫を認め､

midline shiftをきたしていたため､ 同日､ 緊急で開頭

血腫除去術を行い､ 硬膜下の血腫と下吻合静脈からの

出血を確認した｡ 入院時と日齢7に施行した頭部CT検

査では左大脳半球の広範な低吸収域を､ 日齢13に施行

した頭部MRI検査では左大脳半球広範にDWI高信号､

T2WI高信号を認め､ 脳梗塞と診断した｡ 頭部MRA検

査では主要血管の高度狭窄や異常血管は認めなかった｡

【まとめ】急性硬膜下血腫に脳梗塞を併発した症例を

経験した｡ 発症機序､ 予後などについて文献的考察を

交えて報告する｡

当院におけるINSURE症例の検討

第２小児科
沼田侑也､ 加藤祥子､ 本部和也
橋本美緒､ 伊野 学､ 谷口顕信
伊東真隆
関連病院新生児カンファレンス

平成29年１月 名古屋

【はじめに】INSURE methodは､ Intubation Surfactant

Therapy Extubationの頭文字からなり､ 1999年に初め

て使用された造語である｡ 人工換気導入が減少するた

め､ 入院期間の短縮や気管支肺異形成症の発症予防効

果､ 医療経済面でのメリットがあるとされている｡ 当

院では2015年からINSURE処置を導入し､ 2016年から

は可能な症例全例に施行した｡

【結果】2016年4月1日～2016年12月31日までにRDSを

疑い人工サーファクタント投与を行った症例は33例で､

そのうちINSURE処置を施行舌のは20例だった｡ 20例

のうち成功が28例､ 再挿管して人工換気を要した症例

を失敗群として2例であった｡ 在胎期間は27週から37

週で失敗は共に在胎35週の児であった｡ 出生体重は共

に2250-2500gであった｡

【まとめ】9ヶ月間で､ 在胎27週から37週の20例に

INSURE処置を施行した｡ 出生体重は994～3258gで､

成功は90%であった｡ 失敗は35週の2例で､ 後方視滴

にはTTNとの重複症例を考えられた｡ 当院でのINSURE

処置の成績はこれまでの報告と大差なく､ 今後も積極

的に行いたい｡

救命困難な胎児拡張型心筋症への
家族介入

第２小児科
太田宇哉､ 野村羊示､ 西原栄起
倉石建治

産婦人科
伊藤充彰
第23回日本胎児心臓病学会学術集会

平成29年３月 東京

我々は胎児期に重度の拡張型心筋症と診断し､ 出生後

看取りを選択した1例を経験したので報告する｡

症例は妊娠26週3日､ 近医産婦人科で心拡大を指摘さ

れ胎児超音波外来受診｡ 皮下水腫､ 胸腹水を認め胎児

水腫であった｡ CTAR48.6%､ TCD31.3mmと左心室の

拡大を認めた｡ LVEF34.7%と心機能不良であり､ A弁

は開閉して見えたが大動脈への順行性flowなく､ 逆行

性flowのみでARをmild認めた｡ MRはmoderate ､ FO

径3.9mmでLR短絡であった｡ 胎児DCMないしsevereAS

による二次的DCMを疑った｡ その後､ 自主的にＮ病

院受診され救命困難と伝えられていた｡ 妊娠27週3日､

皮下水腫､ 胸腹水の増悪あり｡ CTAR58.3%と心拡大

は悪化し左心室が右心室を圧迫していた｡ MRの流速

は2.42m/sと遅く､ RVmotionも不良であった｡ 胎児水

腫が進行し胎児死亡の可能性を説明した｡ 妊娠33週

3日､ セカンドオピニオンを希望されS病院受診｡ 原

発性の拡張型心筋症の可能性が高く､ 児の予後改善を

目指せる外科的治療は困難と判断された｡ その後は､
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羊水過多が持続し1-2週毎に羊水除去を施行｡ 出生に

備えｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い､ 積極的な治療介入でも救命困難

で､ 手術適応は無いと判断した｡ 妊娠36週1日陣痛発

来あり受診｡ 入院後､ 出生後の方針を家族と相談した｡

胎児機能不全での帝王切開は行わず､ 児の蘇生に関し

てはルーチンケアのみとする方針とした｡ 誘発の後､

鉗子分娩で出生した｡ 出生体重は3455g､ Apgar score

は1/1点､ 男児であった｡ 啼泣は無く心拍30bpmと徐

脈で喘ぎ呼吸､ 皮下水腫を認めた｡ 積極的な治療介入

はせず家族と過ごした後､ 死亡確認した｡

救命困難であることは伝えていたが､ 細かい方針は出

生直前に決める事となってしまった｡ 救命困難な重症

胎児心疾患の経過を追って行くことの難しさを再確認

し､ 経験不足であることや不勉強であったことを痛感

した症例であった｡ 倫理的な問題も含め症例提示させ

て頂く｡

StageII/III胃癌に対する6ポート法による
腹腔鏡下胃切除術の中期成績からみた手術
適応―開腹手術と比較して―

外 科
高 山 祐 一
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【はじめに】当院では2009年より腹腔鏡下幽門側胃切

除術 (LADG) を導入し､ 手技の向上に伴い進行癌に

まで適応を広げ､ 胃全摘術 (TG)､ 噴門側胃切除術

(PG) も導入した｡ 当院の腹腔鏡手術の特徴として､

6ポートにて行い､ 食道空腸吻合以外は小開腹創より

手縫い再建して､ 手術時間の短縮､ コスト削減を重視

している｡ 今回進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術

(LG) の中期成績を､ 同時期の開腹胃切除術 (OG)

と比較検討し､ 腹腔鏡手術の進行癌への適応の可否に

つき検討した｡

【対象と方法】LGは80歳以上で施行していないため､

2007年1月から2015年7月までに根治切除を施行し､

StageII/IIIであった80歳未満症例454例をLG群：89例､

OG群：365例に分けて､ 3年生存率､ 再発形式を検討

した｡ 平均観察期間はLG:24.9ヶ月､ OG:37.4ヶ月で

あった｡

【成績】リンパ節転移､ Stageに両群で有意差を認め

なかったが､ 深達度(SM/MP/SS/SE/SI)はLG群:10/37/

138/164/16､ OG群:6/19/30/32/2 (p=0.01) であり､ 深

達度のマッチング後に解析を行った｡ 手術術式 (DG/

TG/PG) はLG群:48/41/0､ OG群:38/49/2 (NS)､ リン

パ節郭清個数はLG群:30.7個､ OG群:29.6 (NS)｡ Stage

別3年生存率(%) (LG vs OG)はIIA:89.3 vs 90.9､ IIB:

90.9 vs 95.0､ IIIA:76.4 vs 53.3､ IIIB:70.0 vs 62.5､

IIIC:57.1 vs 36.7でいずれも有意差を認めなかった｡

再発はLG群:23例 (25.8%)､ OG群:27例 (30.3％) (NS)

で､ 初回再発までの期間 (中央値) はLG群:322日､

OG群:546日 (p=0.01)､ 初回肝再発症例の再発までの

期間 (中央値) でLG群:256日､ OG群:736日 (p<0.01)

だった｡ 領域リンパ節再発はLG群の1例のみ認めた｡

【まとめ】StageII/III胃癌に対する腹腔鏡下手術の中

期成績は当院の開腹手術や従来の開腹手術の報告と比

べて遜色なく､ 十分適応可能と思われる｡ しかし､ 腹

腔鏡手術での不用意な鉗子操作､ 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｡

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
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

(LG vs OG)はIIA:89.3 vs 90.9､ IIB:90.9 vs 95.0､ IIIA:

76.4 vs 53.3､ IIIB:70.0 vs 62.5､ IIIC:57.1 vs 36.7で

いずれも有意差を認めなかった｡ 再発はLG群:23例

(25.8%)､ OG群:27例 (30.3％) (NS)で､ 初回再発まで

の期間 (中央値) はLG群:322日､ OG群:546日 (p=0.01)､

初回肝再発症例の再発までの期間 (中央値) でLG群:

256日､ OG群:736日 (p<0.01) だった｡ 領域リンパ節

再発はLG群の1例のみ認めた｡

【まとめ】StageII/III胃癌に対する腹腔鏡下手術の中

期成績は当院の開腹手術や従来の開腹手術の報告と比

べて遜色なく､ 十分適応可能と思われる｡ しかし､ 腹

腔鏡手術での不用意な鉗子操作､ 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｡
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進行胃癌に対するOut Clinic S-1/CDDP
療法の成績

外 科
寺�史浩､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 尾上俊介
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【背景】SPIRITS試験以来, S-1/CDDP療法 (以下SP

療法) は切除不能・再発胃癌に対する標準治療となっ

たが, CDDPによる腎機能障害予防のため大量の

hydrationが必要と考えられており, 多くの施設で入院

での投与が行われ, 患者の負担になっている. 当院は

外来化学療法を行う通院治療センター (30床) を有し

ており, 2010年10月より外来SP療法を導入した. 導

入から約5年が経過した当院における外来SP療法の成

績を解析し報告する.

【目的】外来SP療法患者の病状, 化学療法の施行状

況, 副作用, 入院歴を後方視的に解析しその安全性を

検討する.

【方法】当院では標準的なSP療法 (S-1 80mg/m2,

day1～21, CDDP 60mg/m2, day8, q35 days) を施行

しているが, 外来においてはCDDPに対してprehydraion

1500ml (1.5時間), hydration 1500ml (2.5時間) を行っ

ており, 点滴所要時間は7時間である. 2010年10月か

ら2015年8月までに切除不能・再発胃癌に対して外来

SP療法を施行した77例を対象とし, 年齢・性別・PS・

化学療法施行状況・副作用を後方視的に検討した. 有

害事象はCTCAE ver. 4.0を, PSはECOG分類を用いた.

【患者背景】対象例の平均年齢は66.3歳, 男：女＝53：

24, PSは0：1：2 ＝52：24：1. 胃切除：非切除 (バ

イパスを含む) ＝60：17で術後補助化学療法を施行し

た患者は35例 (S-1 34例・UFT/UZEL 1例) であった.

対象77例中, 1次治療としてSP療法を選択された症例

は74例, 2次治療3例であった. 外来での施行回数中央

値は5コース (2-24) で63例が終了し, 14例が現在継

続中である.

【結果】対象例のClinical Benefit Rateは48% (CR

3例, PR 3例, long SD 37例) でPDは32例であった.

PS低下・副作用による中止をそれぞれ16例, 9例に認

めた. 施行中入院を要した症例は16例で, 食思不振

(G2) 3例, 発熱性好中球減少症2例, その他11例であっ

た. 治療中, 化学療法による腎性腎不全 (G2) を1例,

腹膜播種による腎後性腎不全 (G2) を1例認めた. 治

療前よりCre異常 (G1) を有した9例については治療

による増悪を認めなかった.

【結語】外来SP療法中, 77例中5例 (6.5%) で有害事

象による入院加療を要した. 化学療法による腎機能悪

化例を1例 (1.3%) に認めたが76例 (98.7%) では安

全に施行可能であった.

当院における緩和ケアパスの検討

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116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【目的】がん対策加速化プランの中で､ 緩和ケア､ 地

域医療が重点課題となり､ がん診療連携拠点病院と地

域医療とが連携することが求められている｡ 当院では

2010年7月から緩和ケアパスの運用を開始し､ 2015年

7月までに緩和ケアパスを330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330例

中､ 2015年5月までに外科で登録した170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､ 72.1歳 (43～91)､ 男性91例､

女性79例｡ 大腸癌；60例､ 胃癌；51例､ 乳癌；24例､

膵臓癌；23例､ その他；12例であった｡ 緩和ケアパス

で連携した施設は46施設､ しかし48％の症例は4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89例､ 補液を含めた栄養管理が65例であった｡ 登

録後の生存期間中央値は58日 (1～619日)､ 登録後の

在宅療養期間中央値は43日 (0～615日)､ 当院での看

取り時の最終入院期間は平均9.3日 (1～141日)｡ 在宅

看取り率は41.8％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｡

側副血行路発達を伴う門脈狭窄を認める胆管癌に対して,
アンスロンカテーテルによる右門脈―注結腸静脈バイパス
を用いてHepato ligamento pancreatoduodenectomy：
HLPDを施行した1 例

外 科
大塚新平､ 金岡祐次､ 前田敦之
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【はじめに】肝胆膵領域において,肝十二指腸間膜内

の腫瘍は側副血行路の発達を伴う門脈閉塞を呈するこ

とがある.そのような症例において通常手順で手術を

行うと側副血行路からの出血がかさみDICへとつなが

る危険がある.今回我々はHLPDを必要とする胆管癌に

対して中結腸静脈－右門脈の術中バイパスを用いるこ

とで手術を行うことが可能であったので報告する.

【症例】64歳男性,既往に胃癌に対して幽門側胃切除

(D2,B-Ⅱ再建) .閉塞性黄疸を主訴に当院紹介.CTで肝

内胆管の拡張があり,肝十二指腸間膜内に腫瘍をみと

めた.腫瘍は尾状葉,膵上縁,門脈本幹,固有肝動脈への浸

潤しており,門脈狭窄および肝十二指腸間膜内に側副

血行路の発達を認めた.R0切除には肝十二指腸間膜の

一括切除 (Ligamentectomy) が必要であり門脈再建,

動脈再建に対して良好な視野を得られることから肝左

葉尾状葉切除を選択,加えて膵頭十二指腸切除＋門脈

切除再建＋右肝動脈切除再建を施行した.術中の門脈

閉塞による側副血行路からの出血を考慮しアンスロン

カテーテルによるバイパスを予定.通常は門脈臍部を

用いるが,肝左葉切除を行うため血流を考慮して右門

脈とのバイパスとした.手術時間13時間24分,出血量350

0ml.GradeⅡの腹腔内膿瘍を認めたが軽快し術後29日

で退院した.

【手術概要】膵頭十二指腸切除から施行.輸入脚を切

離し,トライツ靭帯から引きずり出した後にSMVを膵

尾側で確保し膵切離を施行.SMV圧は非常に高く肝十

二指腸間膜内には側副血行路が発達していた.膵頭神

経叢の処理を終え,肝離断へとうつるが血栓を危惧し

肝遮断は行わずに離断を行った.肝門まで近づいたと

ころで右門脈を確保し,中結腸静脈とのバイパスを行っ

た.SMV尾側を切離,これにより視野が得られたため総

肝動脈を切離した.肝側の門脈を切離,右肝動脈を切離,

残肝離断を行い標本摘出した.門脈は右外腸骨静脈グ

ラフトを用いて再建し,右肝動脈は回結腸動脈を用い

て再建した.

右上前後区域(Segments 7,8)に対する
腹腔鏡下肝切除の成績向上を目指して

外 科
前 田 敦 行
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【目的】腹腔鏡下肝切除術 (LH) の中で､ 右前・後

上区域(Segments 7,8､ 以下S78)病変に対する肝切除は

難易度が高いとされている｡ その安全性と治療成績向

上のために適切な術式選択について検討した｡

【方法】当院ではLHを2010年6月に導入し､ S78 病変

に対しては2011年9月から施行している｡ 2015年7月ま

でに経験したS78悪性腫瘍に対するLHの36例を対象と

し､ 特に外科切除縁 (SM) に主眼をおき後方視的に

解析を行った｡

【成績】年齢中央値69歳 (35～79歳)､ 男女比26:13､

疾患は肝細胞癌26例､ 転移性肝癌9例､ 肝内胆管癌1例｡

ICG 12% (8～18%)､ 開腹併用10例､ 開腹移行1例､

pureLH 25例｡ 亜区域切除以上は20例(55.6%)に実施さ

れ､ 16例はそれ以下の部分切除であり､ SM陽性は4例(11.1

%)｡ ポート数中央値は6 (5～9)､ 腫瘍径は2cm (1～8

cm)｡ Clavien-Dindo Grade II以上の術後合併症は4例

(11.1%､ 全て腹水)､ 術後在院期間は13日(9～97日)｡

9例で再発を認めた(肝左葉内5例､ S7 1例､ 肝多発1例､

肺2例)｡ 1年､ 3年無病生存率はSM(-)81.8%､ 63.3％で､

SM(+)33.3%､ 0％であり｡ 有意にSM(-)が良好(P=0.0026)

であったが､ 全生存ではそれぞれ90.3％､ 55.2％と100

％､ 66.7％であり､ 有意差を認めなかった(P=0.45)｡

SM陽性に影響を及ぼす因子を検討すると､ 亜区域以

上のSM陽性率は0％で､ 部分切除の25％と比較し有意

に低率であった(P=0.0076)｡ しかし性別､ 年齢､ BMI､
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開腹併用の有無､ 腫瘍径で差は無かった｡

【結論】高難度とされるSegments7,8の腹腔鏡下肝切

除は安全に施行可能である｡ 治療成績向上とSM陰性

化の視点からは亜区域以上の肝切除選択が必要である｡

市中病院におけるTAS-102(ロンサーフ) の使用経験

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 尾上俊介
第102回日本消化器病学会総会

平成28年４月 東京

【目的】TAS-102 (ロンサーフ) の保険承認後約1年

が経過した｡ その使用は広がりつつあるが､ 市中病院

における経験はまだ十分に集積されているとは言えな

い｡ 当院の経験を解析しその適切な用法について検討

した｡

【方法】当院で2014年4月から2015年7月までにTAS-

102を投与した治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸

癌23例を対象とし､ その成績を過去の大規模臨床試験

(J003､ RECOURSE)と比較し､ 有用性､ 安全性､ 適切

な投与対象について検討した｡

【結果】年齢中央値69歳 (43-77)､ 男女比12：11､ 結

腸：直腸＝15：8､ 原発切除後19 (82.6%)､ ECOG PS

0：1：2＝11：9：3､ 転移臓器数1：2：3以上＝7：7：

9で肺12 (52.2%)､ 肝臓11 (47.9%)が多かった｡ 先行レ

ジメン数は2：3：4以上=2：10：11､ 術後補助療法実

施は6 (26.1%)で､ 使用薬剤はFluoropyrimidine 100%､

Oxialiplatin､ Irinotecan､ Bevacizumab各91％､ Anti-

EGFR 44%､ Regoravenib 9%であった｡ KRAS wild：

mutant＝11：11 (不明1)｡ 投与日数中央値は39日､

1レベル以上の減量は5例(21.7%)で､ 相対治療強度は

97%であった｡ 観察期間中央値は6.5月でイベント発

生は10例(43.4%)の段階でOS､ PFSの中央値はそれぞ

れ8.2ヶ月(J003 9.0ヶ月､ RECOUSE 7.1ヶ月)､ 3.2ヶ

月(2.9ヶ月､ 2.0ヶ月)であった｡ 周術期の予後因子を

検討すると再発治療開始後18ヶ月以上(n=19)はそれ未

満(4)と比較して有意にOS良好であった(MST 10.0ヶ

月vs.5.1ヶ月, P=0.028 )｡ 同様にKras wild (11)はmutant

(12) に対して(到達せずvs. 5.1ヶ月,P=0.020)､ PS 0.1

(20)はPS2 (3)に対して(8.2ヶ月vs.2.4ヶ月, P=0.039)良

好であった｡ Grade3.4の血液毒性は好中球減少26.0%､

白血球減少4.3%が主であり､ Grade3.4の非血液毒性は

認めなかった｡

【結論】TAS-102は一般病院においても臨床試験と同

等の治療成績と安全性が得られた｡ Kras wild､ 治療

開始後18ヶ月以上の症例では予後良好｡ PS 2につい

ては適応を控えるのがよい｡

同時性3重複癌を呈した食道癌・肺癌に
対して鏡視下同時切除再建を施行した1例

外 科
岡本和浩､ 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､ 森 治樹
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴
第291回東海外科学会

平成28年４月 名古屋

【症例】68歳男性｡ 検診の上部消化管造影検査で食道

中部の狭窄を指摘され､ 上部消化管内視鏡検査､ 造影

CT検査により胸部中部食道癌cT2N1M0StageⅡB (以

下UICC)､ 胃前庭部胃癌cT1N0M0stageⅠA､ 右下葉肺

癌cT2N0M0ⅠBと診断された｡ 早期胃癌は再建胃管に

含まれるために先行してESDを施行し根治切除が得ら

れた｡ 食道癌・肺癌に対して同時切除再建を行なった｡

肺癌に対して胸腔鏡下右下葉切除術､ 引き続き食道癌

に対して胸腔鏡､ 腹腔鏡補助下食道亜全摘､ 胃管作成､

後縦隔経路胃管再建を施行した (手術時間8時間49分､

出血量105ml)｡ 病理組織学診断では､ 肺癌は高分化

型線癌pT2aN0M0StageⅠB､ 食道癌は中分化型扁平上

皮癌pT1bN1M0StageⅡBであった｡ 術後大きな合併症

を認めず第17病日退院した｡

【結語】食道・肺重複癌において以前は手術侵襲を考

慮して2期的手術も考慮されていたが､ 術後管理､ 手

術手技の向上により侵襲が低い鏡視下で安全に同時切

除が可能であった｡
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直腸扁平上皮癌を合併した潰瘍性
大腸炎の１例

外 科
手嶋浩也､ 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､ 森 治樹
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴
第291回東海外科学会

平成28年４月 名古屋

【症例】63歳女性｡ 全大腸型の潰瘍性大腸炎にて30年

以上当院消化器内科通院中であった｡ 血便増悪を主訴

に下部消化管内視鏡検査を行ったところ直腸Raに半

周性の2型腫瘍を認め､ 病理所見は中分化型扁平上皮

癌であった｡ 潰瘍性大腸炎は中等度の活動期であった｡

造影CTでは腫瘍は子宮に接しており浸潤が疑われた

が､ リンパ節転移や遠隔転移を認めなかった｡ 腹腔鏡

補助下大腸全摘､ 子宮卵巣合併切除､ 回腸嚢肛門吻合､

回腸人工肛門造設術を施行した｡ 手術時間は6時間21

分､ 出血量は200gであった｡ 腫瘍は2型で大きさ6×7

㎝､ 病理組織所見は中分化型扁平上皮癌で子宮への浸

潤は認めず､ T4aN0M0 StageⅡB(UICC)であった｡ 術

後経過は良好であり術後30日目で退院し､ 現在無再発

である｡

【まとめ】潰瘍性大腸炎に腺癌の合併は時々見られる

が､ 扁平上皮癌の合併は極めて稀である｡ また扁平上

皮癌は通常の腺癌より予後不良とされているために厳

重な経過観察が必要である｡

肺腺癌術後の転移性膵腫瘍１切除例

外 科
中村拓斗､ 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､ 森 治樹
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴
第291回東海外科学会

平成28年４月 名古屋

症例は78歳女性｡ 左下葉肺癌に対し胸腔鏡下左下葉切

除術＋ND2a-1郭清を施行された｡ 病理組織は乳頭状

腺癌であり､ pT2aN0M0 Stage IBであった｡ 術後2年

の定期フォローのPET-CTで膵体部腫瘍を指摘され､

Dynamic CTで膵体部に20mm大の辺縁整､ 乏血性腫瘤

を認め､ 主膵管の途絶と尾側膵管の拡張を認めた｡ 典

型的な膵癌ではなく､ 転移性膵腫瘍が鑑別診断として

考えられた｡ 膵転移であったとしても､ 原発巣が根治

切除により制御されていると判断し､ 病理診断と治療

目的で膵体尾部切除術を施行した｡ 手術時間は３時間､

出血量は200mlであった｡ 術後経過は良好で､ 術後18

日に退院となった｡ 病理組織学的に乳頭状腺癌であり､

免疫染色でCK7陽性､ CK20陰性､ TTF-1陽性であった｡

前回手術時の肺腺癌の病理像と酷似し､ 転移性膵腫瘍

と診断した｡ 現在､ 術後4ヶ月で無再発外来経過観察

中である｡ 孤発性膵転移例で外科切除が予後改善につ

ながるという報告もあり本症例を報告する｡

重心児の重症呑気症に対して胃分割術
を施行した1例

外 科
仲野 聡､ 亀井桂太郎､ 金岡祐次

小児外科
原田 徹
第53回日本小児外科学会

平成28年５月 福岡

【はじめに】重心児には著明な空気嚥下症(呑気症)を

認めることがしばしばあり､ 慢性的な小腸拡張による

麻痺性イレウスや腸捻転の原因となる｡ 今回我々は､

呑気症に起因する様々な病態を経験し､ そのコントロー

ルに難渋した末に､ 胃分割術を施行した1例を経験し

たので報告する｡

【症例】18歳の男児｡ 周産期障害により脳性麻痺､ 重

度の精神発達遅滞があり､ 幼少時に噴門形成術・胃瘻

造設術・喉頭気管分離術の既往がある｡ また､ 呑気症

による横行結腸捻転に対して横行結腸切除､ 小腸捻転

に対して小腸切除施行し､ 短小腸の状態であった｡ ダ

ブルルーメンカテーテル(TJカテ)を留置し胃瘻部は排

液・排ガスのみに使用し､ 十二指腸からの経腸栄養に

て長期管理行っていたが､ 胃瘻からの排ガスは十分で

はなく､ 大量の腸管ガス貯留による不全イレウス・慢
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性腸炎の状態が継続していた｡ 2015年3月腸炎増悪に

よる多量の消化管出血を認め､ 回腸瘻・IVHポート造

設術施行した｡ 排ガスは良好となったが､ 多量の水様

便とカンジダ敗血症を認め､ IVHポート抜去した｡ そ

の後も経腸栄養は進まずカテ感染を繰り返すため､ 長

期IVHは困難と判断し､ 2015年10月1日胃分割術・腸

瘻閉鎖術施行した｡ 術後､ 噴門側胃瘻は排ガス・排液

のみに使用し､ 幽門側胃瘻は従来通りTJカテ挿入し十

二指腸栄養を行うことで腸管内ガス貯留はの改善した｡

現在､ 不全イレウス・腸炎症状は軽快し､ 栄養状態改

善しつつある｡ 噴門側胃瘻からは600ml/day程度の胃

液排液を認め､ 脱水補正と電解質補正を行っている｡

【結語】呑気症に対する胃分割術以外の術式として､

食道胃離断と小腸や結腸にて導管作成し腹部食道瘻を

造設する術式の報告がある｡ しかしながら､ 本症例で

は短小腸でかつ横行結腸も切除されており､ 本術式を

採用せざるを得なかった｡ 胃分割術は容易な術式であ

り､ 脱水・電解質補正に留意すれば､ 有用な術式と考

えられる｡

Preoperative Chemotherapy for Colorectal
Liver Metastases (CRLM)

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 尾上俊介
第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成28年６月 大阪

【Background】 Improvement of intensive systemic

chemotherapy has ameliorated survival in patients with

colorectal liver metastases (CRLM). In patients with

initially unresectable ormultiple bilobar stage, chemotherapy

might down-stage to obtain curative resection. We

retrospectively analyzed those patients who underwent

hepatectomy after chemotherapy for advanced CRLM.

【Methods】Between January 2008 and September 2015,

39 patients were hepatectomyzed after chemotherapy at

authors' institution. They were consisted of two groups;

Conversion (C) group (n=12) for initially unresectable

CRLM, and scheduled neoadjuvant chemotherapy (NAC)

group (n=27) for bilobar multiple metastases. Survival

rates and mode of recurrence were analyzed.

【Results】Median age of the study group was 62-year-

old (range 31 to 76 years). Male and female ratio was

2 3 : 1 6 . Oxaliplatin-based chemotherapy (FOLFOX,

XELOX etc.) was performed in 36 cases (92.3%),

irinotecan- based in 3 (7.7%), bevacizumab in 31

(79.5%), cetuximab in 2, and other 5FU-based in 4.

Response rate for chemotherapy was (CR+PR) 28.2%

and disease control rate (CR+PR+SD) was 92.3%. More

courses in C group were performed than NAC group

(22.2± 14.8 vs. 5.7± 5.7, P＜0.0001) with longer

period between initial diagnosis of CRLM and hepatectomy

was observed (14.3± 9.2 vs. 5.1± 1.3, P=0.0052).

Preoperative liver function test including ICG 15R was

not different (17.3± 3.2% vs. 12.2± 7.3%, P=0.356).

Although operative duration was not different (196±

16min. vs. 203± 11min., P=0.752), more blood loss

was observed in C group (521± 280g vs. 327± 229g,

P=0.029). Morbidity and mortality were 0% in both

groups. Liver metastases as initial recurrence after

hepatectomy were observed in 33% and 22%. Median

time to progression (TTP) was 21.7 and 12.7 months,

respectively (P=0.225), and median survival time after

CRLM was 74.1 and 47.5 months with 5-year survival

rates of 57.1% and 36.5%, respectively (P=0.265).

【Conclusions】Aggressive hepatectomy with preoperative

intensive chemotherapy can be safely performed with

acceptable morbidity rate. In patients with conversion

hepatectomy, median survival time more than 5 years

may be achievable.

術前減黄処置としてのInside Stent
の有用性

外 科
吉 川 晃士朗
第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成28年６月 大阪

【はじめに】当院では胆道癌や膵癌患者に対して術前

減黄処置が必要な際には積極的に内視鏡的減黄処置を

行っている. これまでENBDが有用な減黄処置として
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長らく用いてきたが, 手術前に退院できないことや,

術前脱水に陥らないような管理が必要となり煩雑であ

る. ERBDは早期閉塞が多く術前に逆行性感染による

胆管炎を呈することも多い. このような問題を解決す

るために2011年からInside Stent(IS)を用いるようになっ

た. また先端だけでなく末端にもフラップをつけるこ

とでmiglationを予防した当院独自のstent (FleximaTM

Biliary Stent System：OGS) を作成し用いている. 術

前減黄処置としてのISの有用性について考察する.

【対象と方法】2011年1月～2012年11月までに内視鏡

的術前減黄処置をおこなった後に根治切除を施行した

胆道癌および膵癌症例25例を対象とし, 術前減黄処置

としてのISの有用性をENBDやERBDと比較検討した.

【結果】疾患：胆管癌15例, 膵癌8例, 胆嚢癌2例. 外

科初診時の減黄処置はIS 6例, ENBD 16例, ERBD

3例であった. 術式は22例に膵頭十二指腸切除を施行,

3例に肝切除兼膵頭十二指腸切除を施行した.

Stent挿入前のESTはISでは6例中4例, ENBDでは14例

中9例で施行した (他院での挿入症例を除く). IS 2例

はstentを2本挿入することで左右両胆管からの減黄が

得られた. ENBD 1例は通常型IS留置後にmiglationに

よる胆管炎を認めたためENBDにチューブ交換となっ

た. ERBD 3例は他院からの紹介患者であったが, 全

例が術前に胆管炎を呈しチューブ交換を必要とした

(ENBD2例, ERBD1例). ISでは全例で退院後に再入

院し手術施行となった. ENBDでは全例で転科あるい

は転院にて手術を行った. T-bilの半減期はISで7.7日,

ENBD9.3日であった.

術後在院日数はIS 27日, ENBD 23日, ERBD 22日で

あった. GradeⅡ以上の合併症をIS 4例, ENBD 7例,

ERBD1例に認めた.

【まとめ】ISは術前減黄処置としてENBDと大きな違

いなく用いることができる. 術前退院が可能であり

QOLや医療費の観点からも有用と考えられる. OGS

はmiglationを予防できる可能性が有る.

胆道癌再発の一次治療として手術療法
を選択した症例の検討

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28回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成28年６月 大阪

【はじめに】胆道癌再発例に対する手術療法を検討し

た報告は少なく, その有効性は明らかではない. 当院

で治療した胆道癌再発症例を解析し, 手術療法の予後

成績を検討する.

【方法】2001年1月から2015年12月までに当院で手術

を施行した胆道癌患者の症例の中から, 再発例を抽出

し, 治療を後方視的に解析した. 再発一次治療として

手術療法を選択した症例 (S群) と非手術療法を選択

した症例(N群)について患者背景, 再発形態, 予後を

比較検討した.

【成績】2001年1月から2015年12月までに当院で根治

的手術を施行した胆道癌は288例であった. 手術死亡

3例を除いた285例中, 現在まで無再発の症例は177例

であり, 再発例は108例であった. 108例中, 再発一次

治療として手術を施行した症例 (S群) は14例, 化学

療法もしくは緩和治療を選択した症例 (N群) は94例

であった. 男女比はS/N=8:6/61:33 (p=0.57), 平均年齢

はS:N＝65.7:68.9 (p=0.13). S群の原発癌は, 胆嚢(G):

肝内胆管(I):肝門部胆管(P):遠位胆管(D):乳頭部(V)=4:2:

1:6:1であり, N群の原発癌はG:I:P:D:V=29:11:14:31:9

(p=0.90)であった. 原発癌に対する術式はS群, N群そ

れぞれでH(L)PD：肝切除術：膵頭十二指腸切除術：

胆摘＝0:8:5:1, 15:40:36:3であった. 原発癌のpTNM分

類(UICC)ではS群, N群それぞれでT1/2:T3/4=10:4, 34:

60(p=0.01), N0:N1= 9:5, 35:59 (p=0.05), M0:M1=13:

1 84:10(p=0.67)と深達度とリンパ節転移で有意差を認

めた. 転移様式はS群, N群それぞれで局所再発:肝転

移:肺転移:リンパ節転移:腹膜播種:その他=2:7:1:0:4:0,

11:16:2:14:46:5(p=0.03)と手術群ではリンパ節転移, 腹

膜播種が有意に少なかった. 再発後の術式は肝切除術

8例, 膵頭十二指腸切除術3例, 腹膜播種摘出術3例で

あった. 最初の手術日からの平均生存日数(日)はS:N=

1423: 730 (p=0.01), 3年生存率, 5年生存率はS群で

57.1%, 14.2％, N群で21.3%, 7.4%であった.

【結語】胆道癌術後再発一次治療として, 深達度とリ

ンパ節転移を考慮し手術を選択することで予後の改善

が期待できる.
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Value of aggressive repeat hepatectomy
for colorectal liver metastases

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 尾上俊介
第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会

平成28年６月 大阪

【背景】大腸癌肝転移切除後の再発率は50～70%と高

く, うち残肝再発が全体の40%以上を占める.

【目的】大腸癌肝転移切除後の残肝再発に対する再肝

切除の意義を明らかにする.

【方法】1994年から2015年までに大腸癌肝転移に対し

て肝切除を282例に施行した. 191例(68%) が再発し

(肝77例, 肺47例, 局所orリンパ節14例, 腹膜12例,

その他4例, 複数臓器37例), そのうち62例に再肝切除

を施行した. 再肝切除症例の短期・長期成績を初回肝

切除と比較検討した.

【結果】再肝切除62例中, 11例に3回肝切除, 4例に

4回肝切除, 1例に5回肝切除を施行した.

非解剖学的肝切除は再肝切除群で74.4%と初回肝切除

群(48.6%)より有意に高率であった(p=0.006).

手術時間は再肝切除群188分, 初回肝切除204分(p=

0.137). 出血量は再肝切除群694mL, 初回肝切除群616

mL(p=0.404). R0切除率は再肝切除群88.5%, 初回肝

切除群84.8%(p=0.559). 再肝切除群の術後合併症率は

11.5%で初回肝切除群(17.4%)と差を認めなかった(p=

0.295). 再肝切除群の在院死亡率は1.3%で初回肝切除

群(0.4%)と差を認めなかった(p=0.384). 再発191例の

うち, 再肝切除62例の3年/5年生存率は79.1% / 56.2%

で, 非再肝切除群129例の3年/5年生存率(38.9% / 21.9

%)に比べ有意に良好であった(p<0.001). 多変量解析

では, 再肝切除のうちR0切除 (p=0.033)と術後合併症

(p=0.002) が独立した予後規定因子として抽出された.

【結語】大腸癌肝転移切除後の残肝再発に対する再肝

切除は, 初回肝切除と比べ術後合併症と在院死亡が同

程度であり, 長期予後も期待できる.

乳腺クリニックのない地方都市における
乳癌の地域連携の試み
―術後のパスから緩和ケアパスまで―

外 科
亀井桂太郎､ 金岡祐次､ 原田 徹
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺�史浩
第24回日本乳癌学会学術総会

平成28年６月 東京

【はじめに】近年､ 地域連携が推進されているが､ 多

くの地方都市には乳腺専門クリニックがないのが現状

である｡ 従って､ がん地域連携クリニカルパス (以下､

連携パス) は一般の診療所と行わざるを得ない｡ この

ような環境下で当院では2009年以降､ 5大がんを中心

に2513例 (うち乳癌807例､ 緩和ケアパス356例) と多

数の連携パスを行ってきた｡ その中から見えてきた将

来の乳腺診療をささえるイメージを考えていきたい｡

【対象・方法】2009年～2015年までに施行した乳癌症

例933例中連携パスに登録した807例 (登録率86.5％)

について年次登録率の推移､ 連携先､ 依頼内容を､ さ

らに登録後3年以上を経過した426例についてバリアン

スの有無・内容を診療録より後方視的に検討した｡ ま

た､ 2010年～2015年に行った乳癌の緩和ケアパス29例

について検討した｡

【結果】乳癌連携パス登録の年次推移は､ 2009年以降､

50.4％､ 84.9％､ 90.5％､ 96.2％､ 93.2％､ 94.7％､ 96.1

％と増加傾向にある｡ 連携先はかかりつけ医が65.7％

で､ 内分泌療法 (内服薬処方､ LH-RHa注) を533例

(66.3％) で依頼している｡ 連携パス登録後に3年以上

経過した424例のうち､ バリアンスは98例 (23％) に

認めた｡ 内訳は､ 再発30例､ 患者希望23例､ 高齢等に

よる通院困難18例､ その他27例であった｡ また､ 緩和

ケアパス29例の連携先は17施設に対して1～9症例を依

頼している｡ うち4例では術後の連携パスと同じ連携

先に依頼している｡ 看取りの場所は､ 当院が11例､ 転

院先が6例､ 在宅が6例であった｡

【考察】当院における連携システムの特徴は､ 専門性

にこだわらずにかかりつけ医を中心に行っていること

である｡ 化学療法等のリスクを伴う高度な治療は当院

で行い､ 内分泌療法は連携医に依頼している｡ また､

緩和ケアパスも積極的に導入しており､ かかりつけ医
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を中心に連携している｡ ただし､ 緩和ケアでは専門的

なことも必要となるので､ 拠点病院､ 連携医､ 訪問看

護師を含む地域の医療資源が協力することにより地域

全体で患者を支えている｡

【結語】乳腺クリニックがないために一般の診療所と

連携せざるをえなかったが､ むしろ役割の異なる相補

的な関係になり得た｡ この関係は厚労省が推進する地

域包括ケア構想にも合致している｡ 今後は病病連携の

構築が課題である｡

視触診のみで発見された無自覚の
検診乳癌の検討

外 科
寺崎史浩､ 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
第24回日本乳癌学会学術総会

平成28年６月 東京

【はじめに】乳がん検診ガイドラインに依ればマンモ

グラフィ (以下MMG), 視触診の併用効果は年齢によっ

て推奨度が異なり, 依然として視触診の併用効果は不

明である. 検診における視触診の有効性を評価するた

め, 当院を受診した検診発見乳癌症例の中から, 視触

診で発見された乳癌症例を解析し報告する.

【方法】2004年1月から2015年10月に検診異常を指摘

され, 当院で乳癌と診断された症例は243例であった.

自覚症状のある症例74例を除く, 169例を対象とし,

患者背景, 検診法, 画像所見, 病理学的所見を後方視

的に検討した. MMGで異常指摘された症例とMMGで

は異常を認めず, 検診の視触診のみで乳癌を発見され

た症例を比較し, 報告する.

【結果】対象例の平均年齢は57.5歳. 全症例で視触診

とMMGが行われていた. MMGで異常を指摘された症

例 (M群) は162例であり, 視触診のみで乳癌を発見

された症例 (C群) は6例 (3.6%) であった. 平均年

齢はM：C＝56.9：45.8とC群で有意に若年であった

(p=0.03). 平均MMGカテゴリーはM群で3.8 (1-5), C

群では全例カテゴリー1で, C群における背景乳腺濃

度は全例で不均一高濃度であった. C群における病理

学的所見では硬癌2例, 乳頭線管癌2例, 浸潤性小葉癌

1例, 非浸潤性乳管癌1例でホルモン陽性乳癌が5例,

トリプルネガティブ乳癌が1例であった. 病期 (UICC

分類) は0：IA ＝1：5と初期の乳癌で全例に手術を

施行し無再発生存中である.

【結語】3.6%の症例が視触診で発見された乳癌であっ

た. 有意に若年でMMGの背景乳腺濃度は全例不均一

高濃度であり, 検診における視触診は若年者に対する

乳癌発見の手段として有用と考えられた.

全身化学療法が奏功し切除を行った
膵頭部内分泌神経細胞癌の1例

外 科
宇治誠人､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
森 治樹､ 渡邉夕樹､ 吉川晃士朗
寺�史浩､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
岡本和浩､ 和田侑星
第3回西濃肝胆膵オンコロジー研究会

平成28年６月 大垣

回腸ストーマ部位を小開腹創とした
腹腔鏡補助下大腸全摘術

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
前田敦行､ 深見保之､ 高橋崇真
尾上俊介､ 宇治誠人､ 森 治樹
渡邊夕樹､ 吉川晃四郎､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 三岡裕貴､ 岡本和浩
和田侑星､ 原田 徹
第35回東海大腸外科治療研究会

平成28年７月 名古屋

【はじめに】2008年9月から2016年5月までに､ 腹腔鏡

補助下大腸全摘回腸嚢肛門吻合を6例に行った｡ 初期

の2例と直腸癌併発にて子宮付属器合併切除を行った

1例は下腹部正中切開を併用したが､ それ以外の3例で

は小開腹創は回腸ストーマ造設予定部位とした｡ 整容
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性に優れ低侵襲と思われたので報告する｡

【手術手技】術者､ 助手､ スコピスト全員が両手を使

用する6ポート法にて行っている｡ 腹腔内操作より開

始し､ 結腸､ 直腸の処理を骨盤底まで行った後にストー

マ造設予定部位を小開腹 (約4㎝) する｡ 回腸切除､

回腸嚢作成後肛門操作に移り､ 大腸を全摘する｡ 回腸

嚢が肛門まで届かない場合は会陰部にwound retractor

かけ手袋を装着して再気腹し､ 回腸嚢の授動を行う｡

その後手縫いにて回腸嚢肛門吻合を行い､ 回腸ストー

マを造設する｡

【結果】家族性大腸腺腫症の2例 (34歳男性､ 38歳男

性)､ 潰瘍性大腸炎の1例 (64歳女性) に施行した｡ 手

術時間 (分) は610,450,410､ 出血量 (ml) は10,90,50｡

術後骨盤内膿瘍 (gradeIII) を1例に認め､ 術後在院日

数(日)は31,22,16であった｡

【結語】回腸ストーマ部位のみを小切開することで整

容性に優れ､ 低侵襲で有用な術式と思われた｡

原発不明癌43例の検討

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
第71回日本消化器外科学会総会

平成28年７月 徳島

【背景】原発不明癌は,転移性悪性腫瘍であることが

組織学的に証明されている腫瘍のうち, 治療前の評価

期間に原発巣を同定できないものと定義される. その

臨床像は多様であり, 患者の大半は予後不良である.

【目的】当院において2006年11月から2015年12月まで

に原発不明癌43例を経験したのでその患者背景, 臨床

像, 予後などについて検討した.

【結果】診断時の平均年齢は69歳, 性別は男性23例女

性20例であった. 病変の局在は頭頸部8例, 腋窩3例,

腹部17例, 骨2例, 脊髄1例であり, それ以外に頭頸部,

胸部, 腹部のうち2領域以上に渡り病変が局在する症

例を12例認めた. 病理組織型は腺癌18例, 扁平上皮癌

5例, 小細胞がんまたは神経内分泌腫瘍3例, 低分化ま

たは未分化癌で分類不能な症例を17例認めた. 予後に

関しては現時点までで生存13例, 原病死26例, 転院に

よって予後不明な症例を4例認めた. 全体の1年生存率,

2年生存率はそれぞれ44.7%, 33.3%であった. 頭頸部

と腋窩に病変が局在する症例については手術, 放射線

治療, 化学療法による単独治療または集学的治療によっ

て, 11例中9例で完全寛解が得られ, 1年生存率, 2年

生存率ともに81.8%であり予後良好であった. 一方,

腹部に病変が局在する症例の1年生存率, 2年生存率は

それぞれ33.3%, 6.7%であり, 予後不良であった. 2領

域以上に渡り病変が局在する症例に関しては12例のう

ち, 化学療法(CBCDA+PTX+GEM)によって完全寛解

が得られた1例, 2015年8月から化学療法が始まった1

例, 転院によって予後不明の1例を除いた残りの9例全

てで8か月以内に原病死しており予後不良であった.

【結語】頭頸部や腋窩に病変が局在する症例は予後良

好で集学的治療で完全寛解が得られる症例が多いが,

腹部に病変が局在する症例や全身の多領域に渡り病変

が局在する症例は予後不良である.

小腸イレウスにおける水溶性造影剤を
用いた画像的診断分類の有用性

外 科
森 治樹､ 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
第71回日本消化器外科学会総会

平成28年７月 徳島

【背景・目的】小腸イレウスに対する水溶性造影剤を

用いた手術適応の判断についての有用性を示す研究は

報告されているが, 水溶性造影剤使用による画像診断

および治療的役割や, 明確な診断分類および治療指針

について定まった見解はない. 今回当科で経験した小

腸イレウスに水溶性造影剤を使用し, 画像診断による

重症度分類と治療における臨床的価値を明らかにする

ことを目的とした.

【方法】2009年1月から2015年9月までに当科で治療し

た小腸イレウス650例を対象とし, 胃管減圧後に水溶

性造影剤(ガストログラフィン)を用いて重症度分類を

行った. 腹部レントゲン写真は水溶性造影剤投与後の

1, 3, 5時間後に撮像し, 画像診断により4つのタイプ

に分類した. Ⅰ型は小腸の閉塞部位が指摘出来る症例,
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Ⅱ型は結腸まで水溶性造影剤が到達せず, 小腸の閉塞

部位が指摘出来ない小腸停滞型の症例とした. Ⅲ型は

結腸まで水溶性造影剤が移行する症例で, そのうち小

腸拡張が残存するのがⅢa型, 小腸拡張を認めない症

例をⅢb型とした. Ⅰ型とⅡ型は改善の見込みのない

イレウスと判断し手術療法を行い, Ⅲa型とⅢb型は保

存的治療を継続した. Ⅲa型・Ⅲb型でも保存的加療で

改善が認められず, その後の臨床症状および画像診断

で所見が認められた場合は手術療法を行った.

【結果】Ⅰ型, Ⅱ型, Ⅲa型とⅢb型はそれぞれ24, 73,

304, および249人の患者が含まれていた. 全体の手術

率は16.9%であった. 保存的治療群(Ⅲa型, Ⅲb型)で

は, 542人(98.0%)が手術療法を必要とせずに保存的治

療でイレウスは軽快した. Ⅲa型とⅢb型の手術率は,

Ⅲa群3.6%(n=11/304), Ⅲb群0%(n=0/249)であった(p=

0.001). Ⅲa群とⅢb群を比較して経口摂取再開(2.2日vs

2.4日, p=0.005), 入院期間(8.6 日vs 10.6日, p <0.001)

で有意差を認めた.

【考察】水溶性造影剤を用いた小腸イレウスに対する

重症度分類は, 治療戦略のための明確かつ有用な診断

分類になりうる.

化膿性恥骨結合炎と診断し得た
右下腹部痛の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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 仲野 聡､ 三岡裕貴
岡本和浩､ 和田侑星
第46回 愛知臨床外科学会

平成28年７月 名古屋

【はじめに】恥骨結合炎は勤続的な酷使により恥骨間

円板に炎症を生じる疾患で, 整形外科領域では一般的

である. しかし, 化膿性恥骨結合炎は腹痛や鼠径部痛

と膿瘍を認め, 診断困難である.

【症例】16歳男性, バレーボール選手. 右下腹部痛で

受診し, CT検査でRetzius腔に膿瘍形成あり, ドレナー

ジを施行, 細菌培養でMSSAを検出した. 5日目に施

行した造影MRI検査で恥骨と膿瘍に連続性を認め, 化

膿性恥骨結合炎と診断した. セフェム系抗菌薬で追加

治療し14日目に退院した. 若年スポーツ選手に多い疾

患で, 重篤化する際はdebridementが必要となるため早

期診断が重要である.

外傷性胆管断裂の１例

外 科
和田侑星､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士郎､ 寺�史浩､ 三岡裕貴
仲野 聡､ 岡本和浩
第46回愛知臨床外科学会

平成28年７月 名古屋

症例は39歳男性｡ 交通外傷で当院救急搬送となり､ CT

で外傷性肝損傷､ 腎損傷､ 多発肋骨骨折を認めた｡ 緊

急血管造影で明らかな血管外漏出を認めず保存的加療

入院となった｡ 食事開始後､ 発熱と炎症反応上昇を認

め､ 入院10日目に施行したCTで肝下面に膿瘍形成を

認めた｡ 外傷による遅発性腸管損傷を疑い緊急手術を

施行した｡ 横行結腸に1cmの穿孔と周囲に膿瘍形成を

認め､ 右半結腸切除術を施行した｡ 術後胆汁漏を認め､

術後15日目に施行したERCでは膵管のみが造影され総

胆管は造影されず外傷性胆管断裂と診断した｡ 胆汁漏

に対するドレーンを留置し一度退院した｡ 初回手術か

ら73日後に根治手術(胆管空腸吻合)を行い術後14日目

に退院した｡

腹腔鏡下直腸前方切除術後の癒着性
レウスの1例

外 科
田中祐介､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
寺�史浩､ 吉川晃士朗､ 三岡裕貴
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岡本和浩､ 和田侑星
第46回愛知臨床外科学会

平成28年７月 名古屋

症例は50歳女性｡ 10カ月前に直腸癌(RS)の診断で腹腔

鏡下直腸前方切除術(T3N0M0StageⅡA(UICC))を施行

した｡ 腹痛と嘔吐を主訴に救急外来を受診し､ 血液検

査ではCRP7.11と高値を認めた以外は特記すべき事項

なし｡ 腹部造影CT検査で骨盤内にclosed-loop所見を認

め造影効果も軽度低下していたため､ 絞扼性イレウス

と診断し緊急開腹手術を施行した｡ 吻合部のDog ear

と子宮との間で癒着を認め､ 小腸が嵌頓していたが腸

管虚血は認めなかった｡ 術中所見としては癒着性イレ

ウスであり索状物切離のみ施行した｡ 術後は合併症な

く術後10日で退院となった｡ 露出したステイプル針が

イレウスの一因と考えられた｡

前庭部胃癌を合併した胃体部MALT
リンパ腫に対し腹腔鏡下胃全摘術を
施行した1例

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
尾上俊介､ 宇治誠人
第59回名古屋腫瘍外科内外研究

平成28年７月 名古屋

症例は65歳女性.既往として乳癌手術歴あり.検診で

H.pylori陽性であったため近医を受診し上部消化管内

視鏡検査にて胃前庭部に0-Ⅱc病変を認めた.生検結果

は低分化腺癌であり治療目的に当院紹介となった.当

院で再度施行した上部消化管内視鏡検査では前庭部胃

癌に加え体部大彎にびらんを認め,生検結果から胃体

部MALTリンパ腫と診断した.上記に対し腹腔鏡下胃

全摘術を施行し,合併症なく術後10日目に退院となっ

た.病理結果はpor2,pT1bN0M0StageⅠA (UICC) ,MALT

lymphomaであった.

胃体部MALTリンパ腫に前庭部早期胃癌を合併症した

症例での治療方針について,病理組織像を踏まえ文献

的考察を合わせて報告する.

DP-CAR 28例の治療成績

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
第43回日本膵切研究会

平成28年８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, 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.

【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2016年までに

DP-CARを28例に施行した (R2切除3例除く). 28例中

7例に門脈合併切除を並施した. 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

療法 (S-1:3例, GEM:9例) を施行した.

【結果】１) 患者背景：平均年齢67歳, 男女比17:11,

病変の主座は膵体部23例/尾部5例, 腫瘍径中央値45mm.

２) 手術成績：手術時間231分, 出血量601mL. Grade

BCの膵液瘻を11例 (39%) に認め, Clavien分類3以上

の合併症は11例 (39%), 入院死亡は誤嚥性肺炎の1例

(4%) であった. リンパ節転移を21例 (75%), 組織

学的腹腔動脈浸潤は10例 (36%) に認めた. R0切除は

19例 (68%). ３) 長期成績：組織型, 腹腔動脈浸潤,

リンパ節転移, R0切除の有無で予後に有意差を認め

なかった. 一方, 術後補助化学療法施行群 (n=12,

MST 22ヵ月) は非施行群 (n=16, MST 8ヵ月) に比

べ有意に予後が良好であった (p=0.049).

【結語】進行膵体尾部癌に対するDP-CARは安全に

施行可能で, 術後補助化学療法施行例の予後が良好で

あった.
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化学療法が奏功し膵頭十二指腸切除で
根治手術し得た胃癌の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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第5回西濃消化器がん学術講演会

平成28年９月 大垣

原発不明癌の検討

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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第12回西濃がん診療研究会

平成28年９月 大垣

造影超音波検査にて､ 適切な術式を
選択しえた一例

外 科
風呂井学､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史浩､ 仲野 聡
三岡裕貴､ 岡本和浩､ 和田侑星
第13回日本乳癌学会中部地方会

平成28年９月 名古屋

【はじめに】造影超音波検査は乳癌の病状把握に必須

ではない｡ しかし､ 今回､ 患者の治療方針に影響を与

えた一例を経験したため報告する｡

【症例】症例は49歳女性｡ 住民健診にて左Cに腫瘤を

指摘され受診し､ 超音波検査､ 造影CT検査では同部

位NT6㎝に乳癌を疑わせる18×15mm大の腫瘤と､ 周

囲に散在する5mm未満の娘結節を疑わせる腫瘤と､

9mm未満の腋窩・鎖骨下リンパ節腫大を認めた｡ 最

大の腫瘤の針生検では浸潤性乳管癌の所見であり､ 当

時は乳房部分切除とセンチネルリンパ節生検が予定さ

れた｡ しかし､ 手術に当たって浸潤の程度を確認する

ため造影MRI検査を施行すると､ 10時と3時方向に乳

癌を疑わせる腫瘤が新しく見つかった｡ 今回の症例で

は､ これに対して造影超音波を使用して同結節を同定

し､ そのマンモトーム生検とリンパ節の穿刺吸引細胞

診を行った｡ これにより､ 同部位と腋窩リンパ節に対

して浸潤型乳管癌の病理所見を得られ､ 最終的に術式

は乳房全摘除＋腋窩リンパ節郭清と決定することがで

きた｡

【結語】造影超音波を使用した検査により､ 本症例に

対し適切な術式を選択することができた｡

乳がん術後患者の下着に関する意識調査

外 科
駒形真希江､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人

看 護 部
三浦仁美
第4回日本乳房オンコプラスティックサー

ジャリ―学会

平成28年10月 千葉

【背景】乳がん患者のボディ変化は､ 手術治療方法・

薬剤治療内容で異なる｡ 抗癌剤治療による脱毛等の副

作用の指導・相談は治療前に積極的に行われているが､

手術によるボディ変化に対する指導・相談はパンフレッ

トの提供のみであった｡

【目的】当院主催の患者会 ｢ゆりの会｣ (以下 ｢ゆり

の会｣ と称す) 参加者を対象に ｢下着・パット・人口

乳房｣ についてのアンケート調査を行い､ ボディ変化

に対しての対策内容・乳房再建の関心度を知る｡ アン
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ケート結果を分析することで今後の課題を明確にする｡

【方法】 ｢ゆりの会｣ 参加者全員にアンケート調査を

行った｡ アンケート調査結果を基に下着・人口乳房・

乳房再建への関心の度合い､ 医療者への要望を分析した｡

【結果】術後のボデイ変化への対策内容については､

乳房全摘の人ほどより早い段階で情報が得られたらよ

いと思っている｡ 更に年齢層の若いほうが術前からの

情報提供を望んでいた｡

【考察】乳房切除術後に身に着ける下着について悩み

を抱えている患者は多く､ 早い時期からの情報提供を

望んでいることを知ることができた｡ 下着というもの

はデリケートな話になるため､ なかなか相談できない

でいた内容だけに､ 医療者から情報提供を行う必要性

があった｡ 術後の患者は乳房切除で自身の体がシンメ

トリーでないことに

術前化学療法症例に対するUltraClip
ブレストマーカーの使用経験

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
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人

診療検査科 (画像)
今吉由美
第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年10月 埼玉

【はじめに】欧米に大きく遅れて我が国でも､ 超音波

下での視認性が確保されたクリップ (UltraClipブレス

トマーカー) が医療材料として承認された｡ 本邦でこ

れまで発売されていたマーカーとは異なり､ 非吸収性

ポリマーPVAを加えることにより超音波下での視認性

が確保されている｡ 当院における使用経験を報告する｡

【対象と方法】平成27年6月から平成28年5月までに当

院で10例に対してUltraClipブレストマーカーを使用し

た｡ 使用目的は術前化学療法前のマーキングで使用し

た5例と乳癌術前のマーキングの5例であった｡ 留置部

位､ 超音波 (留置時､ 術前 (超音波室)､ 術前 (手術

室))､ マンモグラフィ､ CT､ MRI､ 透視における視

認性を検討した｡ 視認性の指標は5段階評価として､

全く視認できないものを1､ よく視認できるものを5と

した｡

【結果】留置部位は腫瘍内の乳頭側が3例､ 中心が1例､

点状高エコー部分が1例であった｡ 点状高エコー部分

への留置は腫瘍が縮小したために低エコー部分が消失

したためである｡ 視認性の結果は､ 超音波検査が留置

時では中央値5 (4-5)､ 術前 (超音波室) で中央値

5 (4-5)､ 術前 (手術室) で中央値3 (3-5) であった｡

他の画像検査としてマンモグラフィ､ CTではほぼ認

識できるが､ MRI､ 透視では全く視認できなかった｡

【考察】UltraClipブレストマーカーを使用する際には､

穿刺針の視認性はよいものの､ マーカーそのものは

慣れるまでは視認しにくく､ 実際の手技には慣れが必

要であると思われた｡ 術前化学療法症例では治療が奏

効すると視認しにくくなる｡ 他の検査の視認性は､ マ

ンモグラフィ､ CTでは容易に確認できた｡ 一方､ 手

術室で行う超音波検査､ および透視では視認が困難で

あった｡

【結語】術前化学療法で縮小した際に部位が同定でき

るマーカーは手術時に有用である可能性がある｡ 今後

は術前化学療法症例ではどのタイミングでどこに留置

すればよいかを検討する必要がある｡

乳癌術前化学療法効果判定における
造影超音波検査の有用性に関する検討

外 科
宇治誠人､ 亀井桂太郎

診療検査科 (画像)
今吉由美､ 高田彩永
第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年10月 埼玉

【目的】乳癌の術前化学療法 (NAC) を実施するに

あたって､ 手術時期を逸しないためには治療効果のモ

ニタリングが極めて重要である｡ 治療効果判定には､

超音波検査やMRI､ CTなどが用いられているが､ ど

のモダリティを選択しどのように評価を行うのが適正

かは結論が出ていない｡ 近年､ 造影超音波検査 (CE-

US) を用いた効果判定の有用性が報告されており､

当院の経験症例において検討した｡

【方法】2014年1月から2016年4月まで､ NAC後に効

果判定を目的としてSonazoidを用いてCE-USを施行し､
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外科的切除を行った9人を対象とした｡ 組織学的に完

全奏効が得られた症例と非完全奏効の症例において､

造影パターンの相違について検討した｡ また造影CT

やMRI検査による効果判定と比較し､ CE-USの有用性

を検討した｡

【結果】組織学的に完全奏効が得られたのは4例で､

4例とも腫瘍の局在部位は低エコー域として描出され

た｡ 3例では内部および辺縁も造影されなかったが､

1例は内部が造影されないものの､ 周辺乳腺に豊富な

血流を認めたため腫瘍細胞の残存が否定できなかった｡

造影CT検査では､ CE-USで造影効果のなかった3例は

病変が消失しており､ 残りの1例は軟部陰影として描

出されたが造影効果を認めなかった｡ 非完全奏効だっ

た5例全てで､ CE-USで腫瘍部の造影効果を認めたが､

造影CT検査では1例で造影効果のない軟部陰影として

認識された｡ またCE-USでは､ 通常の超音波検査で描

出された腫瘍域よりも広い範囲で造影効果を認める症

例も見られた｡

【考察】NACの治療効果判定において､ CE-USは完全

奏効かどうかを予測するのに有用な手法であると思わ

れ､ 造影CTやMRI検査と比べてもその有用性は同等

以上であると思われた｡ またNAC後に乳房温存切除

を行う場合には切除範囲についてしばしば悩まされる

が､ CE-USを用いて切除範囲を決めることで切除断端

に腫瘍細胞が遺残することを回避できる可能性も考え

られた｡

クローン病に合併した小腸癌の1例

外 科
手嶋浩也､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋祟真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹
第292回東海外科学会

平成28年10月 岐阜

症例は35歳女性｡ 21歳頃から下痢・下血症状あり､ 近

医にて潰瘍性大腸炎疑いとして内服で症状軽快してい

た｡ 29歳時に右下腹部痛にて消化器内科受診｡ 下部消

化管内視鏡検査では明らかな潰瘍性大腸炎の所見はな

く､ 直腸Rbに潰瘍性病変を認めた｡ 注腸検査でskipす

る潰瘍病変､ 縦走潰瘍瘢痕を認めた｡ CTでは回盲部

に膿瘍を認めた｡ 以上からクローン病が疑われた｡ 内

科的治療で改善しないため回盲部狭窄・横行結腸狭窄・

下行結腸狭窄・虫垂膿瘍に対して回盲部切除・左半結

腸切除・小腸部分切除術を行った｡ その後クローン病

の増悪で入退院を繰り返し､ 2016年5月に腹痛増悪で

受診｡ CTで骨盤内小腸に壁肥厚とイレウス像を認め､

クローン病増悪による腸閉塞と診断した｡ 内科的治療

に抵抗性のため回腸横行結腸吻合部より口側100cmの

回腸を30cm部分切除した｡ 術後14日目に合併症なく

退院し､ 病理組織学的検査ではsignet-ring cellの浸潤

増殖を認め､ クローン病に合併した小腸癌と診断した｡

現在術後補助化学療法としてmFOLFOX6を施行中で

ある｡

紡錘細胞型膵管癌の1切除例

外 科
今岡拓郎､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史浩､ 仲野 聡
第292回東海外科学会

平成28年10月 岐阜

症例は60歳男性. 心窩部痛を主訴に近医より紹介され,

腹部US検査で膵頭部に腫瘤を認め精査となった. 腹

部造影CT検査で膵頭部に20mm大の乏血性腫瘤を認め,

周囲リンパ節の腫大を認めた. 内視鏡的逆行性胆膵管

造影(ERCP)検査では, 膵頭部膵管軽度狭窄に伴う尾

側膵管の軽度拡張を認め, PET-CT検査で膵頭部腫瘤

に限局性集積を認めた｡ 膵癌または腫瘤形成性膵炎が

鑑別診断として挙げられたが, EUS下での穿刺吸引細

胞診(FNA)でadenocarcinomaを認め, 膵癌の診断で幽

門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行した(手術時間3時

間38分, 出血量200g). 術後は胃内容物排泄遅延を来

したが軽快し, 術後24日目に退院となった. 病理組織

学的検査で腺管形成が見られず, 核の大小不同・核縁

不整な紡錘形の腫瘍細胞が増殖を示し, 退形成性膵管

癌(紡錘細胞型)と診断した.

退形成性膵管癌は予後不良であり, 腫瘍発見時に既に
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手術適応の無い症例も少なくない. 稀な紡錘細胞型退

形成膵管癌の1切除例を経験したので報告する.

腹腔動脈解離後の腹腔動脈瘤に対して
結紮術を施行した１例

外 科
清水將史､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 吉川晃士朗､ 寺崎史浩
仲野 聡 岡本和浩 和田侑星
第292回東海外科学会

平成28年10月 岐阜

症例は51歳女性.既往は高血圧.心窩部痛を主訴に救急

外来を受診した.腹部造影CTでは腹腔動脈解離と膵頭

部周囲を中心に腹腔内出血を認めた.血管造影検査で

は前上膵十二指腸動脈の壁が不整であり,出血の原因

と考えコイルで塞栓した.発症13日目の腹部造影CTで

は腹腔動脈解離部位にULP型の動脈瘤(13mm)を認め

た.発症27日目の腹部造影CTで瘤は19mmに増大した.

破裂予防のためIVRも考慮したが最終的に手術の方針

とし,発症50日目に手術を施行した.左胃動脈は瘤から

分枝しており結紮切除した.腹腔動脈瘤の近位部は腹

腔動脈の根部であり,遠位部は総肝動脈,脾動脈の分枝

の手前であり,これらをプレジェットを用いて非吸収

糸で結紮した.術後経過は良好で,術後13日目に退院し

た.術後半年の腹部造影CTでは腹腔動脈に血流再開を

認めたが瘤は認めなかった.

広範な小腸壊死を来した特発性上腸
間膜静脈血栓症の１例

外 科
村石 望､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 吉川晃士朗､ 寺崎史浩
仲野 聡､ 岡本和浩､ 和田侑星
第292回東海外科学会

平成28年10月 岐阜

症例は68歳男性. 既往は高血圧, 糖尿病. 主訴は右下

腹部痛. 血液検査所見では白血球13810/m μL, CRP

6.75mg/dLと上昇あり, pH 7.246, Lac 64 mg/dL と

代謝性アシドーシスを認めた. 腹部造影CTで上腸間

膜静脈閉塞と造影不良を伴う広範な小腸浮腫像あり,

腸管壊死を伴う上腸間膜静脈血栓症と診断し, 緊急開

腹術を施行した. 手術所見ではTreiz靭帯から140cmの

部位より200cmの小腸が壊死しており, 小腸切除と血

栓除去を施行し, 回盲部に2連銃式ストマを造設した.

術後はヘパリンナトリウム20000単位/日を施行し, 術

後4週目の腹部造影CTで血栓消失を認め, 人工肛門閉

鎖術を施行した. 術後の検査で先天的な血栓素因はな

く, 特発性上腸間膜静脈血栓症と診断した. 術後10ヵ

月の現在, Rivaroxaban内服中である.

外傷性横隔膜ヘルニアの検討

外 科
和田侑星､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺�史浩､ 仲野 聡
岡本和浩
第14回日本ヘルニア学会

平成28年10月 東京

【背景】成人の横隔膜ヘルニアは先天性等を除けば主

に外傷を原因とする事が多く, 緊急手術を要する症例

が多くある一方, 遅発性に発症する症例もある.

【対象と方法】2007年2月から2016年5月までに当院で

経験した外傷性横隔膜ヘルニアの手術症例7例の患者

背景, 治療成績の検討を行った.

【結果】年齢中央値は63歳 (42～81歳), 受傷機転は

交通外傷4例(57％), 転倒2例(29％), 刺傷1例(14％)で,

受傷後24時間以内発症の急性例は3例, 24時間以降発

症の遅発例は4例だった.主訴は腹痛6例(86％), 検診異

常1例(14％)で, 副損傷として左肺挫傷を3例(43％)で

認めた.受傷から手術までの時間の中央値は急性例8時

間(4～14時間), 遅発例10年(3ヶ月̃21年)だった.ヘルニ

アは全例左で, CTで診断された.脱出臓器は横行結腸
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5例(71％), 胃4例(57％), 脾臓3例(43％)だった.手術は

全例正中切開で行った.1例は小腸切除, 2例は腸管拡

張が著明で腸管切開し減圧ドレナージを施行した.ヘ

ルニア修復方法は単純閉鎖3例(43％), 単純閉鎖とメッ

シュ3例(43％), 大網閉鎖1例(14％)だった.手術時間中

央値は101分(79～145分), 出血量中央値は180g(5-700g)

だった.術後合併症は胸水貯留6例(86％), 無気肺3例

(43％), SSIと麻痺性イレウス1例(14％)を認めた.当科

術後在院日数中央値は14日(9̃18日)だった.

【まとめ】急性例は副損傷を伴うことが多く, 遅発例

の発症中央値は10年であった.全例手術治療で良好な

結果を得た.

Laparoscopic transabdominal preperitoneal
repair versus mesh plug repair for bilateral
primary inguinal hernia: a retrospective
observational study

外 科
Yuichi Takayama､ Yuji Kaneoka､
Atsuyuki Maeda､ Yasuyuki Fukami
Takamasa Takahashi､ Shunsuke Onoe
Masahito Uji
The 12th International Congress of the Asia

Pacific Hernia Socoety

平成28年10月 東京

【Background】A few studies comparing laparoscopic

and open techniques reported that an open repair with

mesh is the optimal operation for unilateral primary

hernia. The aim of this study is to compare the outcome

of laparoscopic transabdominal preperitoneal repair (TAPP)

versus mesh plug repair (MP) for bilateral primary

inguinal hernia.

【Methods】This was a retrospective study of 102

patients with bilateral primary inguinal hernia between

January 2008 and July 2016. Of these patients, 43

underwent TAPP under general anesthesia, while 59

underwentMPunder local anesthesia.Clinical characteristics

and surgical outcomes were compared between TAPP

and MP.

【Results】In the TAPP group, patients were significantly

younger (64 ± 13 vs 74 ± 10 years, p<0.001) and

there were less patients with comorbidity (40 vs 64%,

p=0.013). There was no difference in the operation time

(101 vs 92 min, p=0.082) and the incidence rate of

postoperative complications (12 vs 12%, p=0.97) between

the two groups. Recurrence occurred in 1 patient (1.2

%) in the TAPP group and 5 patients (4.2%) in the

MP group (p=0.17). Wound infection occurred in 1

patient (0.9%) in the MP group. At one month after

surgery, there were less patients with pain in the TAPP

group (16 vs 31%, p=0.093) and less patients with

medication of analgesics (4.7 vs 15%, p=0.074).

【Conclusion】TAPP for bilateral primary inguinal hernia

is a safe and feasible procedure without increase in

operation time, and rates of complication and recurrence.

A single institutional study on operative
outcomes of the open inguinal hernia repair:
residents vs. non-residents

外 科
Takamasa Takahashi､ Yuji Kaneoka
Atsuyuki Maeda､ Yuichi Takayama
Yasuyuki Fukami､ Shunsuke Onoe
Masahito Uji
The 12th International Congress of the Asia

Pacific Hernia Society

平成28年10月 東京

【Purpose】Previous studies have demonstrated that open

hernia repairs performed by residents were associated

with higher recurrence rates than those repaired by non-

residents. We retrospectively evaluated operative outcomes

of the open inguinal hernia repair performed by residents

at a single high volume institute.

【Methods】We compared the operative outcomes of the

open hernia repair operated by residents of the second

year after graduation (Group I) with those by non-

residents (Group II). A total of 612 repairs performed

from 2011 to 2015 (Group I in 197, Group II in 415)

were evaluated.
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【Results】Age, sex, diseased side and type of inguinal

hernia were not significant difference between the two

groups. Group I had significantly longer operative time

compared with Group II (60 min (23 -157) v.s. 55 min

(19-172), P=0.001). The blood loss was similar between

the two groups (5ml (0 -100) v.s. 5ml (0-300), P=0.84)

Complication rates were not different between the two

groups (4.1% v.s. 5.8%, P=0.44). Recurrence rates were

significantly higher in Group I than in Group II (5.1%

v.s. 0.7%, P<0.001). In univariate analysis, hernia repair

by residents was a unique risk factor for recurrence

(Odds ratio=7.344; 95% CI= 2.00-26.99; P=0.001)

【Conclusions】Open hernia repairs performed by residents

were associated with higher recurrence rate than those

repaired by non-residents. It is important to perform the

open hernia repair by residents under enough and careful

instruction.

鼠蹊部ヘルニア手術と消化器手術を
同時に行う場合の術式選択

外 科
吉 川 晃士朗
第14回日本ヘルニア学会学術集会

平成28年10月 東京

【背景と目的】鼠径ヘルニア根治術と消化器手術を同

時に行う場合はメッシュ感染が危惧されるため当科で

はMcVay法､ IPTRなどの従来法を基本術式としてい

る. しかし待機的に同時手術を行う場合の術式は術者

の判断に委ねられることが多い. 今回それらの術式選

択と短期成績について検討した.

【方法】2009年4月から2016年6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17

例を対象とした.

【結果】平均年齢70歳, 男性14例, 女性3例. 消化管

手術：胆嚢3例, 胃3例, 小腸2例, 右半結腸１例,

S状結腸3例, 直腸5例. 鼠径ヘルニアは片側16例, 両

側1例, 全て初発であった. ヘルニア術式：従来法6例,

MP法9例, TAPP2例. 同時消化器手術が胆嚢, 胃, 小

腸では8例中7例 (88％) で, 結腸手術では9例中4例

(44％) でメッシュを用いた術式が選択された. 術後

早期合併症は縫合不全1例, 吻合部狭窄1例, 肺炎1例

で､ 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.

【結語】鼠径ヘルニア根治術と消化器手術を同時に行

う場合にメッシュを使用した場合でも術後合併症とし

てメッシュ感染は認めず､ 安全であると考えられた.

Midazolam併用0.5％Lidocaine局所
麻酔下でのMesh Plug法の検討

外 科
岡本和浩､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓哉
吉川晃士朗､ 寺崎史浩､ 仲野 聡
和田侑星
第14回日本ヘルニア学会学術集会

平成28年10月 東京

【目的】当院では成人鼠径ヘルニアに対してLidocaine

局所麻酔によるMesh Plug法 (MP法) を標準術式として

いるが, 2012年6月より1％から0.5％Lidocaineに変更

しMidazolam併用下で施行している. 倍量のLidocaine

が使用できるため, 剥離, 止血効果が得られやすい.

当院での麻酔方法による有用性について検討する.

【対象と方法】2008年から9月から2016年7月4日まで

のA群：1％Lidocaine局所麻酔下MP法802例 (両側33

例) とB群：0.5％Lidocaine局所麻酔下MP法517例 (両

側32例) での手術成績, 術後合併症を比較検討した.

なおB群では術前にMidazolamを3mg併用し､ 適宜追加

した.

【結果】平均年齢はA群68.6歳, B群73.7歳 (P<0.050),

性別 (男性/女性) はA群726例/76例 (両側), B群464

例/53例 (両側) (P=0.59). BMIの平均はA群22.2,

B群22.3 (P＝0.10) であった. 併存疾患の有無はA群

644例 (80.2％), B群447例 (86.4％) (P<0.050), 平

均手術時間はA群57.7分, B群62.1分 (P<0.050) であっ

た. 術後合併症の有無はA群50例 (6.2％), B群43例

(8.3％) (P=0.18), 再発はA群17例 (0.020%), B群16

例 (0.030％) で, 有意差を認めなかった (P=0.60). ま

た0.5％Lidocaineの平均使用量は30.3±10.7mlであった.
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【結語】Midazolam併用0.5％Lidocaine局所麻酔下で

Mesh Plug法は安全に施行可能であった.

経肛門的直腸異物の4例の検討

外 科
孫 紀和､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹､ 渡邉夕樹
吉川晃士朗､ 寺崎史浩､ 仲野 聡
岡本和浩､ 和田侑星
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【背景】経肛門的直腸異物とは, 性的嗜好や事故など

で直腸に異物が挿入されたものである. 原因や状態に

より摘出法が異なり, 経肛門的に摘出できない場合は

開腹手術を要する.

【目的】当院で経験した経肛門的異物症例を検討する.

【対象と方法】2007年11月から2016年6月までに当院

で経肛門的直腸異物を摘出した症例は4例であった.

当院受診時の状況, 原因, 治療成績を後方視的に検討

する.

【結果】【症例①】70歳, 男性. 10年前から性的嗜好

で瓶を挿入していた. 直径4cm, 長さ7.5cmの円柱状

の瓶を挿入し, 肛門より5㎝に停滞し摘出できず妻と

ともに来院. 腰椎麻酔下, 砕石位で経肛門的に摘出し,

術後3日目に退院.

【症例②】31歳, 男性. 10年前から石膏, 水, バナナ

等を習慣的に挿入し排出していた. 灯油ポンプを用い

て石膏を肛門より注入し, 腸内で固まったため摘出不

能となり受診. 腹部CT検査で直腸 (Rs) からS状結腸

に異物を認め, 母親に患者の性的嗜好を伝えた. 両者

に同意を得て低位前方切除術を施行した. 石膏は直径

6cm, 長さ18cmであった. 術後11日目に退院.

【症例③】76歳, 男性. 性的嗜好として直径3cm, 長

さ20cmのきゅうりを挿入し受診. 以前にもきゅうり

を挿入したことがあった. 妻に患者の性的嗜好を伝え

両者に緊急開腹術の必要性を説明した. CT検査できゅ

うりによる直腸 (Rs) 穿孔を認めた. 下腹部正中切

開で回復し, きゅうりを摘出後, 穿孔部を単純縫合閉

鎖した. 術後11日目に退院.

【症例④】59歳, 男性. 直径4.5cm, 長さ13.5cmの化

粧水のボトルを挿入. 腹部CT検査で直腸 (Rs) から

S状結腸に異物を認め, 口側で便塊貯留を来しており,

妻にも病態を説明し緊急開腹手術を施行した. 下腹部

正中切開で開腹し, 直腸を用手的に圧迫し肛門より異

物を送出した. 術後3日目に退院.

【結語】経肛門的直腸異物の原因や摘出法は多岐に渡

り, 経肛門的に摘出できない場合は開腹手術を要する.

開腹手術の経験を反映した腹腔鏡下
肝切除術の導入と発展

外 科
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58回日本消化器病学会大会

平成28年11月 神戸

2010年6月以降102例の腹腔鏡下肝切除術を行ってきた｡

当院の導入期から現在までの5年間の手術成績を比較

検討する｡

【方法】手術適応はICGR15<30､ 腫瘍径10cmを越え

ない肝腫瘍(原発性肝癌67例､ 転移性肝癌21例､ その

他14例)｡ 年齢30歳から82歳(平均65歳)､ 男性63例､ 女

性39例｡ 占拠部位はSegment 2, 3, 4a, 5, 6をInf､ そ

れ以外をSup､ 術式は亜区域以下がP､ それ以上の拡

大切除がE､ 外側区域はSと定義する｡

Ａ；導入期：開腹肝切除の術者経験400以上の2人

(マスター)によるハイブリッド手術(Assisted) 23例｡

Ｂ；移行期：マスター2人による完全腹腔鏡下肝切除

(Pure) 40例(開腹へのConversion 2例)､ Assisted 8例の

計48例｡

Ｃ；拡張期：マスター以外の術者あるいは助手を加えた

(必ずマスター１人は参加する) Pure手術31例(Conversion

1例)｡

【結果】1)占拠部位/術式：Inf 60例､ Sup 42例､ P 47

例､ E 37例､ S 18例｡

2)平均手術時間/出血量：Ａ(137分/149ml)､ B(176分/

313ml)､ C(197分/398ml)

3)術後合併症(Clavien-Dindo II以上)：8例(7.8%)､ A

1例(腹水､ 術式はS)､ B 6例(腹水､ 全例Pure術式は

－ 585 －



P5E1例)､ C 1例(ガス塞栓で死亡､ 術式はP)､ 合併症

例は全例原発性肝癌で占拠部位はSup｡ 占拠部位のみ

が術後合併症と相関を認めた(p=0.0004)｡

【結語】術後合併症は腫瘍占拠部位のみが有意な危険

因子であり､ 時期､ 疾患､ 術式に相関はみられなかっ

た｡ ガス塞栓による入院死亡が1例(0.98％)あり､ 安全

のために今後もマスターを中心とした手術チームを継

続すべきと考えている｡

安全な膵頭十二指腸切除を目指して：
膵空腸吻合部近接縫合の留意点から

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 尾上俊介
第24回日本消化器病関連学会週間

平成28年11月 神戸

【背景】画像診断､ 手術技術の向上とともに膵頭十二

指腸切除(PD)は安全になりつつあるが､ 在院死亡は依

然として約2％である｡ その主な原因は膵液瘻(PF)

であり､ その対策としてわれわれは膵空腸吻合(PJ)に

膵実質近接法を採用し ｢そっと寄せるよう｣ 心がけて

いる｡

【目的】自施設におけるPD術後合併症､ 在院死を回

顧分析することにより､ 術式の妥当性と安全性を解析

した｡

【方法】2000年から2015年10月までに当院で経験した

PD例400例を対象とした｡ なお肝切除例は除外し､ 合

併症はClavien-Dindo分類､ PFと胃排泄遅延(DGE)はそ

れぞれISGPF, ISGPSの定義に従った｡ PJ手技：消化

管再建はChild変法で行った｡ 膵管空腸粘膜吻合は

polydioxianone糸 (PDS II) 8～9針結節縫合で行い､ 膵

実質近接吻合はpolypropylene糸(PROLENE)を用いて前

後壁それぞれ5～7針結節縫合で行った｡ ロストチュー

ブを留置し､ PJ部腹側にJ-VACドレンを留置した｡

【成績】対象の男女比は240:160､ 平均年齢68.4歳

(範囲34～85)｡ 疾患は膵癌225例､ 胆管癌68例､ 乳頭

部癌51 例､ その他の悪性腫瘍25例､ 良性腫瘍31例｡

また術式についてはPPPD 254例､ SSPPPD 99例､ PD

47例､ 門脈切除147例 (36.8%､ グラフト使用36例9.0

%)､ 肝動脈切除再建11例(2.8%)､ 他臓器合併切除は

46例(11.5%)であり､ R0切除率は97%であった｡ 平均

手術時間は283分 (131?664)､ 出血量は610g｡ Grade

3a以上の合併症は82例 (20.5%)､ 在院死は5 例(1.3%)､

Grade B以上のPFは81例 (20.3%)､ DGE は32例 (8.0%)､

平均在院期間は28.0 日(10～196日)であった ｡ 5例の

在院死の中で2例は術中の大量出血に伴うDICにより､

また2例はDGEに伴う脱水・脳梗塞と誤嚥性肺炎で死

亡した｡ PFに伴う腹腔内感染に起因する死亡は1例

(0.25%)のみであった｡

【結論】PFは20.5％に発生し入院期間の延長の原因と

なるが､ これに伴う在院死亡は0.25%であった｡ われ

われの手術法では在院死亡も少なく､ 今までのPJを継

続するとともに､ 術中・術後の循環管理に注意を払う

べきと考える｡

腹腔鏡補助か膵切除の経験

外 科
前 田 敦 行
第15回岐阜膵臓外科研究会

平成28年11月 岐阜

魚骨による十二指腸水平脚穿孔の1例

外 科
吉田大樹､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 吉川晃士朗､ 寺崎史裕
仲野 聡､ 岡本和浩､ 和田侑星
第227回岐阜外科集談会

平成28年11月 岐阜
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Segments 7,8肝腫瘍に対する腹腔鏡
下肝切除のアプローチ法

外 科
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
金岡祐次
第10回肝臓内視鏡外科研究会

平成28年11月 東京

【目的】S7.8腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除 (LH) の

至適アプローチ法を検討する｡ 【方法】肝腫瘍に対す

るLHを2010年6月に導入し2016年7月までに128例経験

した｡ S7.8を主座とする病変に対してのLHは2011年

9月に採用し41例(32%)経験した｡ これらを対象にわれ

われのアプローチ法を解析した｡

【手術法】腹側病変は仰臥位､ 右外側病変は左半側臥

位､ 背側病変は完全左側臥位とし､ 仰臥位の場合には

12mmポートを臍下､ 剣状突起下､ 右上腹部に留置し､

5mmポートを右肋骨弓下外側､ 上腹部正中やや左に

留置する5ポート法で開始､ 必要に応じて右肋骨弓下

乳頭上などに12mmを追加する｡ (半) 側臥位の場合

は､ 全体の位置を右方へとずらす｡ 肝阻血は全例

Pringle法｡

【成績】年齢中央値69歳(35～79)､ 疾患は肝細胞癌30

例､ 転移性肝癌9例､ 肝内胆管癌2例､ 病変数は1個

(1～5)､ 腫瘍径2cm(1～8)､ 開腹既往21例 (51%)､ ICG

11.8% (4～33%)｡ 部分切除17例､ 亜区域以上24例､

手術時間中央値211分､ 出血400g｡ 在院期間13.0日､

Clavien-Dindo 2以上の合併症8例 (7例腹水､ 1例ガス

塞栓､ DICで在院死)｡ ポート数は6 (5-9)で肋間追加

は2例｡ SM (+) 4例｡ これを2013年12月以前の前期(n=

21)と後期(n=20)に2分して検討すると｡ 腫瘍因子､ ポー

ト数､ 手術時間・出血､ 在院日数､ 合併症発生､ に差

は無いが､ 左半側臥位使用の増加(4.8% vs. 50%, P=

0.001)､ pure LHの増加 (52% vs. 95%, P=0.002)､ SM

陰性化(81% vs. 100%, P=0.025)がみられた｡ 開腹移

行は各1例｡

【結論】S7.8病変に対して適宜左(半)側臥位を採用

することによりpure LHを目指すことが可能である｡

また安全性の面からhybrid LHが優れているわけでは

ない｡

食餌性イレウス8例の検討

外 科
寺 � 史 浩
第78回臨床外科学会

平成28年11月 東京

【はじめに】食餌性イレウスを来たす原因として文献

的には餅や椎茸などが散見されるが, 手術, 透視下治

療など治療法は様々である. 当院ではイレウスに対し

て, 入院翌日にガストログラフィンによる造影検査を

施行し, 施行後5時間の腹部単純X線検査で腸閉塞が

解除されていなければ緊急開腹手術を施行している.

当院で経験した食餌性イレウスの治療成績を報告する.

【方法】2013年1月から2016年6月までに当院に入院し

たイレウス症例のうち, 腹部CT検査, 術中所見で小

腸内に食物塊を同定し, 食事歴, 排便内容などから食

餌性イレウスと診断した症例は8例であった. 患者背

景, 原因, 治療成績を後方視的に検討する.

【結果】平均年齢60(50-74)歳, 男:女=5:3. いずれも

開腹歴が無く, 腹痛を主訴に受診した. 腹部CT検査

では全例小腸内に食物塊を認めた. 原因は椎茸5例,

昆布1例, 餅1例, 柿1例でCT値は椎茸22-33HU, 昆布

18HU, 餅172HU, 柿は含気のため計測不能であった.

入院翌日のガストログラフィン造影検査で4例は結腸

まで造影され, その後保存的治療で軽快した. 4例(椎

茸3例, 昆布1例)は小腸内での停滞を認め, 緊急開腹

手術を施行し, いずれも用手的に食物塊を盲腸に送出

した. 平均手術時間52分, 出血量33g. 平均入院日数

は保存的治療6日, 手術治療12日, 合併症は腹壁瘢痕

ヘルニア1例であった.

【結語】食餌性イレウスに対するガストログラフィン

の使用は治療選択に有用であった. また, 閉塞が解除

されにくく半数で手術を必要とした.

空腸間置再建による腹腔鏡下噴門側胃
切除術の有用性 ―開腹手術との比較―

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 森 治樹
第78回日本臨床外科学会総会
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平成28年11月 東京

【目的】空腸間置 (15㎝) 再建による腹腔鏡下噴門側

胃切除 (LAPG) (31例) の有用性を開腹手術 (OPG)

(38例) と比較検討し報告する｡

【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を留置する｡

空腸を前あるいは後結腸経路に挙上し､ 上腹部正中を

小開腹 (4㎝) する｡ 胃を体外で切除後､ 鏡視下に自

動吻合器にて食道空腸吻合する｡ 続いて体外で手縫い

にて空腸残胃吻合､ 空腸空腸吻合を行う｡

【対象と方法】2007年7月より2016年5月までの胃癌に

対する噴門側胃切除69例を対象として､ LAPG群31例､

OPG群38例の2群に分け､ 手術成績､ 術後成績を比較

検討した｡

【結果】手術時間はLAPG群：200分､ OPG群：150分

(p＜0.001)､ 出血量はLAPG群：54ml､ OPG群:266ml

(p＜0.001)｡ 術後合併症は両群で有意差はなく､ 縫合

不全は両群とも認めなかった｡ 術後食事開始日はLAPG

群で有意に早く (4.1 vs 4.7日, p=0.002)､ 術後1日目､

7日目の白血球数はLAPG群では有意に低かった (1日

目:10443 vs 12849,p=0.007) ( 7日目：6894 vs 8267,

p=0.033)｡ 術後内視鏡検査ではLAPG群27例中1例

(4.2％) にGradeBの逆流性食道炎を､ OPG群37例中

1例 (3.7％) に残胃潰瘍を認めた｡

【まとめ】空腸間置法による再建では逆流性食道炎は

1例 (1.4％) に認めたのみであった｡ LAPGはOPGに

比べて手術時間は長かったが､ 出血量は少なく､ 機能

回復の面からも有用な術式と思われた｡

小腸イレウスにおける水溶性造影剤を
用いた画像的診断分類の有用性

外 科
森 治樹､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
第78回日本臨床外科学会総会

平成28年11月 東京

【背景・目的】小腸イレウスに対する水溶性造影剤を

用いた手術適応の判断についての有用性を示す研究は

報告されているが, 水溶性造影剤使用による画像診断

および治療的役割や, 明確な診断分類および治療指針

について定まった見解はない. 今回当科で経験した小

腸イレウスに水溶性造影剤を使用し, 画像診断による

重症度分類と治療における臨床的価値を明らかにする

ことを目的とした.

【方法】2009年1月から2015年9月までに当科で治療し

た小腸イレウス650例を対象とし, 胃管減圧後に水溶

性造影剤(ガストログラフィン)を用いて重症度分類を

行った. 腹部レントゲン写真は水溶性造影剤投与後の

1, 3, 5時間後に撮像し, 画像診断により4つのタイプ

に分類した. Ⅰ型は小腸の閉塞部位が指摘出来る症例,

Ⅱ型は結腸まで水溶性造影剤が到達せず, 小腸の閉塞

部位が指摘出来ない小腸停滞型の症例とした. Ⅲ型は

結腸まで水溶性造影剤が移行する症例で, そのうち小

腸拡張が残存するのがⅢa型, 小腸拡張を認めない症

例をⅢb型とした. Ⅰ型とⅡ型は改善の見込みのない

イレウスと判断し手術療法を行い, Ⅲa型とⅢb型は保

存的治療を継続した. Ⅲa型・Ⅲb型でも保存的加療で

改善が認められず, その後の臨床症状および画像診断

で所見が認められた場合は手術療法を行った.

【結果】Ⅰ型, Ⅱ型, Ⅲa型とⅢb型はそれぞれ24, 73,

304, および249人の患者が含まれていた. 全体の手術

率は16.9%であった. 保存的治療群(Ⅲa型, Ⅲb型)で

は, 542人(98.0%)が手術療法を必要とせずに保存的治

療でイレウスは軽快した. Ⅲa型とⅢb型の手術率は,

Ⅲa群3.6%(n=11/304), Ⅲb群0%(n=0/249)であった(p=

0.001). Ⅲa群とⅢb群を比較して経口摂取再開(2.2日vs

2.4日, p=0.005), 入院期間(8.6 日vs 10.6日, p <0.001)

で有意差を認めた.

【考察】水溶性造影剤を用いた小腸イレウスに対する

重症度分類は, 治療戦略のための明確かつ有用な診断

分類になりうる.

大腸憩室出血に対して手術を施行した
26例の検討

外 科
和田侑星､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
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第78回日本臨床外科学会

平成28年11月 東京

【目的】大腸憩室出血の治療の基本は保存的加療, 大

腸内視鏡による出血部位の同定・止血などであるが,

大量出血や繰り返す出血, 止血困難例では手術が選択

されることがある. 手術施行症例の手術選択の根拠や

臨床所見についてまとめたので報告する.

【方法】当院において2008年3月から2016年3月までに

大腸憩室出血と診断され手術が必要となった26例を対

象に, 患者背景, 術前・術後の臨床所見などについて

検討した.

【結果】症例は全例消化器内科からの転科で手術を施

行した. 転科理由は入院中の再下血が16例(62%)で最

も多かった. 術前輸血施行例は17例(65%), 輸血単位

数(U)の中央値は8(2-16)U, 術前Hb(g/dL)の中央値は

9.6(6.0-14.0)g/dL, 来院から手術開始時間の中央値は

106(10-723)時間であった. 出血部位は上行結腸が17例

(65%)と最も多く, 次いで盲腸が3例(12%)であった.

腹腔鏡手術は4例(15%)に施行された. 来院から96時間

以内に手術が開始された症例(n=11)と, 96時間以降の

症例(n=15)で術直前のHb(g/dL), 輸血施行例, 単位数

(U)の中央値を比較すると, 8.4(6.0-13.3)g/dL vs 10.8

(6.6-14.0)g/dL, 9例(82%) vs 8例(53%), 8(2-12)U vs

4(2-16)Uであり, 96時間以内の症例では貧血傾向で,

輸血施行例, 単位数が多かった. 術後在院日数の中央

値は14.5(10-74)日, 1例(4%)で術後再燃を認めた.

【結論】発症早期から貧血が高度で輸血単位数の多い

症例では, 早期に手術が選択される傾向を認めた.

Critical view of safetyの作成可否に
着目した緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

外 科
三品拓也､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 吉川晃士朗
寺�史浩 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第22回岐阜内視鏡外科研究会

平成28年12月 岐阜

【はじめに】腹腔鏡下胆嚢摘出術において胆管損傷を

防ぐために､ Critical view of safety (CVS) の概念が

提唱されている｡ 実際ガイドライン上も急性胆嚢炎に

対する腹腔鏡下胆嚢摘出術において､ Critical view of

safetyの作成が困難であれば開腹移行が推奨されてい

る｡ 当科でもCVSの確保を重視し手術を施行している｡

【目的】CVSの作成可否に着目し手術成績, 患者背景

の検討をすること｡

【対象と方法】2012年から2015年までの間に､ 113例

の緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した｡ CVSを作成し

得た90例 (CVS群) とCVS作成不能であった23例

(non-CVS群) を比較した｡

【結果】手術時間の中央値はCVS群で73分､ non-CVS

群で110分であった (P＜0.001)｡ 出血量の中央値はそ

れぞれ10ml､ 50mlであった( P＝0.079)｡ 年齢､ 性別､

BMIに有意差は認めなかった｡ 発症後経過時間はCVS

群が24時間でnon-CVS群が96時間 (P＝0.001)､ 術前

CRPの中央値はそれぞれ, 1.01mg/dL､ 9.61mg/dLであっ

た (P<0.001)｡ アルブミン値､ 胆嚢短径､ 胆石嵌頓の

有無でも､ 両群間で有意差を認めた｡ 開腹移行はnon-

CVS群で7例 (30%) に認めたが､ CVS群は全症例腹

腔鏡下で完遂し得た (P＜0.001)｡

【結語】発症後時間が経過している症例､ 炎症反応高

値､ 結石嵌頓はCVS確保困難の因子であり､ 初めから

開腹手術を検討するなどの考慮が必要である｡

低コストで簡便な腹腔鏡下巾着縫合
(Double Ligation法) によるアンビル
留置と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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
第29回日本内視鏡外科学会総会

平成28年12月 横浜

【手術手技】食道周囲を十分剥離後､ 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

で食道を後壁の一部を残して約2/3周切離する｡ 3-0バ

イクリル(20cm)にて食道切離端1時方向より外→内､

内→外と全周に4-5針巾着縫合をかける｡ 食道を全周

切離しないため､ 助手による胃の牽引で､ 食道断端の
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適度な緊張と良好な視野が得られる｡ 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､ その糸を

残した食道後壁へ回し再度結紮 (Double Ligation法；

エンドループの役割) し､ 残った食道壁を切離する｡

挙上空腸より自動吻合器本体を挿入し体腔内食道空腸

吻合を施行する｡

【結果】2011年4月から2016年4月までに149例にこの

方法を施行した｡ 巾着縫合に要した時間は平均6分33

秒､ 手術時間平均3時間19分､ 出血量平均49ml｡ 吻合

関連合併症は膵体尾部切除症例での膵液瘻に続発した

縫合不全が1例 (0.7％)､ 吻合部狭窄が8例 (5.4％) で

あった｡ アンビル留置に要する費用は糸代約400円の

みで､ エンドループ約4300円､ 経口アンビル約28000

円､ 自動縫合器約28000円を節約可能であった｡

【まとめ】本法は開腹手術と同様な方法で､ 特別な器

具を必要とせず使用する材料も糸のみである｡ そのた

め非常に低コストなうえ､ 簡便で安全に施行可能な方

法である｡

Segments 7,8肝腫瘍に対する腹腔鏡
下肝切除のアプローチ法の検討

外 科
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 金岡祐次
第29回日本内視鏡外科学会総会

平成28年12月 横浜

【目的】Segments 7,8 (S78)病変に対する腹腔鏡下肝

切除術 (LH) は難易度が高く経験者の施術が推奨さ

れている｡ 当院におけるこの領域へのアプローチ法を

検討し､ その安全性と至適アプローチ法を解析した｡

【方法】2010年6月～2016年5月に経験した肝腫瘍LH

は123例で､ S78に首座のある病変39例(31.7%)を対象

とした｡

【手術法】腹側病変は仰臥位､ 右外側病変は左半側臥

位､ 背側病変は完全左側臥位とし､ 仰臥位の場合には

12mmポートを臍下､ 剣状突起下､ 右上腹部に留置し､

5mmポートを右肋骨弓下外側､ 上腹部正中やや左に

留置する5ポート法で開始､ 必要に応じて右肋骨弓下

乳頭上などに12mmを追加する｡ 肝阻血はPringle法で

行う｡

【成績】平均年齢65.7歳､ 疾患は肝細胞癌28例､ 転移

性肝癌8例､ その他3例､ ICG 13.2% (4～33%)｡ 開腹

併用9例､ 開腹移行2例 (出血､ ガス塞栓各1)､ pure

LH 28例｡ ポート数は5本7例､ 6本19例､ 7本以上13例､

下位肋間ポートは3例に追加､ 部分切除18例､ 亜区域

切除14例､ 区域切除7例､ 平均手術時間213分､ 出血

519g｡ 在院期間16.0日､ Clavien-Dindo 2以上の合併症

8例､ 死亡1例 (ガス塞栓､ DIC)｡ 腫瘍の切離面露出

は3例(7.8%､ 全例部分切除)に認め､ 亜区域切除以上

では認めなかった(P=0.052)｡

【結論】Segments7,8の腹腔鏡下肝切除はSM陰性化の

視点からは亜区域切除以上を選択するのがよい｡

腹腔鏡補助下噴門側胃切除術と腹腔鏡補助
下胃全摘術の手術成績､ 長期成の比較検討

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
宇治誠人
第29回日本内視鏡外科学会総会

平成28年12月 横浜

【背景】腹腔鏡補助下噴門側胃切除術 (LAPG) の手

術成績､ 長期成績を腹腔鏡補助下胃全摘術 (LATG)

と比較した詳細な研究は少ない｡

【目的】LAPGとLATGの手術成績､ 長期成績を比較

し､ LAPGの安全性､ 有用性を明らかにする｡

【対象と方法】当科で2010年1月から2016年4月までに

早期胃癌に対して施行した､ LAPG27例とLATG74例

について､ その手術成績と長期成績を比較検討した｡

【結果】手術時間､ 出血量､ 平均術後在院日数は､ いず

れも有意差を認めなかった (手術時間：196±39分vs.

200±47分､ p=0.692；出血量：51±54mlvs.58±57ml､

p=0.60；平均術後在院日数：14±3日vs.15±5日､

p=0.28)｡ 術後合併症の頻度は､ LAPG 群3例 (11％)､

LATG 群7例 (9.5％) で有意差を認めなかった (p=0.73)｡

晩期合併症の頻度はLAPG 群6例 (22％)､ LATG 群

13例 (18％) で有意差を認めなかった (p=0.58) が､

LAPG 群の１例で術後の総胆管結石症に対し､ ERCP

による治療が可能であった｡ 術後6か月､ 1年､ 2年目

の栄養状態の評価として､ Hgb値､ 総リンパ球数､
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T-Chol値､ Alb値の術前値との比率は､ いずれも有意

差を認めなかった｡

【結論】LAPGは安全に施行可能な術式であるが､ LATG

と比較し､ 現時点ではその有用性を認めなかった｡

６ポート法による腹腔鏡下消化管手術
～スコピストの持つ吸引管が手術を迅速
に進める～

外 科
尾上俊介､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
金岡祐次
第29回日本内視鏡外科学会総会

平成28年12月 横浜

【背景】当院の消化管に対する腹腔鏡手術は､ 安全か

つ“迅速な”手術を目指している｡ 当院では6ポート

を留置することにより､ スコピストが積極的に手術に

介入し､ 迅速に手術を進行させる"6ポート法"を基本

としている｡

【方法】術者､ 助手に加え､ スコピストも2ポートを

使用する｡ 内視鏡用ポートの右側 (あるいは左側) に

5mmポートを留置し､ 吸引管 (鉗子) を挿入する｡

スコピストは上級医が担当し､ 吸引管で､ 吸引､ 視野

展開､ 洗浄などに加え､ 剥離や指示など､ 指導的役割

も行う｡ 吸引管の軸がカメラの視軸とほぼ平行になる

ため､ 吸引管は目的の位置へ素早く到達し､ 出血時は

迅速な対応が可能になる｡

【手術成績】2013年から2016年5月までの間に､ 6ポー

ト法を基本とする腹腔鏡下幽門側胃切除術を193例､

胃全摘術を96例､ 右半結腸切除術を107例､ 直腸切除

術を151例経験した｡ 平均手術時間 (範囲) はそれぞ

れ､ 158分､ 191分､ 154分､ 157分であり､ 平均出血量

はそれぞれ､ 39ml､ 55ml､ 54ml､ 42mlであった｡ 術

後合併症 (Clavien-Dindo ≧Grade 2) は14例 (7%)､

14例 (15%)､ 12例 (11%)､ 16例 (11%) に発症した

が､ 術後入院死亡は認められなかった｡

【まとめ】当院の“6ポート法”は､ 適切な術野展開

と､ 迅速な手術手技を可能にする｡ 同法は手術時間の

短縮と出血量の減少に寄与する｡

鼠径部再発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
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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 吉川晃士朗､ 寺�史裕
仲野 聡
第29回日本内視鏡外科学会総会

平成28年12月 横浜

【背景】鼠径部再発ヘルニアに対する腹腔鏡手術は腹

腔内からの観察で再発部位, 再発形式の診断が確実に

行えるため有用であるとの報告は多い. 当院では2012

年11月からTAPPを導入し, 再発症例にも施行してい

る .その治療成績を報告する.

【対象と方法】2012年11月から2016年5月までにTAPP

を施行した464病変中, 再発症例17例(3.5%) を対象と

し治療成績を検討した.

【当科でのTAPP 標準治療】手術は3ポートで当初は

LCS を使用,2013年11月からはモノポーラーメッチェ

ンに変更. 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.

【結果】平均年齢68(50-82) 歳で男16例, 女1例. 初回

術式は従来法5例, MP法10例, PHS1例, TAPP1例で,

そのうち2例は再々発症例で, 初回再発時は2例とも

MP法を施行. 再発形式は外鼠径4例, 内鼠径12例, 大

腿1例で, 大腿再発症例は嵌頓で発症し緊急手術を施

行. 平均手術時間88(43-130) 分, 平均出血量4.7(0-30)

ml. 全例合併症なく, 現在まで無再発だった. MP法以

外の再発例は通常通りに手術施行可能であったが,

MP法後の再発12例中5例(41.7%) で4ポート目の追加,

10例(83.3%) でLCSを用いたプラグ切除を必要とした.

全例で腹膜閉鎖は可能だった.

【まとめ】再発症例に対してもTAPPは有用であるが,

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した.
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緊急手術を要する腹部外傷症例における
予後因子の検証

外 科
寺崎史浩､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
第60回名古屋腫瘍外科内外研究会

平成29年１月 名古屋

【はじめに】重症外傷におけるdeadly triad(低体温,

アシドーシス, 凝固異常)は広く知られており, 重症

度の判定に有用で近年多くの施設で検証されている.

【目的】当院における腹部外傷症例を検討し, 予後因

子を明らかにする.

【方法】2006年1月から2016年10月までに外傷受傷後

に当院を受診し, 実際に腹腔内臓器の損傷が認められ

た症例は253例であった. 253例中, 緊急手術を要した

64例を対象とし, 受傷時の状況, 来院時Vital sign,

手術成績, 転帰を後方視的に解析し検討した.

【結果】生存者は64例中56例, 8例は救命不可能であっ

た. 救命可能であった症例と不可能であった症例で予

後因子を検討したところ, 患者背景として年齢, GCS,

体温, 呼吸数, 受傷部位, 来院時のpH, lactateで有意

差を認めた. 外傷スコアであるRTS, ISS, Ps(Probability

of survival)でも救命不可能群で有意に低値であった.

未婚女性の妊孕性温存に対するアプローチ
はどこまですべきか？

外 科
寺�史浩 亀井桂太郎
岐阜県がん・生殖医療ネットワーク研究会

平成29年１月 岐阜

MRI/CTで発見された異常に対して術式
決定のために行った造影超音波検査・
穿刺検査の検討

外 科
亀井桂太郎､ 金岡祐次､ 原田 徹

前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人

診療検査科 (画像)
今吉由美
第26回日本乳癌画像研究会

平成29年２月 横浜

【はじめに】手術術式決定のために行ったMRI検査で

判断に苦慮する異常を認めることがある｡ 当院ではセ

カンドルックUSに引き続きソナゾイドを用いた造影

超音波検査 (CEUS) で同定し確定診断のために穿刺

検査を行っている｡

【対象・方法】2012年12月～2016年2月に術前のMRI/

CTで術式決定のために追加検査が必要と判断した26

例を対象とした｡ 造影のされ方の違い､ および確定診

断のために穿刺検査を行った21例に対する穿刺手技別

の正診率､ 最終術式を検討した｡

【結果】26例中､ CEUSで造影されたものは21例｡ 造

影されなかった5例中4例はMRI/CTでも造影効果が弱

いものであった｡ また､ CEUSで同定された21例につ

いては穿刺検査を行った｡ 手技別の症例数､ 正診率は

それぞれ､ 穿刺吸引細胞診検査 (FNAC) が8例､ 62.5

％､ 針生検 (CNB) が5例､ 100％､ 吸引式組織生検

(VAB) が8例､ 100％であった｡ 穿刺検査の結果が良

性の7例中5例はBpが行われた｡

【結論】セカンドルックUS時に行うCEUSは､ MRI/

CTで指摘された新たな異常を認める症例に対する術

式決定のために有用であると思われる｡

大腸癌両葉多発肝転移に対する当院の
conversion surgery

外 科
三品拓也､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 吉川晃士朗
寺�史浩､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第62回東海肝臓外科懇談会

平成29年２月 名古屋

【背景】Conversion surgery (CS)の適応やタイミング
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についてはコンセンサスが得られていない. 当院は残

肝機能が許容できれば積極的な肝切除を行っているた

め, CSの適応には化学療法長期奏効例が必然的に残っ

てくる.

【目的】当院で行っているCSの適応とタイミングの

妥当性を術前化学療法(NAC)症例と比較することによ

り検討する.

【方法】2008年1月から2016年4月までに当院で行った

CS 13例とNAC後肝切除27例を比較検討した.

【成績】肝転移個数中央値はCS群6個, NAC群3個(p=

0.197). 化学療法施行コース中央値はCS群14コース,

NAC群6コース(p<0.01). 化学療法効果判定は, CS群

(PR/SD：6/7), NAC群(PR/SD/PD：6/17/4). Clavien-

Dindo 分類grade 3以上の合併症は認めず, 在院死亡

もなかった. 肝切除後無再発生存中央値はCS群22ヵ

月, NAC群13ヵ月(p=0.807). 5年生存率はCS群58%と

NAC群35%で有意差は無いもののCS群で良好(p=0.514).

【結論】化学療法長期奏効例を中心とした当院のconversion

surgeryは短期・長期成績ともに良好であった.

難治性痔瘻に対し腹会陰式直腸切断術
を施行した１例

外 科
仲野 聡､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓也
吉川晃士朗､ 寺崎史浩､ 岡本和浩
和田侑星
第47回愛知臨床外科学会

平成29年２月 名古屋

症例は52歳男性｡ 主訴は肛門部痛｡ 既往に難治性痔瘻

あり､ 前医でSETON法手術を４回施行した｡ 前医の

精査ではクローン病の診断に至らなかった｡ 腹部造影

CT検査では左大臀筋に最大50mmの膿瘍形成を伴う痔

瘻を認めた｡ 保存的加療が困難と判断し､ 腹会陰式直

腸切断術・左大腿膿瘍切開排膿ドレナージ・会陰部皮

弁形成術を施行した｡ 手術時間は6時間20分､ 出血量

は1030mlであった｡ 術後経過は良好で術後22日目に

退院となった｡ 病理組織学検査では多角巨細胞と非乾

酪性肉芽腫を認め､ クローン病と診断した｡ クローン

病を合併する難治性痔瘻の治療では腹会陰式直腸切断

術も選択肢に挙げられる｡

鼠径ヘルニアに対するMesh plug法
術後の鼠径部ヘルニア嵌頓の治療

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓也
寺崎史浩､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第14回日本ヘルニア学会東海地方会

平成29年２月 名古屋

【はじめに】当院では鼠径部ヘルニア嵌頓に対しては

前方アプローチで行い､ 腸管切除を要した場合は必要

に応じて正中切開を加え､ 組織法合法でのヘルニア修

復を基本術式としている｡ しかし､ Mesh plug法術後

では前方アプローチおよび組織法合法が困難である｡

今回､ 鼠径ヘルニアに対するMesh plug法術後の鼠径

部ヘルニア嵌頓の4例を経験したので報告する｡

【症例】年齢中央値68歳[65-72歳]､ 男性2例､ 女性2例｡

3例が大腿再発､ 1例が内鼠径再発であった｡ アプロー

チは腹腔鏡下2例､ 下腹部正中切開2例で､ それぞれ

1例ずつ腸管切除を要し､ 腹腔鏡下の腸管切除例は臍

部小切開より施行した｡ 腸管切除を要しなかった腹腔

鏡症例は腹腔内よりメッシュにて修復したが､ それ以

外の症例は創部を変えた前方アプローチにてPlugで修

復した｡ 術後追加の鎮痛剤を要する症例はなく､ 全例

合併症なく軽快退院した｡

【結語】腹腔鏡アプローチは正中切開と比べて創部が

小さく､ 整容性に優れたが､ 正中切開も許容しうると

思われた｡

－ 593 －



肝外胆管切除後に発症し膵癌との鑑別困難
であった腫瘤形成性慢性膵炎の1例

外 科
寺�史浩､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
胆道研究会

平成29年２月 名古屋

症例は65歳, 女性. 既往歴に狭心症, 胆道拡張症があ

り, 50歳で胆嚢摘出, 肝外胆管切除, 肝管空腸吻合術

を施行された. 体重減少 (-12kg/1ヵ月) を主訴に来

院し, 血液生化学検査で異常所見を認めず, P-AMY

は57 IU/l, CEAは2.7ng/ml, CA19-9は21.8 U/mlであっ

た. 腹部造影CT検査では膵鉤部に22×21mmの境界不

明瞭で不均一な低濃度腫瘤を認め, PET-CTでは同部

位に集積を示した. 膵癌を疑い, 亜全胃温存膵頭十二

指腸切除術を施行した. 術後に膵液瘻, DGEを合併

したが, 保存的治療で改善し, 術後32日目に退院した.

病理組織学的所見では慢性膵炎と診断された.

腹腔鏡下胃癌手術後の再手術17例の検討

外 科
仲野 聡､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓也
吉川晃士朗､ 寺�史浩､ 岡本和浩
和田侑星
第53回日本腹部救急医学会

平成29年３月 横浜

【目的】腹腔鏡下胃癌手術後の再手術症例における臨

床的特徴と治療成績を検討する.

【対象】2009年6月̃2016年8月に当院で施行した腹腔

鏡下胃癌手術478例, 内訳は幽門側胃切除(DG) 303例,

胃全摘(TG) 143例, 噴門側胃切除(PG) 32例を対象と

した.

【結果】再手術は17例(DG8例, TG7例, PG2例)で,

男性15例, 女性2例, 年齢の中央値は63歳(43̃75歳).

原因はイレウス13例(Petersenヘルニア6例, 癒着5例,

ポートサイトヘルニア1例, 腹膜播種1例), 膵液瘻2例,

腹腔内出血1例, 吻合部狭窄1例だった. 同一入院中の

再手術は6例(輸入脚閉塞, ポートサイトヘルニア, 膵

液瘻, 腹腔内出血, 吻合部狭窄), 再手術までの期間

の中央値は同一入院中では5日(1̃84日), 退院後では

222日(22̃878日)だった. 全例手術により軽快退院した.

【考察】原因はイレウスが13例(76%)と最も多く, B-

Ⅱ再建やRoux-en-Y再建の際には内ヘルニアの発症を

考慮すべきである.

緊急開胸開腹手術で救命し得た胃潰瘍
心室穿破の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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓也
吉川晃士朗､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第53回日本腹部救急医学会

平成29年３月 横浜

【症例】65歳, 男性. 主訴は吐血. 1999年に胃GIST

に対して開腹噴門側胃切除術, 遊離空腸再建術を施行.

その後, 2007年に残胃潰瘍, 心嚢穿通による心筋炎の

ため抗菌薬による保存的治療. 2008年に残胃潰瘍のた

め残胃, 遊離空腸部分切除, 同部位再吻合を施行され

た. 2016年, 吐血を主訴に受診し, 残胃潰瘍出血を認

めたが内視鏡下での止血は困難にて, 緊急開腹手術を

施行した. 上腹部正中切開で開腹後, 出血源同定のた

め残胃を開窓すると残胃潰瘍心室穿破による動脈性出

血を認め, 心室細動となった. 心臓マッサージ, 除細

動で復帰後, 出血部位をフェルトプレジェットで縫合

した. 大動脈クランプのため胸骨縦切開, 左前方開胸

を加えたところで, 再度心室細動となり, 除細動後,

左大腿動静脈を人工心肺に接続した. 出血部位に遊離

空腸間膜を可及的に充填し, 止血を得た. 循環動態不

安定のため再建せず閉創した. 循環動態が安定した

3日後に再手術し, 残胃遊離空腸摘出術, Roux-en

Y再建による食道空腸吻合, 潰瘍部に新たに小腸間膜

パッチを用いて補強した. 術後28日で退院した.
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二期分割手術で救命し得た術中心停止
を伴う胃潰瘍心室穿破の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､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人､ 大塚新平､ 三品拓也
吉川晃士朗､ 仲野 聡､ 岡本和浩
和田侑星
第53回日本腹部救急医学会総会

平成29年３月 横浜

【症例】65歳, 男性. 主訴は吐血. 1999年に胃GIST

に対して開腹噴門側胃切除術, 遊離空腸再建術を施行.

その後, 2007年に残胃潰瘍, 心嚢穿通による心筋炎の

ため抗菌薬による保存的治療. 2008年に残胃潰瘍のた

め残胃, 遊離空腸部分切除, 同部位再吻合を施行され

た. 2016年, 吐血を主訴に受診し, 残胃潰瘍出血を認

めたが内視鏡下での止血は困難にて, 緊急開腹手術を

施行した. 上腹部正中切開で開腹後, 出血源同定のた

め残胃を開窓すると残胃潰瘍心室穿破による動脈性出

血を認め, 心室細動となった. 心臓マッサージ, 除細

動で復帰後, 出血部位をフェルトプレジェットで縫合

した. 大動脈クランプのため胸骨縦切開, 左前方開胸

を加えたところで, 再度心室細動となり, 除細動後,

左大腿動静脈を人工心肺に接続した. 出血部位に遊離

空腸間膜を可及的に充填し, 止血を得た. 循環動態不

安定のため再建せず閉創した. 循環動態が安定した

3日後に再手術し, 残胃遊離空腸摘出術, Roux-en Y

再建による食道空腸吻合, 潰瘍部に新たに小腸間膜パッ

チを用いて補強した. 術後28日で退院した

Internal hernia after proximal gastrectomy
with jejunal interposition for gastric cancer

外 科
Yuichi takayama､ Yuji Kaneoka
AtsuyukiMmaeda､ Yasuyuki Fukami
Takamasa Takahashi､ Shunsuke Onoe
Masahito Uji
第89回日本胃癌学会総会

平成29年３月 広島

【Background】Although the internal hernia (IH) has

been reported after laparoscopic gastrectomy or total

gastrectomy with Roux-en-Y reconstruction, there were

a few reports in proximal gastrectomy with jejunal

interposition(PG-JI). The purpose of this study was to

analyze the incidence and clinical features of IH after

PG-JI.

【Methods】This study retrospectively reviewed 70

patients who underwent open or laparoscopic PG-JI for

cancer at a single institution between July 2007 and

June 2016. Four patients (5.7%) who underwent surgical

treatment for IH were investigated in detail. The median

follow-up period after PG-JI was 48.6 months.

【Results】IH occurred in 3 of 38 patients after open PG

(7.9%), and 1 of 32 after laparoscopic PG (3.1%; p=0.38).

The site of IH was Petersen's defect in all theIH cases.

IH did not occur in the sites of the jejunojejunostomy

mesenteric defect and the transverse mesocolic defect.

In the case of IH after laparoscopic PG, the interposed

jejunum was brought up in an antecolic route. In all

cases of IH after open PG, the interposed jejunem was

brought up in a retrocolic route.

【Conclusions】IH after PG-JI occurred regardless of

operative approach (open or laparoscopic) and the route

of the interposed jejunum (antecolic or retrocolic). Closure

of Petersen's defect after PG-JI should be considered.

腹腔鏡下胃切除術における6ポート
アプローチ法の有用性

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
第89回日本胃癌学会

平成29年３月 広島

【背景・目的】われわれは腹腔鏡下胃切除術における

手術の効率化から､ スコピストを含めた術野3人全員

が両手を使用する6ポートアプローチを提唱してきた｡

6ポート法ではスコピストが指導的立場の者が患者脚

間に立ち､ 通常の5ポートにスコピスト右手用の1本を
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臍横に留置し吸引管を挿入する｡ 役割としては①ミス

ト・出血の速やかな除去､ ②第4のかん子として視野

展開の補助､ ③手術進行の指示を行う｡ その有用性を

検討した｡

【方法】2009年6月から2016年9月の間に当院で経験し

た腹腔鏡下胃切除527例中部分切除を除いた494例 (幽

門側切除DG 312例､ 全摘TG 147例､ 噴門側切除PG

35例) を対象として､ 6ポートアプローチ法の短期成

績を後方視的に評価した｡

【成績】対象患者の年齢中央値はDG, TG, PGそれぞ

れ66歳 (範囲29-86), 65 (32-80), 70 (46-80)｡ 腹部手術

の既往は28.8%, 30.6%, 28.6% ｡ 留置ポート数は5/ 6/

7本がそれぞれ49(15.7%)/ 263(84.3%)/ 0, 9(6.1%)/ 136

(92.5%)/ 2(1.4%), 4(11%)/ 30(85.7%)/ 1(2.9%)であり､

5本のみの症例は2人のみで手術を行っていた｡ 再建は

小切開で行っており､ 手術時間中央値は155分 (範囲

93-368), 184 (131-329), 188 (134-297)､ 出血20g(0-690),

30 (0-330), 30 (13-250)｡ Clavien-Dindo Grade 3以上

の術後合併症は4.8%, 5.4%, 0%に認めたが､ 30日以内

死亡はなかった｡ 術後在院日数は14 (10-99), 14 (10-

104), 14 (10-40)｡ 切除リンパ節個数は32 (7-74), 36

(10-138), 22 (3-51)｡ 過去の文献によればDGの手術時

間は3.5～4時間が主であり､ われわれのアプローチ法

は手術時間の短縮に有用であった｡ 術後合併症や廓清

リンパ節個数の点からは遜色ない成績と考える｡

【結論】腹腔鏡下胃切除術における6ポートアプロー

チ法は手術の効率化の観点から有用であり､ 約2.5時

間のDGが可能と思われる｡

Clinical outcome of laparoscopic and open
resection for gastric gastrointestinal stromal
tumor

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 尾上俊介
宇治誠人
第89回日本胃癌学会総会

平成29年３月 広島

【Background】Laparoscopic resection has been reporte

d reasonable for patients with gastric gastrointestinal

stromal tumors (GISTs). In this study, we compared

clinical outcome of laparoscopic resections with that of

open resections.

【Methods】We retrospectively reviewed clinical outcome

in 40 patients with gastric GISTs resected by laparoscopic

or open procedures between January 2011 and August

2016.

【Results】Laparoscopic resections (LR) were performed

in 32 patients (partial resection: 28, distal gastrectomy:

2, proximal gastrectomy: 1, LECS: 1). Open resections

(OR) were performed in eight patients (partial resection:

4, distal gastrectomy: 2, proximal gastrectomy: 1, total

gastrectomy: 1). Age, sex, and tumor location were not

significantly different between the two groups. The size

of the tumors was significantly smaller in LR than in

OR (32 vs. 74 mm, P=0.004). The operative time was

not significantly different between the two groups (88

vs. 98 minutes, P=0.534). The blood loss was significantly

lower and the hospital stay was significantly shorter in LR

(blood loss: 15 ml vs. 132 ml, P=0.03; mean hospital

stay: 11 days vs. 13 days, P=0.024, respectively). There

were no post-operative complications with clavien grade

≧ III in both groups. Recurrences were observed intwo

patients in LR and one patient in OR. There wereno

significant differences in overall survival between the

two groups (5-year survival rate: 80% vs. 100%, P=

0.426).

【Conclusion】It is safe and feasible to patients with

gastric GISTs by laparoscopic resections.

[シンポジウム]

乳腺造影超音波検査の目的別の年次
推移から見えてきたもの

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､ 高田彩永
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都
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【目的】乳腺造影超音波検査は2012年に我が国で保険

収載されて以来､ さまざまな活用法の提案がなされて

きたものの､ 至適目的はわかっていないのが現状であ

る｡ そこで当院における目的別の年次推移を検討する

ことにより､ 乳腺造影超音波検査の最も有効な活用法

を探った｡

【対象と方法】対象は2013年1月から2015年12月まで

に､ 当院で行った乳腺造影超音波検査175例｡ 検査の

目的別に､ 超音波診断の補助 (診断補助群)､ インター

ベンションの穿刺法・部位の決定 (穿刺補助群)､

MRI/CTで見つかった病変のセカンドルックUS (セカ

ンドルック群)､ 術前の広がりを見る (広がり観察群)､

術前化学療法の効果判定 (術前化療群) に分類した｡

それぞれの3年間の年次推移を検討した｡ また､ セカ

ンドルック群におけるインターベンション別の年次推

移についても検討した｡

【結果】乳腺造影超音波検査数の推移は､ 2013年以降

44例・82例・49例であった｡ 目的別の検査数の年次推

移は､ 診断補助群が10例 (22.7%) ・20例 (24.4%) ・

12例 (24.5%)､ 穿刺補助群が2例 (4.5%) ・12例 (14.6%)・

9例 (18.4%)､ セカンドルック群が5例 (11.4%) ・40例

(48.8%) ・22例 (44.9%)､ 広がり観察群が25例 (56.8

%) ・7例 (8.5%) ・1例 (2.0%)､ 術前化療群が2例

(4.5%) ・3例 (3.7%) ・5例 (10.2%) であった｡ セ

カンドルック群で評価した67病変のうちインターベン

ションを50例に行った｡ その内訳は､ 穿刺吸引細胞診

(FNAC) が4例 (100％) ・8例 (26.7%) ・1例 (6.3%)､

針生検 (CNB) が0例 (0%) ・9例 (30%) ・3例 (18.8

%)､ 吸引式組織生検 (VAB) が0例 (0%) ・13例

(43.3%) ・12例 (75%) であった｡ 特に､ スーパーコ

ア�､ マンモトームエリート�といった､ 目標に対し

て正確に穿刺・採取できるものを選択する頻度が増し

ている｡

【考察】乳腺造影超音波検査を開始した時期は､ 手技

に習熟する目的もあり広がりの観察が多かったが､ 現

在では半数の症例はMRI/CTで見つけた病変に対する

セカンドルックUS時に行うものである｡ 今後､ 超音

波検診が始まれば､ 超音波検査で見つかった病変の精

査が必要になるであろう｡ これらの症例において造影

超音波はMRIに比し目的とする病変を確実に同定して

精査することが可能である｡ また､ 術前化学療法の効

果判定目的で行う症例が増加傾向である｡ 今後はルチー

ン化することを検討中である｡ MRI下生検が保険収載

されていない本邦では､ インターベンションはUSガ

イド下に行うことが多く､ セカンドルックUS時や穿

刺法・部位の決定のために行う造影は有用であると思

われる｡ 特にセカンドルックUSを行う症例は認識す

ら困難な症例が多いため､ 正確に必要な検体を採取す

るために､ VABが頻用される傾向がある｡

【結語】これまで乳腺造影超音波検査の使用目的とし

てさまざまな提案がなされてきた｡ 当院の現状におい

ては､ MRI/CTで見つけた病変に対するセカンドルッ

クUS時､ 診断の補助のための造影超音波検査が多く

行われている｡ 今後は術前化学療法の効果判定が多く

なると予想される｡

肝胆膵悪性疾患に対する肝十二指腸
間膜一括切除

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
第28回日本肝胆膵外科学会学術集会

平成28年６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｡ CVS作成不能症例の臨床的特徴

から､ リスク因子を抽出し､ 緊急ラパ胆の手術適応を

再考する｡

【方法】2012年から2015年までの間に､ 113例の緊急

ラパ胆を経験した｡ CVSを作成し得た90例 (A群) と

CVS作成不能であった23例 (B群) を比較した｡

【結果】年齢､ 性別､ BMIは両群で有意差を認めなかっ

た｡ 術前血液生化学所見では､ CRP値 [中央値 (範囲)､

A群：1.05 (0.04-31.56) mg/dl､ B群：9.61 (0.11-38.00)

mg/dl､ P＜0.001] とAlb値 [A群：4.5 (3.0-5.8) g/dl､

B群：4.2 (3.0-4.8) g/dl､ P=0.007] で有意差を認めた｡

術前画像所見では､ 胆嚢の短径 [A群：4.2 (2.7-5.8)

cm､ B群：4.8 (3.5-5.9) cm､ P=0.033]､ 胆石嵌頓症

例数 [A群：46例 (51%)､ B群17例 (74%)､ P=0.049]

で有意差を認めた｡ 一方､ 胆嚢長径､ 胆嚢壁の厚み､

胆嚢壁の浮腫の有無では有意差を認めなかった｡ 重症

度分類はA群ではGrade 1が70例 (78%) と最も多いの
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に対し､ B群ではGrade 2が16例 (70%) と最も多かっ

た (P＜0.001)｡ B群の発症後経過時間はA群より有意

に長かった [A群：24 (7-240) 時間､ B群：96 (8-336)

時間､ P＝0.001]｡ 手術時間､ 出血量はA群で73 (37-

171) 分､ 10 (1-500) ml ､ B群で110 (50-234) 分､ 50

(3-3500) mlであった (P＜0.001､ ＝0.079)｡ 開腹移行

はB群で7例 (30%) に認めたが､ A群は全症例をラパ

胆で完遂し得た (P＜0.001)｡ 入院期間はB群で有意に

長く (P＝0.034)､ 合併症率は有意差を認めなかった

(P＝0.123)｡ CVS作成不能のリスク因子は､ 低Alb､

高CRP､ 胆嚢短径の延長､ 胆石の嵌頓､ 重症度分類

Grade 2以上､ 発症後経過時間の延長が挙げられた｡

【結論】CVS作成不能群では手術成績が劣るため､ 上

記リスク因子を認める症例では､ 緊急ラパ胆の適応を

慎重に吟味すべきである｡

後上区域(Posterosuperior segments,
PSS) 肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除術

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
原田 徹､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介
第12回日本短期滞在外科手術研究会学術総会

平成28年６月 四日市

【目的】腹腔鏡下肝切除(LH)において難度の高いとさ

れるPosterosuperior segments (S4b, 7, 8; PSS)の肝腫

瘍に対する切除の周術期安全性と術後経過について､

それ以外の区域(Anteroinferior segments; AIS)と比較

検討した｡

【方法】2010年6月から2016年2月の間に経験した肝腫

瘍に対するLH109例をPSS 47例とAIS 62例の2群に分

けた｡ 当院のクリニカルパスでは術後14日目に退院｡

【成績】年齢､ 肝機能について差はなかった｡ 手術時

間は有意にPSS群で延長(211+52 vs. 135+52 分, P<0.0001)､

出血量も増加(499+583 vs. 122+165g, P<0.0001)｡ し

かし水分開始日､ 固形物摂取開始日(3.3+0.8 vs. 3.2+0.5,

P=0.57)に差はなかった｡ 合併症発生は有意に高率で

あり(14.8% vs. 3.2%, P=0.049)､ 在院日数の延長を認

めたが(15.4+13.0 vs. 12.3+2.2, P=0.22)､ 有意差はな

かった｡ 在院死亡はPSS群1例 (ガス塞栓,DIC)｡

【結論】PSS群では手術侵襲・合併症も有意に多いが､

在院日数ではAIS群と同様であり14日目退院の同一ク

リニカルパスを適応することが可能である｡

外科的治療法

外 科
前 田 敦 行
第21回西濃在宅緩和ケア研究会

平成28年７月 大垣

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術(LA-PD)
の安全性はどこにあるか

外 科
金岡祐次､ 前田敦行､ 高山祐一
第8回膵臓内視鏡外科研究会

平成28年11月 東京

【目的】当院が導入したLA-PDの手術手順と安全性へ

の配慮を報告する.

【方法】平成28年7月より本術式を導入し3例に実施し

た. 術者は開腹PDおよび腹腔鏡下手術 (胆摘を除く)

の経験を各々200例以上有する2人に限定. この2人が

術者あるいはスコピスト担当. スコピストは吸引器で

術野展開を担当する. 7ポート下にＬＣＳを用いて,

1) Kocher授動後に十二指腸切離. 2) ＧＣＴ切離後に

ＰＶトンネリングしGDA切離. 3) Treitzから約10ｃｍ

の空腸を切離して腸管に沿って結合織剥離, ＩＶＣに

達する. 4) 空腸を右側へ引き出し, 膵を門脈直上で

切離. 5) ＩＰＤＶ, ＩＰＤＡを順に切離してＳＭＡ

神経叢を温存する形で頭側へ切離を行う. 最後に

ＰＳＰＤＶ切離. 6) 電気メスで胆摘, 総胆管周囲を

露出して胆管切離. 7) 7ｃｍの小開腹創から標本を摘

出し, この創から膵空腸粘膜吻合 (5Ｆｒ. Lost stent

挿入) を行う. 8) 再び気腹下に胆管空腸吻合 (5-0

ＰＤＳ連続縫合, No stent) を行い, 横行結腸間膜と

挙上空腸を2針固定. 9) 最後に開腹下に十二指腸空腸

再建を行う. ドレーンは開腹と同様2本使用.

特に注意すべきは5) の操作である. ＳＭＡを損傷し
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ないよう膵頭神経叢を腹側, 背側に分けて, かつＳＭＡ

から距離を保って切離している. 動脈枝は確実にヘモ

ロックで処理している. 膵空腸吻合は現時点では安全

な開腹操作で行っている.

【結果】疾患はIPMA1例, PNET２例. 年齢は59, 80,

78歳, 男性１女性２. 平均手術時間281 (236～321)

分, 平均出血量267 (200～300) ml, 合併症はPF(Grade

B)1例.

【結語】LA-PDは始まったばかりの手術である. 限ら

れた施設で, かつ最も安全で確実な方法で症例を重ね

るべきであろう.

開腹移行例からみた開腹のタイミング
―安全性の確立へ向けて―

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇誠
尾上俊介､ 宇治誠真
第10回日本肝臓内視鏡外科研究会

平成28年11月 東京

【目的】腹腔鏡下肝切除(LH)における開腹移行(open

conversion, OC)判断は重篤な障害を回避するために重

要であるが､ その判断基準は漠然としている｡ 自験の

pure LH (pLH)を企図した中で3例のOC例を経験しこ

れらもとに､ 安全なOC判断ポイントを検討する｡

【方法】2010年6月の腹腔鏡肝切除導入以降128例のLH

を当院で経験した｡ このうちpLHは93例(73%)であり､

OCは3例(3%)であった｡ OC理由(重複有)は出血3例

(970g, 1550g, 2140g)､ SM陽性危惧1例､ ガス塞栓・

DIC1例 (在院死亡) であった｡ 以上から出血がひと

つのOC判断材料であると考え､ A群(出血?499g, n=74;

80%), B群(500?999g, n=13; 14%), C群(1000g?, n=6;

6%)の3群に分けて患者・腫瘍因子､ 術後経過を解析

しOCの判断ポイントについて検討した｡

【手術】気腹下(通常10mmHg,最高14mmHg)で､ 仰臥位

あるいは (半) 左側臥位で行う｡ ポートは5個留置し､

必要に応じて追加する｡ Pringle法肝阻血下に肝切離｡

【成績】OC 3例は男2例女1例､ 年齢60?76歳､ いずれ

もウイルス性肝障害を背景(ICG R15; 11-15%)とした

HCC(単発､ 腫瘍径1-2cm)で､ 術式はS8部分切除2例､

S5,6亜区域切除1例｡ B群1例､ C群2例｡ 患者背景はA,

B,C群で男性55%, 77%, 100 (P=0.08)､ BMI平均 22.2,

23.0, 25.1kg/m2 (P=0.031)肥満化を認めた｡ 腫瘍因子

では個数1.1, 1.3, 1.8 (P=0.007)と増加し､ 手術時間も

159, 230, 303分 (P<0.0001)と延長し､ ポート数も5.8,

6.2, 6.9 (P=0.020)と増加した｡ 年齢､ 肝機能､ 在院期

間に差は無かった｡ Clavien-Dindo Grade 2以上の合併

症は2例(3%, 腹水､ 胆汁瘻)､ 1例(8%, 腹水)､ 3例(50

%, 腹水､ 肺炎・黄疸､ ガス塞栓・DIC､ 各1例)と出

血量の増加とともに合併症の増加を認めた｡

【結論】OCの判断は出血量を一つの基準とするのが

よく､ 500ｇでOCを念頭に置き､ 1000g以上が想定さ

れる場合はpLHを完遂可能でも術後合併症を回避する

ためにOCに踏み切るのがよい｡

Major HPD with hepatic artery
resection and reconstruction

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
第78回日本臨床外科学会

平成28年11月 東京

【目的】肝動脈合併切除再建を伴うMajor HPDの意義

を検証する.

【方法】1994年から2016年までに胆道癌に対して施行

したMajor HPD は40例で, 肝切除術式は右3区域 (RT)

3例, 右葉 (R) 22例, 左葉 (L) 15例. 門脈合併切

除再建は26例 (65%), 肝動脈再建は13例 (33%) で

行い再建動脈にはMCA 5例, ICA 2例, LHA 1例,

PHA 1例, GDA 1例, 空腸動脈1例を用いた. 動脈合

併切除再建あり (HA群 13例) と再建なし (N群 27

例) に分類し, 腫瘍因子, 手術術式, 手術時間, 出血

量, 術後合併症, 生存期間を検討した.

【結果】平均年齢はHA 64歳, N 65歳. 男女比はHA

8:5, N 13：14. 疾患 (胆管癌/胆嚢癌) はHA 9/4,

N 16/11. 肝切除術式はHA (RT 1；R 4；L 8), N

(RT 2；R 18；L 7). 門脈合併切除再建はHA 10例

(77%), N 16例 (59%). 平均手術時間 (分) はHA

621, N 479とHA群で有意に長かった (p<0.001). 平
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均動脈再建時間は24分. 平均出血量 (ml) はHA 1653,

N 1315, Clavien分類3以上の合併症はHA 5例 (38%),

N 12例 (44%), 入院死亡はHA 2例 (15%), N 3例

(11%), R0切除はHA 9例 (69%), N 15例 (56%) と

いずれも有意差を認めなかった. 予後 (MST/5年生存

率) はHA (30ヵ月/30%), N (21ヵ月/31%) で有意差

なし, 胆管癌 (42ヵ月/50%) と胆嚢癌 (12ヵ月/0%)

に有意差を認めた (p=0.001).

【結語】肝動脈合併切除再建を伴うMajor HPD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.

[パネルディスカッション]

大腸癌両葉多発肝転移の切除成績
：Propensity score matchingによる
片葉多発肝転移との比較

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 尾上俊介
宇治誠人
第78回日本臨床外科学会

平成28年11月 東京

【はじめに】大腸癌両葉多発肝転移は肝切除後の再発

率も高く予後不良である. 一方, 片葉多発肝転移の多

くは切除可能であり両葉多発肝転移に比べ予後も良好

であるという報告が散見される.

【目的】大腸癌両葉多発肝転移の切除成績と残肝再発

率を片葉多発肝転移と比較する.

【対象と方法】1994年から2015年までに切除された大

腸癌肝転移は287例で, そのうち多発肝転移は140例

(片葉59例, 両葉81例). 年齢, 性別, 原発巣リンパ節

転移, 大腸癌同時性肝転移, 肝転移個数, 肝転移最大

径, CEA, 術前化学療法, R0/１を変数としてpropensity

score matchingによる片葉と両葉多発肝転移の比較を

行った.

【結果】Propensity score matchingにより片葉49例,

両葉49例が抽出された. 両群の患者背景に差は認めな

かった. 肝転移4個以上は片葉群15例 (30.6%), 両葉

群15例 (30.6%). 肝転移最大径5cm以上は片葉群7例

(14.3%), 両葉群6例 (12.2%). R1切除は片葉群11例

(22.4%), 両葉群8例 (16.3%). 短期成績 (手術時間,

出血量, 合併症) にも差を認めなかった. 再発部位は

両群とも残肝再発が最多で, 片葉群15例 (30.6%) と

両葉群13例 (26.5%) で差を認めなかった (p=0.823).

5年生存率は片葉群39.5%と両葉群58.2%で差がなく

(p=0.689), 5年無再発生存率も片葉群27.6%と両葉群

28.9%で差を認めなかった (p=0.991).

【結語】大腸癌両葉多発肝転移の切除成績と残肝再発

率は片葉多発肝転移と同等である.

鼠径部嵌頓ヘルニアに対する治療成績

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 原田 徹
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
第78回日本臨床外科学会

平成28年11月 東京

【背景・目的】当科では鼠径部嵌頓ヘルニアに対して､

腸管切除を施行した症例では人工物を用いない術式

を選択している｡ 今回当科での手術成績を検討し報告

する｡

【対象と方法】2008年1月から2016年6月までに手術を

施行した鼠径部ヘルニア1843例のうち､ 鼠径部嵌頓ヘ

ルニア106例 (5.8%) を対象とし､ 腸管切除を要した

腸切群：50例 (46.3％) と要しなかった非腸切群：56

例 (53.7％) に分け手術成績を検討した｡

【結果】平均年齢は腸切群：79歳､ 非腸切群71歳 (p=

0.003)､ 男女比 (男/女) は腸切群：24/26､ 非腸切群：

42/14 (p=0.004) と腸切群では有意に高齢で女性が多

かった｡ 麻酔法 (全麻/腰麻/局麻) は腸切群：50/0/0､

非腸切群：42/4/10 (p<0.001) で､ ヘルニア分類 (大

腿/外鼠径/内鼠径) は腸切群：30/17/3､ 非腸切群：11/

37/8 (p<0.001) と腸切群では有意に大腿ヘルニアが

多く､ また大腿ヘルニア41例中の30例 (73%) で腸管

切除を要した｡ ヘルニア修復は腸切群1例でメッシュ

法を施行し､ 他はメッシュを使用しなかった (Mcvay

法44例､ IPTR法5例) のに対し非腸切群は46例 (82.1

%) でメッシュを使用した｡ 術後合併症は腸切群32.0
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% (SSI5例､ 誤嚥性肺炎4例､ seroma 2例､ 再発1例､

その他4例) で非腸切群：14.2% (seroma 4例､ 出血

2例､ その他2例) であった｡

【結語】鼠径部嵌頓ヘルニアでは半数の症例で腸管切

除を施行し､ 腸管切除を要する症例は高齢､ 女性､ 大

腿ヘルニアが多かった｡ 術後感染の面からも腸管切除

を施行した場合､ 人工物を用いない術式が望まれる｡

緊急開腹虫垂切除術の手術成績

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
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
第53回日本腹部救急医学会

平成29年３月 横浜

【目的】当院では急性虫垂炎と診断すると､ 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と後

期研修医が執刀してきた｡ 当院での開腹手術による治

療成績を検討する｡

【対象と方法】2006年1月から2016年8月までの急性虫

垂炎と診断し手術を施行した1892例を検討した｡

【結果】患者背景：平均年齢は35.4歳(4-99歳)､ 男性

1054例(55.7%)､ 女性816例(44.3%)｡ 手術成績：術者：

初期研修医/後期研修医/上級外科医は1122例(59.3%)/

696例(34.1%)/74例(6.6%)｡ 平均手術時間(分)：62.5±

30.2､ 平均出血量(g)：24.0±76.9｡ 術式 (虫垂切除/盲

腸切除/回盲部切除) ：1845例(97.5%)/4例 (0.2％) /43

例(2.3%)｡ 術後成績：術後合併症は117例(6.0％)に認

め, SSIが最も多く89例 (4.9％) (切開創65例､ 臓器・

体腔24例)､ 腸閉塞14例(0.6%)､ 消化管瘻6例(0.4%)､

腹腔内出血1例(0.1%)｡ 晩期合併症としての腸閉塞は

9例(0.6%)｡ 在院死亡は脳出血の1例(0.1%)｡ 平均術後

在院日数6.7±3.9日｡

【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

[ワークショップ]

腸管切除を要する鼠径部嵌頓ヘルニア
に対する従来法 (McVay, IPTR) の
有用性と伝承

外 科
吉 川 晃士朗
第116回日本外科学会定期学術集会

平成28年４月 大阪

【背景・目的】当科では鼠径部嵌頓ヘルニアに対する

ヘルニア修復は腸切除を要する場合は従来法 (McVay,

IPTR) を, 腸切除を要さない場合はメッシュ法を標

準術式としている｡ しかしTension free法の普及によ

り従来法を施行する機会は少なく手技の伝承が問題と

なっており, 当科では手術映像を保存して従来法の教

育を行っている｡ 今回鼠径部嵌頓ヘルニアの治療成績

と若手外科医のみで従来法を施行することの安全性に

ついて検討した｡

【対象と方法】2008年1月から2015年8月までに手術を

施行した鼠径部嵌頓ヘルニア90例を対象とした｡ ①こ

れらを腸管切除を要した腸切群45例と要しなかった非

腸切群45例に分け手術成績を比較検討した｡ ②また従

来法を施行した55症例を若手外科医(卒後8年目まで)

のみで施行したJ群42例と上級医が手術に加わったS群

13例に分け､ 手術成績を比較検討した｡

【結果】①腸切群では有意に年齢が高く (79歳 vs 71

歳)､ 女性が多かった (51.1％ 24.4%)｡ ヘルニア分類

(外鼠径/大腿内鼠径) は腸切群：14/28/3､ 非腸切群：

29/10/6 (p<0.001) であった｡ ヘルニア修復は腸切群

ではMcVay 41例､ IPTR 4例であり､ 非腸切群は35例

(77.7%) でメッシュを使用した｡ 術後合併症は腸切

群：31.1% (表層部創感染 4例､ 縫合不全1例､ seroma

2例､ 再発1例､ その他6例) で非腸切群：15.5% (seroma

3例､ 出血1例､ その他3例) (NS) であった｡ ②J群､

S群の比較ではJ群でECOG-PS 2以上の症例は有意に

多かったが (8例vs 6例 P=0.499)､ ヘルニア分類､ 腸

切の有無に有意差を認めず､ 手術時間 (114分 vs 91

分)､ 出血量 (38g vs 36g)､ 術後合併症 (21.4% vs

46.1%)､ 術後在院日数 (11日 vs 16日) についても有

意差を認めなかった｡

【結語】鼠径部嵌頓ヘルニアに対しては術後感染の面

から腸管切除を要した場合には人工物を用いない従来
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法が望まれる｡ また十分な教育を行えば若手外科医の

みで従来法も安全に施行可能であった｡

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28回日本肝胆膵外科学会学術集会

平成28年６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｡ CVS作成不能症例の臨床的特徴

から､ リスク因子を抽出し､ 緊急ラパ胆の手術適応を

再考する｡

【方法】2012年から2015年までの間に､ 113例の緊急

ラパ胆を経験した｡ CVSを作成し得た90例 (A群) と

CVS作成不能であった23例 (B群) を比較した｡

【結果】年齢､ 性別､ BMIは両群で有意差を認めなかっ

た｡ 術前血液生化学所見では､ CRP値 [中央値 (範囲)､

A群：1.05 (0.04-31.56) mg/dl､ B群：9.61 (0.11-38.00)

mg/dl､ P＜0.001] とAlb値 [A群：4.5 (3.0-5.8) g/dl､

B群：4.2 (3.0-4.8) g/dl､ P=0.007] で有意差を認めた｡

術前画像所見では､ 胆嚢の短径 [A群：4.2 (2.7-5.8)

cm､ B群：4.8 (3.5-5.9) cm､ P=0.033]､ 胆石嵌頓症

例数 [A群：46例 (51%)､ B群17例 (74%)､ P=0.049]

で有意差を認めた｡ 一方､ 胆嚢長径､ 胆嚢壁の厚み､

胆嚢壁の浮腫の有無では有意差を認めなかった｡ 重症

度分類はA群ではGrade 1が70例 (78%) と最も多いの

に対し､ B群ではGrade 2が16例 (70%) と最も多かっ

た (P＜0.001)｡ B群の発症後経過時間はA群より有意

に長かった [A群：24 (7-240) 時間､ B群：96 (8-336)

時間､ P＝0.001]｡ 手術時間､ 出血量はA群で73 (37-

171) 分､ 10 (1-500) ml ､ B群で110 (50-234) 分､

50 (3-3500) mlであった (P＜0.001､ ＝0.079)｡ 開腹

移行はB群で7例 (30%) に認めたが､ A群は全症例を

ラパ胆で完遂し得た (P＜0.001)｡ 入院期間はB群で有

意に長く (P＝0.034)､ 合併症率は有意差を認めなかっ

た (P＝0.123)｡ CVS作成不能のリスク因子は､ 低Alb､

高CRP､ 胆嚢短径の延長､ 胆石の嵌頓､ 重症度分類

Grade 2以上､ 発症後経過時間の延長が挙げられた｡

【結論】CVS作成不能群では手術成績が劣るため､ 上

記リスク因子を認める症例では､ 緊急ラパ胆の適応を

慎重に吟味すべきである｡

緩和ケアパス登録症例における在宅
看取りとなる因子の検討

外 科
亀井桂太郎､ 金岡祐次､ 原田 徹
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介

よろず相談・地域連携課
林ひとみ
第54回日本癌治療学会

平成28年10月 横浜

【目的】がん対策推進基本計画では､ 緩和ケア､ 地域

医療が重点課題となり､ がん診療連携拠点病院と地域

医療とが連携することが求められている｡ 当院では

2010年7月から緩和ケアパスの運用を開始した｡ 当院

の緩和ケアパスの目標は､ 少しの援助があれば自宅で

療養できる時期に地域の医療資源と協力して支援する

ことにより､ 安心して在宅療養する｡ そして看取りの

場所はその時に希望する場所でとしている｡ これまで､

緩和ケアパス登録者の在宅看取り率は41.8％で､ 例え

入院した場合でも､ 在宅での療養期間が延長すること

を報告してきた｡ 今回､ 我々はどのような症例が在宅

での看取りになるかを後方視的に検討した｡

【方法】対象は､ 当院で2015年10月までに登録した緩

和ケアパス363例中､ 外科で登録し､ すでに看取りを

済ませている183例｡ 在宅看取りを行った在宅群84例

と､ 病院で看取りを行った病院群99例について､ それ

ぞれの背景因子の違い､ 登録後の生存期間・在宅療養

期間等を検討した｡

【結果】在宅看取り率は45.9％｡ 年齢中央値は､ 在宅

群73歳 (43-90)､ 病院群72歳 (50-91)｡ 登録後の生存

期間は在宅群84.5日､ 病院群で90.4日と有意差はなく

(P=0.864)､ 一方､ 在宅療養期間は在宅群で79.0日､

病院群は62.3日と在宅群で長かった (P=0.017)｡ 背景
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因子として､ 年齢､ 性別､ 登録場所､ 希望する看取り

場所､ 診療所の緩和ケアパス経験数､ 術後の連携パス

の有無､ 独居か否かでは差を認めなかった｡ 一方､ 差

のある因子は､ 登録時期を前期・後期と分けた際の後

期症例 (P=0.017)､ 介護力の有る症例 (P=.021) で在

宅群が多かった｡

【考察】当院では在宅看取り希望の有無にかかわらず､

在宅での療養を支援する目的で積極的に早期より緩和

ケアパスを導入している｡ その結果､ 緩和ケアパス登

録症例における在宅看取り率は45.9％と最終的に在宅

での看取りを選択することが多くなっている｡ また､

登録時期が最近の症例で在宅看取り例が多くなってき

たことは､ 病院を含めた地域全体の体制が整ってきた

ことによると考えられる｡

【結語】病院､ 診療所および地域の医療資源が終末期

における在宅での支援に習熟することにより､ がん患

者が望む形での療養を提供できると思われる｡ 現在は､

当院の ｢緩和ケアパス｣ をモデルに､ 県下統一パスと

して ｢がんサポートパス｣ の運用が開始されている｡

フルニエ壊疽11例の検討

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
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
渡邉夕樹､ 吉川晃士朗､ 寺�史浩
仲野 聡､ 和田侑星
第78回日本臨床外科学会総会

平成28年11月 東京

【背景】フルニエ壊疽 (Fournier's gangrene) は外陰

部に発生し急速に進行する壊死性筋膜炎であり, 早期

診断と積極的な外科的治療を必要とする致死率の高い

感染症である. 今回当科で経験したフルニエ壊疽11例

を検討したので報告する.

【対象と方法】2000年1月から2016年3月までに当院で

経験したフルニエ壊疽11例を対象として患者背景, 治

療成績について臨床的検討を行った.

【結果】年齢中央値は65歳 (34～95歳), 男性10例,

女性1例. 既往は糖尿病5例 (45％), 骨髄異形成症候

群1例 (9％) がみられた. 炎症所見が会陰部に留まる

症例が3例, 骨盤レベルまで波及した症例が8例であっ

た. 全例で原因菌は1種のみでなくグラム陽性, 陰性

球菌, 桿菌2～3種を含む混合感染であった. フルニエ

壊疽の原因は痔瘻3例, 直腸癌や魚骨による直腸穿孔

3例, 会陰部外傷後の創感染1例, 原因不明4例であっ

た. 外科的治療は9例でデブリードマンを施行, その

内人工肛門造設が5例, ともに術後経過良好であり退

院となった. 2例では併存疾患により全身状態が不良

であったためデブリードマンが行えず予後不良であっ

た. デブリードマンを行ってから退院までの日数中央

値は24日 (17日～62日) であり早期にデブリードマン

を行った症例の方が入院日数は短かくなった.

【まとめ】フルニエ壊疽は基礎疾患に糖尿病や免疫機

能低下を認めることが多く, 早期のデブリードマンを

行えば予後良好と考えられた.

乳癌術前化学療法効果判定における
造影超音波検査の有用性に関する検討

外 科
宇治誠人､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介

診療検査科 (画像)
今吉由美､ 高田彩永
第26回乳癌画像研究会

平成29年２月 横浜

【目的】乳癌の術前薬物療法 (NAC) の効果判定に

は､ どのモダリティを選択しどのように評価を行うの

が適正かの結論は出ていない｡ 近年､ 造影超音波検査

(CE-US) を用いた効果判定の有用性が報告されてお

り､ 当院の経験症例について検討した｡

【方法】2013年7月から2016年8月まで､ NAC後に効

果判定を目的として､ 21例に対してCE-USを施行した｡

うち､ 病理結果､ CE-USとMRI・CTとの造影パター

ンが比較可能であった10例を対象とした｡ 組織学的に

完全奏効 (pCR) が得られた症例と非完全奏効の症例

において､ 造影パターンの相違を検討した｡ また造影

CT・MRIによる効果判定と比較し､ CE-USの有用性

を検討した｡

【結果】pCRが得られたのは5例で､ USで1例は腫瘍
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が消失､ 他の4例は腫瘍は低エコー域として描出され

た｡ CE-USで3例では造影されなかったが､ 1例は内部

が造影されないものの､ 周辺乳腺に豊富な血流を認め

たため腫瘍細胞の残存が否定できなかった｡ しかし､

造影CTでは造影効果を認めなかった｡ 非pCRの5例全

てで､ CE-USで腫瘍部の造影効果を認めたが､ 造影

CTでは1例で造影されなかった｡

【結語】NACの効果判定において､ CE-USはpCRを予

測するのに有用な手法であると思われた｡ またCE-US

は低侵襲で手軽に行うことができ､ NACの早期効果

予測､ 切除範囲決定における可能性が期待される｡

[セミナー]

パネルディスカッション
本邦における個別化治療の現状と今後

外 科
前 田 敦 行
Taleda Colorecta; Cancer Seminar

平成28年７月 名古屋

乳腺外科医の立場から

外 科
亀 井 桂太郎
第13回日本乳癌学会中部地方会

平成28年９月 名古屋

脳底動脈塞栓症に対して血栓回収療法
を行った2日後に同部の塞栓症を再発
し再度血栓回収療法を行った1例

脳神経外科
石井元規､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之､ 山之内高志､ 大島良介
第45回脳神経血管内治療学会中部地方会

平成28年４月 名古屋

【目的】脳底動脈塞栓症に対して血栓回収療法を行っ

た2日後に同部の塞栓症を再発し再度血栓回収療法を

行った1例を報告する｡

【症例】82歳､ 男性｡ 意識障害､ 右片麻痺を発症し､

MRI拡散強調画像で両側視床､ 脳幹部､ 両側小脳半球

に高信号域を認め､ MRAで脳底動脈閉塞を認めた｡

未治療の心房細動を認め､ 心原性脳塞栓症と診断し､

rt-PA開通療法とPenumbra <SUP>�</SUP> systemを

用いた血栓回収療法を行い､ 再開通を認め､ 症状の改

善が得られた｡ 2日後に意識状態の悪化があり､ MRA

で脳底動脈の再閉塞を認めた｡ 心原性脳塞栓症の再発

と考え､ 再度Penumbra<SUP>�</SUP> systemを用い

た血栓回収療法を行い､ 再開通を認め､ 良好な転機が

得られた｡

【結語】急性期に2度の脳塞栓症を発症し血栓回収療

法を行い良好な転機を得た1例を経験した｡

開頭腫瘍摘出後に症候性脳血管攣縮を
認めた 1例

脳神経外科
大島良介､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之､ 山之内高志､ 石井元規
第90回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

平成28年４月 富山

症例は72歳女性. 平成26年脳ドックにて, 左蝶形骨縁

内側似腫瘍性病変を指摘され, 当院当科紹介受診となっ

た. 画像フォロー中, 軽度増大を認め手術摘出方針と

した. 平成27年5月開頭腫瘍摘出術目的に入院するも,

術前検査で血液凝固異常を認め, 血液内科精査のため

手術延期となった. 血液内科の診断では, 血液凝固第

XI因子と第XII因子の活性低下を認め, 抗リン脂質抗

体を有すとの診断であった. 平成27年12月, FFPを使

用し, 開頭腫瘍摘出術を施行, 病理診断はmeningothelial

meningiomaであった. 術後第1病日の頭部CTで左シル

ビウス裂にくも膜下出血を認め, 術後わずかな失語症

状を認めたが, 第3病日に改善した. しかい, その後

さらに失語症状, 右上肢の軽度麻痺を認め, 脳血管攣

縮と診断し, 治療開始した. 頭部MRIでは, 左中大脳

動脈に攣縮所見を認めた, 術後第10病日から徐々に少

女医は改善し, 術後20病日で独歩自宅退院となった.
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我々は血液凝固異常を認め, 開頭腫瘍摘出術後に症候

性脳血管攣縮を認めた症例を経験したため, 文献的考

察を加えて報告する.

フォローCTの血腫の位置から出血源と
推定できた極小動脈瘤にコイル塞栓術を
行った2症例

脳神経外科
山之内高志､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之､ 大島良介､ 石井元規
第41回日本脳卒中学会総会

平成28年４月 札幌

【目的】多数動脈瘤がある場合や動脈瘤がはっきりし

ない場合のくも膜下出血の出血源の推定は難しい｡ 今

回フォローCTの血腫の位置から2mm未満の動脈瘤が

出血源であることを推定でき､ コイル塞栓術を行った

ため報告する｡

【症例1】軽度の統合失調症のある58歳女性､ CTにて

くも膜下出血と診断され､ CTAにて最大径4mm弱の

前交通動脈瘤があり､ 翌日コイル塞栓術施行｡ 5日目

のフォローCTにて脳底動脈先端に血腫が残っており､

CTA再検にて脳底動脈先端部に2mm弱の瘤あり､ 6日

目に局所麻酔下にてコイル塞栓術を行った｡ その後経

過よく後遺症無く30日目に退院｡

【症例2】既往の無い44歳女性｡ 仕事中に頭痛嘔吐が

あり､ CTにてくも膜下出血と診断｡ CTAにて動脈瘤

指摘できず､ 翌日血管撮影を行った｡ 左BA-SCAに膨

らみ有るも1mm程度で出血源と踏み切れず､ 鎮静し

て経過をみた｡ 4日目のCTにて瘤が疑われる場所に血

栓が残っていた｡ 9日目､ 15日目にCTA撮影しわずか

に拡大がみられた｡ 16日目に全身麻酔下に最大径1.5

mmの瘤にコイル塞栓術を行った｡ 術後経過よく後遺

症無く33日目に退院した｡

【考察】フォローCTの血腫の位置から出血源を推定

できた｡ またごく小脳動脈瘤であっても安全に治療を

行うことができた｡ 今後のフォローによりその正当性

や､ 再発の有無を確かめていき､ 発表時には今後の経

過も報告する｡

くも膜下出血発症症例における破裂
脳動脈瘤の検討

脳神経外科
石井元規､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之､ 山之内高志､ 大島良介
第41回日本脳卒中学会総会

平成28年４月 札幌

【目的】未破裂脳動脈瘤の破裂率については多くの

報告があり､ UCASJapanでは日本における未破裂脳動

脈瘤の自然歴について大規模な症例集積研究がなされ

た｡ 一方､ 破裂脳動脈瘤についてのまとまった報告は

少ない｡ 実際に破裂した脳動脈瘤の部位と大きさを調

べる目的で､ 当院にくも膜下出血で入院した症例を検

討した｡

【方法】当院で2010年1月から2014年12月までに入院

主病名がくも膜下出血であった患者330人のうち､ 嚢

状動脈瘤の破裂によるものと診断し得た226例につい

て検討した｡

【結果】全226症例の破裂瘤の部位ごとの内訳は､ 中

大脳動脈が49例 (22%)､ 前交通動脈が65例 (29%)､

内頸動脈後交通動脈分岐部が56例(25%)､ その他の

内頸動脈が13例(5.8%)､ 脳底動脈先端部・脳底動脈上

小脳動脈分岐部が12例(5.3%)､ 椎骨動脈後下小脳動脈

分岐部が4例(1.8%)､ その他の部位が27例(12%)であっ

た｡ 大きさごとの内訳は､ 3mm未満が23例(10%)､ 3-4

mmが33例(15%)､ 5-6mmが50例(22%)､ 7-9mmが69例

(31%)､ 10-24mmが50例(22%)､ 25mm以上が1例(0.44%)

であった｡

【結論】未破裂脳動脈瘤における破裂のリスクは大き

いものほど増大することが知られているが､ 実際に破

裂した動脈瘤は4mm以下が19%､ 9mm以下が74%と､

小さいものが多かった｡ 部位別にみると前交通動脈､

内頸動脈後交通動脈分岐部の破裂瘤は小さいものが多

かった｡

低灌流な偽閉塞の急性閉塞による急性
期虚血に対してCASを行った症例

脳神経外科
山之内 高 志
Neuro Embolization Meeting@KAWASAKI

平成28年６月 川崎
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極太feederに対して､ マラソンからEDES
を挿入した経験｡ と細い血管へのNBCA注入
の失敗

脳神経外科
山之内 高 志
BSNET2016

平成28年６月 神戸

【背景】マラソンからEDESが入るとは言うものの､

実際に使用する機会はなかなかない｡

【症例】57歳女性｡ 頭痛で受診され､ 頭部CTで左側

頭葉に大きな皮質下出血を認めた｡ 造影検査で同部に

最大径3.5cmのAVMを認めた｡ 手術摘出を予定し､ 前

日に部分塞栓を行った｡

【手技】左MCAのupper branchから出るnidusに入る部

分が瘤状に膨らむhigh flowなfeederにマラソンを留置

し､ EDESを数本留置した後､ 66％NBCAで塞栓した｡

EDESは非常にしぶく､ 一時的にトルカーを必要とし

た｡ その後post parietal A.の分岐直前からのhigh flow

なfeederをマラソンから､ 66%NBCAで塞栓した｡ 一

本目のfeederとは太さが全然違ったが､ 一本目の勢い

で打ち､ post parietal A.まで閉塞した｡ 幸い症状の出

現は無かった｡ 翌日摘出術も無事に施行した｡

【結語】マラソンにEDESは非常に固く注意が必要だ

が入れることは可能､ 太さの違うfeederへのグルー注

入は感覚の切り替えが必要との教訓を得た｡

大垣市民病院での脳梗塞血栓回収全般
とtPAに関して特異的な症例

脳神経外科
山之内高志､ 石井元規､ 大島良介
細川貴弘､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之

神経内科
三輪 茂
第19回岐阜県脳神経外科懇話会

平成28年７月 岐阜

超急性期脳梗塞に対して急性期CAS
を施行し出血性変化を起こした2症例

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
日本脳神経外科学会大75回学術総会

平成28年９月 福岡

【目的】超急性期脳梗塞に対して急性期CASを施行し

出血性梗塞を起こした2症例を経験したため報告する.

【症例1】48歳男性.運転中に突然の右完全麻痺,失語,

意識障害を発症し搬送された.検査中,徐々に症状改善

し,MRA上左内頸動脈と中大脳動脈M2以降が描出され

ず.tPA施行後は右麻痺が完全回復し指示動作も可能と

なった.MRI,DWIで左前頭葉から島にHIAはあり運動

性失語の改善は難しいと考え,入院し保存的に様子を

見た.翌朝から右麻痺が出現し,MRA再検で左M1閉塞

となり,DWIの範囲は著変なし,左M1をペナンブラシス

テムで回収し,内頸動脈閉塞に対してCASを行 った.術

後すぐから出血性梗塞があったが,ステントの閉塞を

恐れて,アスピリン,シロスタゾー ルの投与を継続した.

出血性梗塞はECASS PH1程度までで収まり,外科的介

入せず,症状も徐々に改善した.mRS3でリハビリ転院

し,仕事も行っている.

【症例2】73歳男性.症候性右内頸動脈偽閉塞があり,血

流シンチで右大脳全域の血流低下がみられ,CASを予

定していた.前々日に左不全麻痺を発症し,MRA上右内

頸動脈以降描出されなかった｡ ASPECT-DWI 5.この

ままでは右前大脳動脈領域や基底核領域も梗塞になる

恐れがあり,CAS後 にペナンブラシステムによる血栓

吸引を行った.術直後は症状の改善あったものの,翌未

明から 意識障害が進行し,脳内出血と梗塞部の浮腫が

強く血腫除去と外減圧を行った.術後一旦意識障害は

改善したものの,第4病日にはまた意識障害が悪化し両

側とも除脳硬直肢位をとるようになった.CT上は変化

が見られなかった.第6病日からまた意識は徐々に改善

がみられた.第19病日の血流シンチでは,右前大脳動脈

領域に左よりも強い血流がみられていた.その後の経

過は発表時に報告する.

【考察結論】1例は時間が経過した脳梗塞からの出血

性梗塞,1例は過還流症候群による出血や意識の悪化が

みられたと考えている.1例は結果としてよい経過を辿っ

たが,発症時から介入をした方がよかったと考えられ
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る.1例は今後の経過次第であるが,介入しないという選

択肢も考えられる.

静脈洞閉塞による脳出血のフォロー中
に硬膜動静脈瘻の発生を認めた1例

脳神経外科
石井元規､ 鬼頭 晃､ 槇 英樹
野田智之､ 山之内高志､ 大島良介
日本脳神経外科学会大75回学術総会

平成28年９月 福岡

硬膜動静脈瘻の多くは静脈洞血栓､ 外傷､ 手術､ 腫瘍

などによる静脈側の閉塞性変化によって後天的に引き

起こされると考えられているが､ 実際に静脈閉塞が先

行して硬膜動静脈瘻の発生を認めることはまれである｡

脳静脈洞閉塞による脳出血のフォロー中に発生した硬

膜動静脈瘻による脳出血を発症した症例を経験したの

で文献的考察を加えて報告する｡

【症例】57歳､ 男性｡ 特記する既往のない方｡ 突然の

左麻痺と左無視で救急搬送され､ 右脳皮質下出血と上

矢状静脈洞から右内頸静脈までの静脈血栓を認め､ 保

存的加療を行った｡ 経過中､ 下肢深部静脈血栓症と肺

塞栓症の合併があり､ プロテインS低下症を認めた｡

リハビリ転院後､ 外来フォローを行っていたところ､

前回発症から9か月経過後に､ 再度の左麻痺で救急搬

送され､ 別部位の右脳皮質下出血を認めた｡ 血管造影

を行うと､ 静脈血栓は変わらず､ 上矢状静脈洞部

(Borden1型)および左S状静脈洞部(Borden3型)の硬膜動

静脈瘻を認めた｡ 上矢状静脈洞部のものについては出

血源であり､ 経動脈塞栓術を行い､ 再度リハビリ転院

された｡

【結論】脳静脈洞閉塞を原因として発生したと考えら

れる硬膜動静脈瘻を経験した｡ 本症例のような出血発

症の脳静脈洞閉塞症患者では特に慎重な経時的画像フォ

ローが必要であると考えられた｡

海綿静脈洞部の硬膜動静脈瘻のshunted
pouchの位置と治療成績についての検討

脳神経外科
佐 藤 雅 基

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科
泉 孝嗣､ 西堀正洋､ 伊藤真史
今井 資､ 玉利洋介､ 塚田哲也
若林 俊彦

中部ろうさい病院 脳神経外科
松原功明

大阪医科大学 脳神経外科
宮地 茂
第32回NPO法人日本脳神経血管内治療学会

学術総会

平成28年11月 神戸

【目的】海綿静脈洞部の硬膜動静脈瘻 (CSDAVF) の

治療として近年では正確に同定されたshunted pouch

に少数のコイル塊を留置するのみで治癒を期待する

selective embolization (SE) が行われている｡ 従来よ

りshunted pouchは海綿静脈洞(CS)のposteromedialに多

く存在すると言われていた｡ 今回我々はshunted pouch

の位置について海綿静脈洞の面を細かく分ける事で詳

細に検討した｡

【対象・方法】2010年から2015年の間に当院で

CSDAVF23症例について後方視的に検討した｡ single,

multiple shunted pouchに分け､ 性別､ 症状､ shunted

pouchの位置､ 左右の位置､ 初回治療法､ について検

討された｡ 画像評価は3DRAでのMPRにより行われた｡

【結果】single shunted pouch(S群)は12症例､ multiple

shunted pouch(M群)は11症例であった｡ 全23症例で

40のshunted pouch orificeがあり､ 後床突起の直後の

intercavernous sinusに接したCSの内側面と上面に23/40

(57.5%)のpouchが集中した｡ DSA側面像では､ AC-PC

を3等分した後ろ1/3より後ろにほぼすべてのshunted

pouchがあった｡ さらに後床突起の直上で､ 前床突起

の高さにshunted pouchが集中していた｡

【結論】3DRAで検討されたCSDAVFのshunted pouch

orificeはCS後端よりやや前方にあった｡ またSEを行う

際に有用なシェーマを作成した｡
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再発を繰り返す慢性硬膜下血腫に対し
てEmbosphere�を用いてMMA塞栓
術を行った2症例

脳神経外科
石井元規､ 山之内高志､ 鬼頭 晃
槇 英樹､ 野田智之､ 大島良介
第32回NPO法人日本脳神経血管内治療学会

学術総会

平成28年11月 神戸

慢性硬膜下血腫は日常的に遭遇する疾患であり､ 穿頭

血腫洗浄術で良好な転機をたどることが多いが､ 再発

を認める例も少なくない｡ 再発を繰り返す慢性硬膜下

血腫に対して､ Embosphere�を用いてMMA塞栓術を

行った2症例を経験したため､ 考察とともに報告する｡

【症例１】83歳､ 男性｡ 3月14日に左慢性硬膜下血腫

による軽度右上下肢麻痺のため受診され､ 左穿頭血腫

除去術を行い､ 自宅退院された後､ 再発に対して外来

で二度穿刺血腫吸引を行うも､ 4月2日､ 4月16日､ 5月

1日に症候性の再発を認めて再手術を行い､ 5月2日に

Embosphere�とNBCAを用いてMMA塞栓術を行った｡

術後再発に対して外来で一度穿刺血腫吸引を行ったが､

再手術を必要としていない｡

【症例２】76歳､ 女性｡ 骨髄繊維症､ 抗リン脂質交代

症候群がありAPTT延長を認めている｡ 5月3日に右慢

性硬膜下血腫による左上下肢麻痺のため受診され､

FFP輸血して右穿頭血腫除去術を行い､ 自宅退院され

た後､ 5月25日に症候性の再発を認め､ 再度FFP輸血

して手術を行った｡ 再手術には再度FFP輸血が考慮さ

れる症例であり､ 再発予防のために､ Embosphere�と

NBCAを用いてMMA塞栓術を行った｡ 術後再発に対

して外来で一度穿刺血腫吸引を行ったが､ 再手術を必

要としていない｡

【結論】再発を繰り返す慢性硬膜下血腫に対し､

Embosphere�を用いて､ MMA塞栓術を安全に行い､

良い転機を得ることができた｡

脳血管内治療用三次元画像ナビゲーション
におけるジェスチャーデザイン

脳神経外科
佐藤雅基

名古屋大学医学部附属病院脳神経外科
泉 孝嗣､ 西堀正洋､ 今井 資
玉利洋介､ 塚田哲也､ 若林俊彦

愛知工科大学工学部 電子制御・ロボット工学科
長坂浩明､ 永野佳孝

中部ろうさい病院脳神経外科
松原功明

公立陶生病院脳神経外科
伊藤真史
野田智之､ 山之内高志､ 石井元規
第32回NPO法人日本脳神経血管内治療学会

学術総会

平成28年11月 神戸

脳血管内治療において執刀医は, 所望する視点からの

血管画像を表示させるために, 画像ナビゲーションシ

ステムの操作者へ口頭で指示を出している. しかしな

がら, 三次元画像の位置や角度を口頭で正確に伝える

のは難しく, うまく伝わらないときなどは, 執刀医自

らがナビゲーションシステムを操作することもあり,

執刀医が手技を中断しないように直接的に画像を操作

できるシステムが望まれている.今回我々は, Microsoft

社のKinectを用いて三次元画像をジェスチャーと音声

で制御できるシステムを開発し, Siemens社のbiplane

の血管撮影装置であるArtis Q BA Twinで3D rotational

angiographyで得られたデータをSyngo X workplaceの

VRT(Volume Rendering Technique)で再構成された三

次元画像に適応した.ジェスチャー操作では,マウス操

作全般に加えて,画像の回転,移動,倍率変更,ウィンドウ

レベル変更が可能であり,音声操作では,画像を前後左

右上下から見たり,任意の角度にした状態で画像の後

方から見たりすることが出来る.このように音声を併用

する事で,ジェスチャーで任意の角度へ変更した画像

を速やかに基準に戻す事が出来,よりスムーズな画像

閲覧が可能となった.現時点でマウス操作を含めたジェ

スチャー動作はスムーズであり微調整も可能である.

音声認識については言葉の抑揚で反応しづらいコマン

ドもあり,その克服がさらなる課題である.このシステ

ムについて実際の症例での使用経験を元に報告する.
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OA-PICA bypass術後, 髄液漏に
工夫を要した1例

脳神経外科
和田健太郎､ 石井元規､ 佐藤雅基
野田智之､ 槇 英樹､ 鬼頭 晃
名古屋大学 脳神経外科
岡本 奨､ 荒木芳生､ 若林俊彦
第33回白馬脳神経外科セミナー

平成29年２月 新潟

歩行障害で発症した頭蓋内primary
leptomeningeal lymphomaの1例

脳神経外科
石井元規､ 山之内高志､ 大島良介
佐藤雅基､ 野田智之､ 槇 英樹
鬼頭 晃
第40回日本脳神経CI学会総会

平成29年３月 鹿児島

76歳､ 男性｡ 緩徐に進行する歩行障害､ 認知症､ 尿失

禁の増悪を認め､ 当院受診された｡ 見当識障害､ 小刻

みの開脚歩行､ 四肢の筋緊張亢進を認め､ MRIの

FLAIR画像で右前頭葉､ 両視床､ 脳梁周囲に高信号域

を認め､ 円蓋部脳溝の軽度平定化を認めた｡ 社会的背

景により､ 積極的な治療介入は望まれなかったが､ 診

断確定目的で入院精査を行うこととなった｡ 造影MRI

で右前頭葉と脳梁周囲に脳表に沿った造影効果を認め､

同部はT1強調画像､ T2強調画像及び拡散強調画像で

は等信号を示し､ 周囲に浮腫を認めた｡ 血液生化学検

査上は､ T-SPOT.TBが陽性である他は､ 腫瘍マーカー､

各種自己抗体､ ウイルス抗体価などに異常所見を認め

なかった｡ 髄液検査ではリンパ球と蛋白の軽度上昇を

認めたが､ 腫瘍マーカー､ 細菌培養､ 細胞診はいずれ

も陰性であった｡ 髄液感染徴候は認められなかったが､

慢性結核性髄膜炎の可能性が考えられ､ 抗結核薬及び

ステロイドで治療を開始した｡ 治療開始後､ 皮疹及び

肝酵素上昇がみられるようになり､ また髄液結核菌

DNA PCR陰性が判明したため､ 抗結核薬を中止し､

ステロイドを漸減した｡ 症状は悪化傾向であり､ 診断

確定のために､ 右前頭葉病変について穿頭術にて生検

を行い､ DLBCLと診断した｡ 脳実質内及び全身のリ

ンパ腫を認めず､ 病理組織学上も脳実質部には著変を

認めなかったため､ 頭蓋内primary leptomeningeal

lymphoma (PLML) と診断し､ BSCの方針で転院され

た｡ PLMLは非常にまれな疾患であるが､ 画像所見及

び病理組織学所見の他には特徴的な所見を得られず､

診断に難渋することが多く､ 本症例のような画像所見

を呈する場合には鑑別として考慮が必要であり､ 文献

的考察を含め報告する｡

SAH急性期ではICPが増大することで海馬
でのneural NOS (nNOS)のSer1412のリン
酸化を促進する

脳神経外科
和田健太郎､ 石井元規､ 佐藤雅基
野田智之､ 槇 英樹､ 鬼頭 晃

愛知医科大学・脳神経外科
大須賀浩二

名古屋大学・脳神経外科
荒木芳生､ 岡本 奨､ 若林俊彦
第33回スパズムシンポジウム

平成29年３月 大阪

【背景】subarchonid hemorrhage (SAH) の機能予後

悪化の原因として,近年SAH発症急性期における神経

障害(early brain injury, EBI)の関与が報告されている.

臨床では SAHの患者は学習と記憶障害の合併症に陥

ることが多く,動物実験でもラットのSAHモデルで記

憶に深い関係がある海馬でCA1領域にあるシナプスニュー

ロンが有意に減少すると報告がある.<BR>

【目的】我々は,記憶など脳高次機能と深い関係があ

る海馬でのSAH後急性期におけるneuronal nitric oxide

synthase (nNOS)の活性化についてラットSAHモデル

を用いて検討した.<BR>

【方法】300g前後の雄のSDラットを用い,大槽から自

己血を300μL注入してSAHモデルを作製した.SAH発

症1, 3, 6, 12, 24時間後に海馬と近接する大脳皮質を

採取した.自己血投与しなかったラットの海馬ならび

に皮質をコントロールとした. ADP-agaroseゲルを用

いてNOSを部分的に精製し,nNOSならびにnNOSのSer

<SUP>1412</SUP>(NP1412)抗体を用いてWestern blot
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分析を行い,SAH後のnNOSリン酸化の経時的変化につ

き海馬と皮質において解析した.<BR>

【結果】全体のnNOSとしては,コントロール, 1, 3, 6,

12, 24時間後の海馬ならびに皮質においてほぼ均一で

あった.一方,SAH１時間後からの急性期の海馬におい

てはコントロールと比べてNP1412 の発現が増大して

いた.しかし,皮質においてはNP1412の発現はSAH後有

意な変化は認められなかった.<BR>

【結論】SAH急性期はnNOSのSer<SUP>1412</SUP>

のリン酸化が海馬において促進され,nNOSの活性を制

御することで､ 早期のbrain injuryにおいて深く関与し

ている可能性が示唆された. nNOSノックアウトマウ

スを用い,更なるEBIでのnNOSのSer<SUP>1412</SUP>

の作用機序の解明が大いに期待されるところである.

血行再建術が行われていないもやもや
病に急激に未破裂脳底動脈瘤が発生し,
脳血管内治療を行った一例

脳神経外科
和田健太郎､ 石井元規､ 佐藤雅基
野田智之､ 槇 英樹､ 鬼頭 晃

名古屋第二赤十字病院 脳神経外科
小島 隆生

常滑市民病院 脳神経外科
半田 隆

名古屋大学 脳神経外科
若林 俊彦
第46回日本脳卒中の外科学会

平成29年３月 大阪

もやもや病は頭蓋内動脈瘤を3-15%合併し,その中で50-

60%は後方循環に合併する真性動脈瘤であると報告が

ある. 今回我々はTIA発作で発症し,抗血小板薬を内服

投与していた患者が1年後に突然脳底動脈先端部に２

つの新規脳動脈瘤が発生した珍しい症例を経験し,脳

血管内治療を行い良好な転帰を得たために報告する.

症例は29歳女性.左上肢の脱力で発症し,もやもや病と

診断.外科的再建術を勧めるも,手術治療を拒否され抗

血小板薬の内服投与下のもと画像followとなった.１年

後のFollow MRI/MRAで脳底動脈先端部に一方は最大

径10.1mm,neck4.9mm,もう一方は最大径2.8mm,neck1.9

mmの真性動脈瘤が発生した.家族歴で母にSAHの既往

があった.しかし,動脈瘤は1年前のMRAで認めておら

ず,また無症候性ではあるが画像上確認できなかった

左側頭葉に新規虚血性病変も認めており,早急な血行

再建術も必須であると考えられたが,先行して動脈瘤

に対する治療が必要であると判断し,それぞれsimple

techniqueで計6本,2本のコイルを用いて塞栓術を行っ

た.もやもや病に真性動脈瘤が合併し,脳血管内治療を

行った報告は過去にも散見されるが単純な機械的操作

でさえ容易に血管攣縮や血栓性閉塞をきたす可能性が

あると報告がある.本症例ではそのような合併症もな

く,安全に治療が完遂された.また１年間の間に急激に

脳動脈瘤がもやもや病の患者に突然発生した報告は渉

猟しえた限り報告はなく,その発生機序やくも膜下出

血の家族歴も踏まえ文献的考察を行い報告する.

心臓血管外科
黒 田 太 陽
第105回東海心臓外科懇話会

平成28年９月 岐阜

【症例】68歳男性｡ 当院内科のCT検査で遠位弓部大

動脈瘤を認める｡ 瘤は鎖骨下動脈分岐部 直後から突

出する60mmmmの嚢状瘤で､ 下行大動脈は瘤から1cm

遠位に高度狭窄 (内腔１cm) を伴い､ 横隔膜レベル

まで全周性に石灰化していた｡ 近接二期にて弓部-下

行置換術を施行し た症例を経験した｡

【手術】第一期手術は正中切開にて脳分離体外循環に

て上行弓部人工血管 置換 (TAR) ＋elephanttrunk(ET)

を施行した｡ ETは下行大動脈に高度狭窄を認めるた

め､ 瘤の内部に留めざるをえず早期に第二期手術を施

行することとした｡ 4分枝付き人工血管の側枝送血用

の人工血管を切除せず胸腔内に留置し第二期手術の送

血に利用した｡ POD1に抜管し､ ICUを退出｡ POD6の

第二期手術は右側臥位､ 左第5肋間開胸で行う｡ 開胸

後前回残した送血用グラフトは容易に確認できた｡ 下

行大動脈の高度石灰部はキューサーにて石灰を摘除し

ながら 第7肋間の高さで吻合可能であった｡ 術後合併

症は認めずPOD15独歩で自宅退院した｡
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Heart MateⅡ植込後､ 遠隔期にdrive line
感染を介さずpump pocket感染を発症した
一例 ～colonizationとinfection～

心臓血管外科
黒 田 太 陽
第22回JACVAS学術集会

平成28年11月 米子

【背景】植込み型LVADの最たる合併症として感染が

挙げられる｡ 特にpump pocket感染は局所の感染制御

が難しく､ 重篤な状態である｡ 通常､ 遠隔期に発生す

るpump pocketへの感染は､ 外部と交通しているdrive

line刺入部からの感染が波及し､ pump pocket感染へと

至る｡ しかし､ 今回我々は術後612日目にdrive line刺

入部感染なく､ 突然pump pocket感染を発症した一例

を経験した｡ 今回は感染経路について考察する｡

【症例】50歳男性｡ 43歳時に労作時息切れを主訴に前

院を受診｡ UCGでEF26%､ 拡張型心筋症と診断され

た｡ 48歳時心不全が増悪し入院｡ IABPが導入された

が､ 離脱困難でVAD導入が望ましいと判断され当院

転院搬送｡ 36日後､ 心臓移植適応申請が通過し､

Heart MateⅡ植込み術を施行した｡ 術後経過は良好で､

術後109日目に独歩で自宅退院となった｡ 以降､ 外来

通院中であったが､ 術後612日突然39℃台の発熱､

全身倦怠感が出現した｡ 翌日には解熱したが､ 以降左

側胸部痛が出現した｡ 術後619日胸部正中創下部に発

赤､ 熱感が出現｡ 翌日当院受診したところ､ 炎症反応

の高度上昇を認め､ 同部位の感染が疑われ緊急入院と

なった｡

【入院後経過】入院時採血ではCRP 9.18mg/dl, WBC

14000と炎症反応上昇を認め､ 同時に採取された血液

培養2セットからはStaphylococcus lugdunensisが検出

された｡ 単純CTでは送血管腹側に液体貯留を疑う部

位を認めた｡ 発赤部を切開したところ､ 排膿があり､

pump pocketへと通じるcavityを認めた｡ 膿培養からは

血液培養と同様のS.lugdnensisが検出され､ ポンプポ

ケット感染と診断した｡ Drive line刺入部には感染兆

候はなかった｡ 同日より創部にVACを装着､ 最終的

に開胸洗浄および大網充填を施行し､ 退院した｡ 現在

は外来通院中である｡

【考察】通常､ 遠隔期の感染経路としてはdrive line

からの感染が一般的であるが､ 本症例ではdrive line

刺入部の感染兆候は認めていない｡ 外来経過中の炎症

反応は陰性を維持していたため､ 経過中IEであった可

能性は否定的である｡ 問診を進めるなかで､ 患者がカ

バンで強く前胸部を殴打し､ その後疼痛が持続したと

のエピソードを認めた｡ 同エピソードで血腫を形成し､

colonizationしていた菌が増殖しinfectionへと至ったと

考えられている｡ 我々は､ 長期に体外式LVADを装着

していた､ cannula周囲に感染兆候を認めない患者が

Heart MateⅡ植込みを契機に縦隔炎へと至った2症例

を経験している｡ 同2症例もcolonizationしていた菌が

手術操作によって飛散し､ 侵襲による免疫力低下の影

響もあり縦隔炎へ至ったと考えている｡ 巨大な人工物

を植え込むLVAD手術において､ 細菌のcolonizationが

infectionへ発展する可能性を常に念頭へおく必要があ

ると考えられる｡

【結語】今回我々は､ drive line感染なしに突然pump

pocket感染に至った1例を経験した｡ 遠隔期にも突然

発症するpump pocket感染が存在する事を念頭におき､

患者の小さなエピソードにも注意を払う事が重要であ

ると考えられる｡

腎膿瘍からステントグラフトアクセス
用の人工血管へ感染が波及し､ 総腸骨
動脈仮性瘤を形成した一例

心臓血管外科
黒 田 太 陽
血管外科学会東海北陸地方会

平成29年３月 金沢

症例は66歳女性｡ Marfan症候群でBentall手術､ 下行置

換､ 胸腹部置換施行後｡ 4年前に右総腸骨動脈より

TEVARを施行｡ 以降､ 尿管狭窄を認め､ 尿管ステン

トが留置されたが､ 血腫による膀胱タンポナーデで腎

盂腎炎を繰り返していた｡ 3ヶ月前に腎瘻増設が施行

されたが､ その後腹痛を主訴にERを受診｡ CTで右総

腸骨動脈仮性瘤を認め手術方針とした｡

今回はその経過と治療について報告する｡
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有瘻性膿胸に対するアロンアルファを
用いた気瘻閉鎖の有用性

呼吸器外科
川 崎 成 章
第33回日本呼吸器外科学会

平成28年５月 京都

【症例1】78歳, 男性

【主訴】発熱

【既往歴】結核 (38歳時に左下葉切除術)

【現病歴】発熱を主訴に来院. 左横隔膜上の気管支と

交通する空洞に液体貯留あり. 有瘻性膿胸の診断で開

窓術を施行した.

【術後経過】術後76日目に開窓部から瘻孔部へアロン

アルファを注入し, 気瘻を閉鎖. NPWT (Negative

Pressure Wound Therapy) を開始した. アロンアルファ

はNPWTを交換する際に剥がれるため, その都度充填

した. 膿胸腔の清浄化と狭小化が得られたため, 初回

手術から118日目に有茎大網, 有茎肋間筋弁充填術を

施行. 膿胸の再発なく, 初回手術より142日目に退院

となった.

【症例2】63歳, 男性

【主訴】発熱

【既往歴】右上葉肺癌(57歳で右上葉切除, Sq,

pT3N0M0-ⅡB)

【現病歴】発熱を主訴に来院. 右肺尖の気管支と交通

する空洞に液体貯留あり. 有瘻性膿胸の診断にて開窓

術を施行.

【術後経過】術後81日目, 瘻孔部にEWS (Endobronchial

Watanabe spigot) を挿入. アロンアルファで固定して

気瘻を閉鎖した. NPWTを開始し, 膿胸腔の清浄化と

狭小化を得た. 初回手術後129日目に遊離大網弁充填

術を施行. 膿胸の再発無く, 初回手術後153日目に退

院となった.

【考察】膿瘍の管理には持続的に創部の吸引を行う

NPWTが有効であるが, 有瘻性膿胸では気管支瘻がそ

の使用の障害となる. アロンアルファは即効性で強力

な接着効果を有しており, 気管支瘻内へ充填により閉

鎖に至ったという報告がある｡ 自験例では瘻孔閉鎖に

は至らなかったが, 気瘻閉鎖によりNPWTの使用が可

能となった. NPWTによる膿瘍腔の清浄化と狭小化は,

大網充填術の成功に大きく寄与していると考えられる.

【結語】有瘻性膿胸に対するアロンアルファを用いた

気瘻閉鎖とNPWTは有用である.

鋭的な胸管損傷による外傷性乳糜胸に
対し胸管結紮術を行った一例

呼吸器外科
竹 中 裕 史
第33回日本呼吸器外科学会

平成28年５月 京都

【症例】47歳､ 男性

【既往歴】特記すべきことなし

【現病歴】自殺目的に自身の頸部をナイフで刺し､ 当

院へ救急搬送された｡ 胸部CTで確認したところ､ 頸

部の創は縦隔から左胸腔まで達しており､ 縦隔血腫と

左外傷性気胸が認められたため､ 胸腔ドレーン挿入の

上入院となった｡

【入院後経過】入院後絶食としていたが第2病日に食

事を開始したところ､ ドレーンから乳糜胸水の排出を

認めた｡ 外傷性乳糜胸と診断｡ 頸部の刺創内で胸管が

切断されており､ 保存的な治癒は見込めないと判断し

胸管結紮術を行った｡

【手術】まずは右側臥位で左肺の肺瘻修復術を行った

(3ポート)｡ 続いて体位を左側臥位にし､ 右胸腔から

完全鏡視下に胸管結紮術を行った (3ポート､ CO2送

気併用)｡

【術後経過】術後第2病日から食事を再開｡ 乳糜胸の

再発なく､ 術後第5病日に退院となった｡

【考察】外傷性乳糜胸は稀であり､ 鋭的機序による損

傷は調べる限り本邦での報告はない｡ 通常乳糜胸に対

する手術適応は1日1L以上の乳糜の漏出が5日間以上

続く場合とされているが､ 胸管が鋭的に切断されてい

る場合は自然治癒が見込めないため､ 早期に外科的治

療を行う必要がある｡ また､ 胸管結紮術は横隔膜上で

視野が確保しにくくアプローチもしづらいが､ CO2送

気法を併用することで良好な視野確保と剥離の補助に

より3ポートで手術をすることができた｡ 低侵襲な手

術を早期に行ったことが､ 短期間の入院につながった

と考えられる｡

【結語】鋭的胸管損傷による乳糜胸に対する早期の胸

管結紮は有用である｡ 胸管結紮術にCO2送気法は有用

である｡
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肺動脈カテーテル検査中の肺動脈損傷
救命し得た一例

呼吸器外科
東 山 将 大
西濃胸部外科フォーラム

平成28年８月 大垣

症例は72歳女性｡ 僧帽弁閉鎖不全症に対し､ 両心カテー

テルを施行中､ 突然喀血､ 血圧低下､ 酸素飽和度の低

下を認めた｡ ただちに造影CT､ 肺動脈造影を施行し

たところ､ 右下葉枝から造影剤の漏出あり｡ 緊急手術

となった｡ 開胸すると多量の血液が流出し､ 吸引が間

に合わない程であった｡ その後心停止を来したが､ 出

血コントロールのための肺門を大動脈遮断鉗子でクラ

ンプして､ 心臓マッサージを施行したところ､ 心拍再

開を得た｡ PCPS導入の上､ 用手的に肺門遮断しつつ､

右中下葉を切除した｡ その後循環動態は安定し､ PCPS

は術中に離脱できた｡ 術後､ 肺瘻が遷延したため､

11PODに肺瘻停止術を行った｡ それ以後の経過は良好

で､ 中枢神経の虚血症状もない｡ 肺動脈カテーテル操

作中の重篤な血管損傷は極めて稀で､ 発生した場合の

死亡率は高く､ 手術以外に救命は不可能と考えられる｡

文献的考察を加えて発表する｡

降下性壊死性縦隔炎4例の検討

呼吸器外科
川 崎 成 章
第78回臨床外科学会

平成28年11月 東京

【はじめに】降下性壊死性縦隔炎(descending necrotizing

mediastinitis, 以下DNM)は, 死亡率14-23%と報告され

る致死的な疾患である. Endoの分類Type2Bは感染が

前縦隔と後縦隔へ波及したもので特に重篤である.

【対象】当科で経験したDNM type2B患者4例に対し

検討を行った.

【結果】平均年齢は56歳. 男性が1例, 女性が3例であっ

た. 4例中3例は特記すべき既往は無かったが, 1例は

リウマチで免疫抑制剤を内服していた. 起炎菌として

は, Fusobacteriumが4例, Peptostreptococcusが3例,

MSSAが1例, Streptococcusが1例, Prevotellaが1例で検

出された. 抗生剤はカルバペネム系または第3世代セ

フェム系抗生剤が選択されており, 全例起炎菌への感

受性は問題なかった. 免疫抑制剤を内服していた症例

は術後31日目に敗血症で死亡した. 生存例は全例で,

初回手術時に頸部に加え前縦隔と後縦隔のドレナージ

が行われた. 死亡例は初回手術時に重篤な敗血症性ショッ

クであったため, 頸部と前縦隔のドレナージしか行う

ことができず, 後縦隔は二期的にドレナージされて

いた.

【考察】死亡例は生存例と比較して, 術後管理や抗生

剤の使用に大差はなかったが, compromised hostであっ

た点と後縦隔のドレナージを二期的に行った点で異なっ

ていた. DNMにおける感染の波及経路は主に2種類

あり, 前縦隔へは気管前間隙を, 後縦隔へは傍前脊椎

間隙を感染が降下する. compromised hostに注意が

必要なことは言うまでもないが, DNM type2Bにおい

ては各々の感染経路を迅速かつ確実に開放しドレナー

ジすることが重要であると考えられる.

右肺腺癌術後の左顎下リンパ節転移に対する
手術と化学療法にて長期生存した1例

呼吸器外科
竹 中 裕 史
第78回臨床外科学会

平成28年11月 東京

【症例】75歳の女性で検診胸部X線にて異常影指摘さ

れ､ 精査にて肺腺癌cT2N0M0 StageIBと診断､ 手術方

針とした｡ 術前に左顎下リンパ節腫大が認められてい

たが肺癌術後に対処することとした｡ 手術は右下葉切

除術+ND2a-1を施行した｡ pT2N0M0 StageIB｡ 術後

4ヶ月､ 術前から指摘されていた左顎下リンパ節腫大

に対して､ 穿刺生検したところ肺癌転移が疑われた｡

左頸部リンパ節郭清術施行し､ 化学療法 (CBDCA+

GEM) を導入した｡ 現在術後8年経過し無再発生存し

ている｡

【考察】顎下リンパ節転移をきたす非小細胞肺癌の報

告は今までされていないが､ 寡少転移外科切除の治療

成績は5年生存率32.9%と単独全身化学療法以上の良

好な治療成績が得られている｡ 今回原発巣に対して切

除術を施行し､ 転移巣に対してリンパ節郭清をし､ 術
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後化学療法を施行することで5年以上生存をすること

ができた｡ 右肺腺癌術後に左顎下リンパ節転移をきた

し, 原発巣に対して切除術､ 転移巣に対してはリンパ

節郭清､ 術後化学療法を施行することで長期生存をし

えた1例を経験した｡ 局所制御可能な遠隔転移に対し

ては､ 外科的治療を検討すべきである｡

前縦隔に発生した脂肪肉腫の1切除例

呼吸器外科
石 黒 太 志
第57回日本肺癌学会

平成28年12月 福岡

【背景】縦隔原発の脂肪肉腫は全縦隔腫瘍のうち0.1

%とされ非常にまれな腫瘍である｡ 今回前縦隔原発脂

肪肉腫を経験したので報告する｡

【症例】71歳の男性｡ 検診の胸部単純写真にて左肺野

の腫瘤影を指摘｡ CTでは前縦隔から左胸腔に突出す

る11cm大の嚢胞を伴う巨大腫瘤を認め､ PET検査では

同部位にSUVmax7.1の集積を認めた｡ 胸腺腫を疑い胸

骨正中切開下､ 左開胸し手術を施行した｡ 腫瘍は周囲

臓器への浸潤を認めず完全切除し得た｡ 腫瘍の大きさ

は14X13cmで､ 肉眼的に脂肪類似の結節と白色の結節

が混在していた｡ 術後病理診断では脂肪類似で脂肪細

胞の核腫大､ クロマチンの増加を認め高分化型脂肪肉

腫､ 白色の部分では線維肉腫に準じた像を認め脱分化

脂肪肉腫と診断した｡ 術後補助化学療法は施行せず現

在術後4年を経過するが無再発生存中である｡

【結論】高分化型脂肪肉腫は予後良好であるが､ 脱分

化型は局所再発､ 遠隔転移のリスクが高く予後不良と

される｡ また初回手術後から長期経過後に再発したと

の報告もあり､ 今後長期にわたる経過観察を予定して

いる｡

若年男性に発症した高分化胎児型腺癌
の一例

呼吸器外科
東 山 将 大
第57回日本肺癌学会

平成28年12月 福岡

【症例】１８歳, 男性

【主訴】胸部異常影

【既往】特記すべき事項なし

【現病歴】大学入学時の検診で胸部異常影を指摘され

た.胸部CTでは右S3に38×29mmの境界明瞭な円形の

腫瘤影を認めた.気管支鏡下肺生検では確定診断が得

られなかったが, PETCTでは腫瘤影に一致し集積を

認めたため, カルチノイドなどを疑い, 手術の方針と

なった.手術は胸腔鏡補助下に右上葉切除, リンパ節

郭清を施行した.術後経過は良好で10PODに退院となっ

た.病理組織検査にて, 高分化胎児型腺癌, pT2aN0M0,

stageIBと診断された.現在術後1年10ヵ月で, 無再発生

存中である.

【まとめ】比較的若年発症する高分化胎児型腺癌は全

肺原発悪性腫瘍の0.1％と稀であり, 10代での報告は

さらに少ない｡ 文献的考察を加えて発表する.

毛嚢炎から発展した背部壊死性筋膜炎
の一例

形成外科
有沢宏貴､ 森島容子､ 亀水優子
神山圭史
第51回中部形成外科学会学術集会

平成28年７月 沼津

腸骨筋膜下ブロックを用いた大腿部
からの採皮

形成外科
亀水優子､ 有沢宏貴､ 神山圭史
森島容子
第68回東海形成外科学会

平成28年10月 名古屋
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傍脊髄神経ブロックを施行した
NUSS法に対する術中術後鎮痛法

形成外科
森 島 容 子
第16回NUSS法漏斗胸手術手技研究会

平成28年11月 鹿児島

当院における上腕骨骨幹部骨折に対する
前方プレート固定法の治療成績
整形外科

米津大貴､ 石田智裕､ 藤吉文規
北田裕之､ 嶋田航也､ 川瀬 剛
植田裕昭､ 武長徹也､ 遠藤浩二郎
鷹羽慶之
第42回日本骨折治療学会

平成28年７月 東京

【目的】上腕骨骨幹部骨折に対する観血的骨接合術に

は､ 髄内釘や後方アプローチによるプレート固定など

が広く行われているが､ 前方アプローチを用いたプレート

固定の報告は少ない｡ 本研究の目的は同アプローチを

用いた骨接合術の治療成績を調査検討することである｡

【対象と方法】2015年1月から2016年1月までに前方ア

プローチを用いて骨接合術を行った上腕骨骨幹部骨折

5例 (男性4例､ 女性1例) を対象とした｡ 受傷時平均

年齢は58.0歳 (21～87歳)､ 骨折型はAO分類でA1：3

例､ A3：2例であった｡ 手術は全例仰臥位にて行い､

骨折部は直視下に整復した｡ TypeA1に対してはlag

screw＋narrow LC-LCP plateでの固定､ TypeA3に対し

ては同plateのみでの固定とした｡ 術後平均観察期間は

4か月 (1～6か月) であった｡ これらの症例で骨癒合

の有無､ 肩・肘関節可動域､ 術後疼痛､ 橈骨神経麻痺

を含めた合併症について調査した｡

【結果】経過観察期間がまだ1か月のものを除く4例全

例で骨癒合が得られ､ 可動域は肩関節屈曲全例180°､

外転全例180°､ 肘関節屈曲平均137度 (130～150度)､

伸展平均13度 (5～30度) であり､ 術後早期より全例

において概ね良好な関節可動域が得られた｡ 術後早期

に肘屈伸時の上腕筋の痛みを訴える症例が散見された

が､ 術後3か月以降に疼痛を訴える症例はなかった｡

全例において橈骨神経麻痺を含め､ 術後合併症はな

かった｡

【考察】上腕骨骨幹部骨折AO分類A typeの骨折に対

して､ 骨折部を直視下に整復した前方プレート固定を

行い､ 良好な整復が得られ､ 術後早期に骨癒合を得る

ことができた｡ また､ 本術式は腱板に対する侵襲が無

く､ 術後早期に良好な肩関節可動域を獲得することが

可能であり､ 橈骨神経を展開する必要も無いため､ 術

後の橈骨神経麻痺も認めず､ 良好な上肢機能を獲得で

きることからも､ 本骨折に対する有用な手術法である

と考えられた｡

ACL再建術後の膝前面痛に対し超音波剪断
波エラストグラフィを用いて評価した1例

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也､ 藤吉文規
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

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後藤英之
第８回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

平成28年７月 福岡

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｡ 膝蓋腱の拘縮が痛みの原因と考

えられため膝蓋腱のストレッチを導入した｡ その後疼

痛は改善し､ 3ヵ月後に再度評価したところ屈曲120度

での膝蓋腱の弾性値の有意差は消失していた｡ 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｡
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上腕骨内側上顆の投球骨折後に上腕骨
骨幹部の投球骨折を受傷した1例

整形外科
鷹羽慶之､ 武長徹也

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後藤英之
第42回日本整形外科学会スポーツ医学会学術集会

平成28年９月 札幌

症例は15歳男性｡ 野球部｡ 遠投の際に右肘痛を自覚し

当院を受診した｡ 転位のある右上腕骨内側上顆骨折を

認めたため手術を行い､ 吸収性スクリューにて固定し

た｡ 術後3ヵ月で骨癒合を認め､ 経過も良好なため一

旦フォロー終了となった｡ しかし､ 術後15ヵ月で練習

中に送球した際に右上腕の痛みを訴えて当院を再受診

した｡ 右上腕骨骨幹部骨折を認め､ 整復後も転位が残

存したためエンダー釘を用いて手術を施行した｡ 投球

骨折は稀な外傷ではないが同一患者に繰り返した報告

例は少ない｡ スポーツ復帰においては再発防止のため

に骨癒合だけでなくコンディショニングの改善にも取

り組む必要があると考えられた｡

ラグビー実業団選手に生じたUnstable
Painful Shoulderの2例

整形外科
鷹羽慶之

名古屋市立大学病院 整形外科
後藤英之､ 武長徹也､ 吉田雅人
大塚隆信

名鉄病院 整形外科
土屋篤志､ 竹内聡志

小牧市民病院 整形外科
多和田兼章

豊川市民病院 整形外科
渡辺隆之

名古屋スポーツクリニック
杉本勝正
第43回日本肩関節学会

平成28年10月 広島

【はじめに】ラグビー選手において明らかな脱臼の既

往がないものの肩関節痛が持続し手術に至る症例を経

験する｡ Boleauらは明らかな脱臼の既往がなくとも解

剖学的な不安定性から痛みの原因となる場合があると

報告し､ これをUnstable Painful Shoulder (UPS) と名

付けた｡ 今回我々はラグビー選手に生じたUPSの2例

に対して鏡視下手術を行ったので報告する｡

【症例】症例1は33歳男性｡ トップリーグラグビー選

手で明らかな脱臼の既往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｡ anterior

apprehension signは陰性であったが､ MRIで関節唇損

傷を認めたため､ 鏡視下関節唇修復術を施行した｡ 術

後7ヵ月で疼痛は消失し公式戦に復帰した｡ 症例2は25

歳男性｡ 同じくトップリーグラグビー実業団選手で脱

臼の既往はないものの肩関節痛が持続し保存療法に抵

抗性であった｡ anterior apprehension signは陰性であっ

たが､ MRI画像にて関節唇損傷が疑われ､ 術前EUAで

は不安定性を認めた｡ 鏡視所見でも関節唇損傷を認め

たため関節唇修復術を施行し､ 術後6ヵ月で公式戦に

復帰した｡ しかし､ 術後10ヵ月の試合中にタックル動

作で同側の完全脱臼を受傷した｡

【考察】ラグビー選手における肩の外傷では関節唇損

傷が最も多いが､ 筋肉が発達しており完全脱臼を生じ

ることは少ない｡ 本症例でも脱臼の既往はないが鏡視

所見にて関節唇損傷を認めていた｡ BoleauらのExclusion

criteriaにSLAPが入っており､ 本症例ではSLAPを合併

していたため厳密な意味ではUPSの定義から外れるが

近似した病態と思われた｡

【まとめ】ラグビー選手に生じたUPSに対して鏡視下

手術を2例行い､ 術後に公式戦に復帰できた｡ 若いス

ポーツ選手の長引く肩関節痛においてはこのような病

態がある可能性を念頭に置くべきである｡

小児Spitz母斑の検討

皮 膚 科
伊藤 満､ 大橋優文､ 高木 肇

岐阜大学皮膚科
守屋智枝､ 松山かなこ､ 周 円
清島眞理子
第118回岐阜皮膚科医会

平成28年５月 岐阜
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抗PD―１抗体､ モーズ療法が有効で
あった悪性黒色腫の１例

皮 膚 科
高木 肇､ 伊藤 満､ 大橋優文

呼吸器内科
日比美智子､ 安部 崇､ 進藤 丈

薬 剤 部
松岡知子
第115回日本皮膚科学会総会

平成28年６月 京都

小児Spitz 母斑19例の臨床的検討

皮 膚 科
伊藤 満､ 大橋優文､ 高木 肇

岐阜大学皮膚科
守屋智枝､ 松山かなこ､ 周 円
清島眞理子
第40回日本小児皮膚科学会

平成28年７月 広島

Three cases of mixed tumor of
the skin

皮 膚 科
高木 肇､ 大橋優文､ 伊藤 満

岐阜大学皮膚科
清島眞理子
The 4th Eastern Asia Dermatology Congress

平成28年11月 千葉

Nodular vasculitisの１例

皮 膚 科
大橋優文､ 伊藤 満､ 高木 肇
第121回岐阜皮膚科医会

平成29年２月 岐阜

前立腺癌の術前MRIと前立腺全摘標本
の癌局在mappingの検討

泌尿器科
加 藤 大 貴
第104回日本泌尿器科学会総会

平成28年４月 仙台

腎癌における18F-FDG PET/CTに
よる術前評価～病理組織との関連～

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

放射線科
曽根康博
第104回日本泌尿器科学会総会

平成28年４月 仙台

腹腔鏡下に摘除した巨大副腎嚢胞の１例

泌尿器科
加 藤 大 貴
第272回日本泌尿器科学会東海地方会

平成28年６月 名古屋

血液維持透析中に偶然発見された後腹膜
悪性リンパ腫を合併した腎細胞癌の1例

泌尿器科
川瀬 真､ 石田貴史､ 加藤成一
増栄成泰､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第272回日本泌尿器科学会東海地方会

平成28年６月 名古屋

－ 617 －



乳癌腎転移が疑われた黄色肉芽腫性
腎盂腎炎の１例

泌尿器科
石田貴史､ 川瀬 真､ 加藤大貴
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第66回日本泌尿器科学会中部総会

平成28年10月 津

前立腺癌内分泌療法施行症例におけるリュー
プリン�PROへの変更に関する考察
泌尿器科

宇野雅博､ 川瀬 真､ 加藤大貴
石田貴史､ 加藤成一､ 増栄成泰
藤本佳則
第66回日本泌尿器科学会中部総会

平成28年10月 津

前立腺悪性リンパ腫の2例

泌尿器科
川瀬 真､ 石田貴史､ 加藤大貴
加藤成一､ 増栄成泰､ 宇野雅博
藤本佳則
第66回日本泌尿器科学会中部総会

平成28年10月 津

腹腔鏡下腎部分切除術の検討

泌尿器科
加藤成一､ 川瀬 真､ 加藤大貴
石田貴史､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第30回日本泌尿器内視鏡学会総会

平成28年11月 大阪

上部尿路閉塞に対する尿管ステント長期
留置症例における尿管ステント側孔の
有無の検討

泌尿器科
宇野雅博､ 加藤 大貴､ 石田貴史
加藤成一､ 増栄成泰､ 藤本佳則
第30回日本泌尿器内視鏡学会

平成28年11月 大阪

レックリングハウゼン病に合併した
後腹膜悪性末梢神経鞘腫の１例

泌尿器科
石田貴史､ 川瀬 真､ 加藤大貴
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第274回日本泌尿器科学会東海地方会

平成29年３月 名古屋

糸状菌および酵母様真菌による
角膜真菌症の一例

眼 科
山田 渉､ 山田博基､ 村田一弘

細菌検査室
浅野裕子

岐阜大学 眼科
望月清文

帝京大学 宇宙環境医学科・臨床検査学・国際感染症制御
研究所・医療共通教育研究センター・医真菌研究センター

槇村浩一
日本医真菌学会 東海・北陸支部

第２回深在性真菌症部会

平成 29年３月 富山

【はじめに】糸状菌および酵母様真菌の重複感染によ

る角膜炎は比較的稀である｡ 今回､ Colletotrichum

gloeosporioidesおよびCandida glabrataによる角膜真菌

症を経験し､ その臨床所見および治療経過などについ

て報告する｡
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【症例】67歳男性｡ 5日前に右角膜に異物が飛入し近

医にて異物の除去が行われたが､ 充血および疼痛が改

善せず当院紹介となった｡ 初診時矯正視力は右0.1､ 左

0.6｡ 右球結膜は充血し､ 角膜中央にやや下方に類円

形､ 境界不明様な表層性の潰瘍形成をみとめ､ その底は

灰白色を呈していた｡ 角膜擦過物の培養から糸状菌お

よび酵母様真菌が分離された｡ 角膜真菌症と診断し､ 病

巣擦過を行うとともにMCFGおよびVRCZの点眼なら

びにPMR眼軟膏の点入､ VRCZ点滴ならびにITCZの経

口投与を開始した｡ 病巣は徐々に改善し5か月後には

瘢痕治癒した｡ 最終視力は0.2であった｡ 糸状菌は形

態学的特徴および遺伝子解析からC. gloeosporioidesと

判明し､ また酵母様真菌はMALDI TOF-MSからC.

glabrataと同定された｡ なお､ 薬剤感受性試験の結果

(C. gloeosporioidesとC. glabrata) はAMPH-B､ 5-FC､

FLCZ､ ITCZ､ MCZ､ MCFGおよびVRCZにおいて､

それぞれ0.06と0.5､ 8と≦0.125､ >64と16､ 0.25と1､

1と0.5､ 0.06と≦0.03および0.25と0.25μg/mLであった｡

【結論】糸状菌および酵母様真菌による角膜真菌症を

経験した｡ 角膜病巣掻把およびVRCZとMCFGが有効

であった｡

難治性耳管開放症に対する手術加療の
検討

頭頸部・耳鼻いんこう科
奥田 弘､ �木千晶､ 内藤裕介
高橋洋城､ 藤井恵子､ 大西将美
第34回岐阜耳鼻咽喉科・頭頸部外科懇話会

平成28年11月 岐阜

レンバチニブで延命効果が得られた
１症例

頭頸部・耳鼻いんこう科
大西将美､ 高橋洋城､ 高木千晶
奥田 弘､ 藤井恵子
第27回日本頭頸部外科学会総会ならびに

学術講演会

平成29年２月 東京

再発を繰り返したのちに遠隔転移をきたし切除不能と

なった低分化甲状腺がんに対し､ 分子標的薬である

レンバチニブによって延命効果が認められたので報告

する｡

５０代の女性で甲状腺全摘術＋D2郭清術を行い､ 病

理結果がpoorly differentiated carcinoma T3,N1,Ex1で

あったため､ 某大学病院でアブレーションを追加した｡

１年後に左頸部リンパ節再発疑うが仕事の都合で手術

できず｡ ３か月後に手術施行した｡ さらに４か月後に

右鎖骨上リンパに再発し手術を行った｡ その７か月後

に左副神経領域リンパ節再発認めたが､ 再び仕事の都

合で手術できず｡ ２か月後に行ったCTで右肺転移と

胸骨の破壊を伴う腫瘍増殖を認め手術適応なしと判断

した｡ その後のPET-CT:で多発リンパ節転移 (頸部､

縦隔､ 肺門､ 骨盤内)､ 多発肺転移､ 肝転移､ 多発骨

転移 (右臼蓋､ 左恥骨､ 右坐骨) を認めた｡ ドセタキ

シルを開始したが３週目に左無気肺を生じ中止し､ 骨

折予防と疼痛コントロールのため胸骨と骨盤へ外照射

および麻薬とステロイドホルモンを開始し､ レンバチ

ニブ20ｍｇ/日の投与を合わせた開始した｡ 投与後１

週間で呼吸苦が軽快し腫瘍も縮小を認めた｡ 投与３週

目には疼痛がなくなり麻薬とステロイドは終了､ ４週

目には腫瘍が劇的に縮小し退院となり､ ４か月後に肝

転移が増悪し他界するまで頸部や肺転移の増悪はなく

自宅で過ごすことができた｡

口外法により抜歯した異所性埋伏智歯
の１例

歯科口腔外科
西脇崇介､ 柴田章夫､ 大音博之
木村将士､ 山田宗季､ 梅村昌宏
第41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28年５月 名古屋

【緒言】埋伏智歯は口腔外科臨床において頻繁に遭遇

する疾患である. 多くは歯槽骨内に埋伏しているが,

一部は, 下顎骨下縁や下顎枝内など深部に埋伏し, 異

所性埋伏智歯として報告されている. それらの抜歯は

埋伏の位置, 神経など解剖学的制約を考慮した術式の

選択が必要である. 今回われわれは下顎骨下縁部の異
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所性埋伏智歯に対し口外法による抜歯術を行った症例

を経験したので, その概要を報告する.

【症例】患者は72歳女性. 2015年某日, 右側下顎臼歯

部の違和感を主訴に近在歯科医院を受診し, 8┐深部

埋伏と歯冠周囲の透過像を指摘され, 精査加療目的に

当科紹介となった. 初診時, 顔貌は左右対称で, 右側

下顎骨下縁に骨様硬の隆起を触れた. 8┐部に腫脹や

圧痛はなく, 7┐の動揺や打診痛は認めなかった. 画

像所見上, 8┐は垂直位で骨性完全埋伏し, 根尖が下

顎骨下縁より突出していた. 下歯槽管は8┐歯根頬側

を走行し, 8┐歯冠部に, 7┐遠心根尖と連続する透過

性病変を認めた.

【処置および経過】2016年某日, 全身麻酔下に87┐抜

歯術, 下顎骨腫瘍摘出術を施行した. 7┐を口腔内か

ら抜歯し, 抜歯窩より病変の一部を確認した. 8┐は

顎下部からアプローチし, 下顎骨下縁の骨隆起部を削

除し歯根を明示し, 口腔外より抜歯した. 嚢胞性病変

は歯冠部に付帯して摘出した. 創部は一次閉創し, 治

癒経過は良好である.

周術期の抗血小板療法中止によって
ステント内血栓閉塞を来した2例

麻 酔 科
横山達郎､ 伊東遼平､ 加藤規子
高須昭彦
日本麻酔科学会第63回学術集会

平成28年５月 福岡

【はじめに】冠動脈ステント留置後の抗血小板療法に

おいて, 周術期の休薬に関する明確なコンセンサスは

得られていない. 周術期に抗血小板療法を中止し, ス

テント内血栓を来たした症例を 2例経験したので報告

し検討する.

【症例1】89歳男性. #6の狭窄に対してBMSを留置し,

アスピリン100mgとクロピドグレル75mgを投与して

いたが, ステント留置から15ヶ月後に便潜血陽性を指

摘された. CF検査目的にクロピドグレル75mgを14日

前から, アスピリン100mgを7日前から休薬した.

S状結腸癌を認めたためクロピドグレル 75mgのみを

再開し, 手術14日前に休薬してヘパリン化を行った.

S状結腸切除術を施行したが, 術後2日目に心不全が増

悪してCAGを行った結果, #6にステント内血栓を認め

てPCIを施行した.

【症例2】74歳女性. #1の狭窄に対してDESを留置し,

アスピリン100mgとクロピドグレル75mgを投与して

いた. 2年後に左大腿骨転子部骨折を受傷し, 緊急手術

目的に2剤を休薬してヘパリン化を行った. 休薬後14

日目に骨折観血的手術を行った. 術後に胸痛が出現し

CAGを行った結果, #3にステント内血栓を認めてPCI

を施行した.

【考察】 周術期では術前にアスピリンは7日間, クロ

ピドグレルは14日間の休薬が推奨されてきたが, ステ

ント内血栓への関心から休薬期間の再検討が始まって

いる. 当院では 2010年 9月から 2015年 9月の5年間

に, 冠動脈ステント留置後の全身麻酔下非心臓手術は

120例を数えたが, そのうちの 2例でステント内血栓

を認めた. 循環器内科と検討を重ね, 出血のリスクと

ステント内血栓を考慮した抗血小板療法の中止に関す

るプロトコルを検討中である.

小児VSD術中に経食道心エコーでLV-coronary
fistulaが偶発的に発見された1例

麻 酔 科
伊東遼平､ 横山達郎､ 加藤規子
高須昭彦
東海・北陸支部第14回学術集会

平成28年９月 津

【はじめに】先天性心疾患では術前の評価では把握し

きれないanomalyを術中に発見することは少なくない｡

今回我々は小児の心室中隔欠損症 (VSD) 患者に対し

てパッチ閉鎖術を施行した症例で､ 人工心肺 (CPB)

離脱時に経食道心エコー (TEE) でLV-right coronary

fistulaを偶発的に発見した症例を経験したので報告

する｡

【症例】3歳男児､ 身長93cm､ 体重12㎏｡ 1ヵ月検診

で心雑音を指摘され､ VSDと診断された｡ 1歳頃から

右冠尖のprolapseを認め､ 2歳頃から大動脈弁逆流症

(AR) を指摘され､ 徐々にARの増悪を認めたため

VSDパッチ閉鎖術が予定された｡ 麻酔導入は定型的に

行われ､ CPBを確立した｡ VSDをパッチで閉鎖し､

CPB離脱の際にTEEでVSD周囲を観察すると､ パッチ
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とcuspの間に両方向性のシャントフローを認めた｡

VSDリークとしては矛盾があったが､ 再現性もあり心

停止下で確認を行った｡ 右室側から観察しても左室か

らのリークはないため､ 大動脈弁越しに観察するとパッ

チ上部にくぼみを認め､ ブジーを挿入するとRV coronary

branchの末梢側にブジーが透瞭して見えた｡ このこと

からこの交通がLV-right coronary fistulaであると判断

し､ 開口部を閉鎖した｡ その後シャントフローは消失

し､ CPBを離脱して手術終了した｡

【考察・結語】近年､ エコーやCTなどの画像診断の

進歩により術前診断の精度が飛躍的に高まっている｡

しかし､ 先天性心疾患では本症例のような術前に診断

できなかったanomalyが存在することも少なくない｡

anomalyの残存は再手術や状態悪化など患者の術後経

過に大きく影響を及ぼす｡ 先天性心疾患治療では､ 注

意深い術前評価はもちろん大事であるが､ 術中の術野

での評価と同等にTEEによる評価が非常に大きな意味

を持つと考えられる｡

術中大量出血により心肺停止となった
症例にPCPSを導入し救命しえた1 例

麻 酔 科
横山達郎､ 伊東遼平､ 加藤規子
高須昭彦
東海・北陸支部第14回学術集会

平成28年９月 津

【はじめに】一般的に大量出血に対する PCPS 導入

の適応は明記されていない｡ 術中大量出血に対して

PCPSを導入し､ 救命することができた症例を経験し

たので報告する｡

【症例】 65歳性｡ 身長162cm､ 体重60kg｡ 胃GISTに

対して噴門側胃切除､ 残胃潰瘍の心嚢穿通に対して胃

部分切除と胃空腸再吻合術の既往があった｡

【術前経過】大量吐血のため当院受診し､ 内視鏡での

止血が困難であったため緊急手術の方針となった｡

【手術室経過】入室時はショックバイタルであった｡

末梢静脈､ 観血的動脈圧､ 右鎖骨下中心静脈を確保し､

左上側臥位で手術開始した｡ できる限りの補液と輸血

を行っていたが､ 手術開始30分頃に VFとなった｡

DCを2回施行して､ 横隔膜側から開胸して心臓マッサー

ジを行った｡ 心尖部からの出血が明らかとなり､ 心室

壁を修復する間の一時的な循環サポート目的にPCPS

を導入する方針とした｡ 側臥位のまま鼠径からルート

を確保してPCPSを導入した｡ 心尖部を止血するとバ

イタルは安定して､ PCPSを離脱することができた｡

残胃の口側断端は吻合し､ 十二指腸側は盲端として手

術を終了した｡ 手術時間343min､ 最低体温33.7℃､ 体

外循環時間80min､ 最低Hb5.3g/dlであった｡

【術後経過】術後5日目に残胃摘出及び再建を行った｡

術後6日目に抜管し､ 術後31日目に合併症なく独歩で

退院した｡

【考察】大量出血のためvitalを維持できない場合は､

PCPSも選択の1つと考えられる｡ 当院では1995年から

12例に手術室で緊急PCPSを導入したが､ 大量出血の

ためPCPSを導入した症例を2例経験し､ 共に合併症な

く退院した｡

肺動脈カテーテルにより肺動脈損傷を
来した症例に対し､ PCPS補助下に
右中下葉切除を施行し救命し得た1例

麻 酔 科
横山達郎､ 伊東遼平､ 加藤規子
高須昭彦
日本心臓血管麻酔学会第21回学術大会

平成28年９月 横浜

【はじめに】肺動脈損傷は肺動脈カテーテル挿入に伴

う重篤な合併症の1つである｡ 術前評価のための両心

カテーテル検査中に肺動脈を損傷し､ 緊急手術を行っ

た症例を経験したので報告する｡

【症例】 72歳女性｡ 身長153cm､ 体重39kg｡ sever

MRを指摘されていたが､ その他特記すべき既往症は

なかった｡

【術前経過】MRの術前評価のため両心カテーテル検

査を行った｡ 検査中に突如喀血し､ SpO2低下を認め

たため挿管管理とした｡ CT検査で右肺動脈損傷によ

る血胸が疑われた｡ 気管チューブをダブルルーメンチュー

ブに入れ替えて､ 右気管支を遮断して分離肺換気とし､

右内頸静脈から右肺動脈にバーマンカテを挿入して遮

断したが貧血の進行が止まらなかったため､ 外科的止

血が必要と判断した｡
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【手術室経過】輸血とカテコラミンに依存していたが､

比較的vitalは安定していた｡ 右上側臥位に体位変換後､

血圧が徐々に低下し徐脈傾向となった｡ CVPは40mmHg

程度であり､ 右大量血胸による緊張性血胸が疑われ､

執刀医に速やかな開胸を要請した｡ 開胸すると噴水上拍

動性に大量出血したため用手的に右気管支及び右肺動

脈を遮断したが､ 徐脈と低血圧が進行して心停止となっ

た｡ 術野で心臓マッサージを開始すると同時にPCPS

を準備した｡ 右鼠径にV sheath､ 左鼠径にsheathを留置

していたため､ アクセスルートとした｡ 瞳孔は8mm

同大で､ 対光反射は消失していた｡ thiamylalを投与し､

頭部冷却を開始した｡ 7分後にROSC(return of spontaneous

circulation )し､ ほぼ同時にPCPSが導入されて右中下

葉切除を施行した｡ 止血が得られると血行動態は安定

しPCPSから離脱することができた｡ 手術時間 2時間

22分､ 出血量2220mL｡ 術中はセルセーバーを使用し､

輸血は 20U施行した｡ 術後の瞳孔は4mm同大で､ 対

光反射がわずかに認められた｡

【術後経過】呼吸状態､ 意識状態は徐々に回復し､ 術

後4日目に抜管した｡ 術後7日の時点で明らかな神経学

的異常は認められていない｡ 病理検体で損傷部位を同

定することができた｡

【考察】本症例は肺内出血より胸腔内出血が多く､ 緊

急で外科的治療が必要となった｡ 体位変換に伴う血行

動態の変動には十分注意が必要であることを再認識し

た｡ アクセスルートを確保していたため､ 側臥位でも

速やかにPCPSを導入することができ､ 手術を進行す

ることができた｡

急性大動脈解離を発症した若年患者で､
術中に悪性高熱症が疑われた1例

麻 酔 科
伊東遼平､ 横山達郎､ 加藤規子
高須昭彦
日本心臓血管麻酔学会第21回学術大会

平成28年９月 横浜

【はじめに】急性大動脈解離を発症したMarfan症候群

患者 (疑い) の手術中に､ 臨床的に悪性高熱症 (MH)

が強く疑がわれた症例を経験したので報告する｡

【症例】24歳男性､ 197cm､ 85㎏､ 特記すべき既往歴

なし｡ 若年のA型急性大動脈解離で体型的にも高身長

であり､ 術前からMarfan症候群が疑われていた｡ 大動

脈解離に対して緊急手術が施行された｡

【経過】麻酔導入はフェンタニル､ ミダゾラム､ ロク

ロニウムで行い､ 維持はセボフルラン､ レミフェンタ

ニル､ ロクロニウムで行った｡ 導入時はBT：37.4℃

であった｡ 大腿動静脈に送血管・脱血管を挿入し人工

心肺 (CPB) を確立した｡ CPB開始後はセボフルラン

を停止し､ プロポフォールに変更した｡ 手術は滞りな

く､ CPB離脱も問題なく進行した｡ 呼吸開始後からは

再びセボフルランを使用した｡ 離脱時BT：35.8℃で

あった｡ 離脱1時間後頃よりEtCO2上昇 (50mmHg)

と体温上昇 (0.5℃/15min) を認めた｡ 分時換気量を

10L/minまで上げてもEtCO2は異常な上昇 (60mmHg

台) を示し､ ABGでもPaCO2高値 (50mmHg台) で､

著明なアシドーシスも認めた｡ 体温の異常上昇 (38.3

℃) も続いていたためMHを疑い治療を開始した｡ 治

療はダントロレン100mgの緩徐静注､ セボフルラン中

止､ NaHCO3によるアシドーシスの補正､ 頭頸部・下

肢の冷却､ 補液と利尿薬投与を行った｡ 治療開始後か

らCO2貯留は徐々に軽快し､ アシドーシスも補正され､

体温も最高40.1℃まで上昇したものの徐々に低下し始

めた｡ 手術は予定通り終了しICUへ帰室した｡ 帰室時

BT：39.7℃であった｡ ICUでは体温管理機器 (Arctic

Sun) を使用し冷却を行った｡ 幸い速やかな解熱が得

られ､ 手術当日は設定温度を38.0℃で厳密な体温管理

を行った｡ 6時間後には覚醒し､ 従命も確認できた｡

手術翌日に抜管した｡ その後の経過は順調で､ 術後29

日目に軽快退院した｡

【考察】高CO2血症､ 体温の異常上昇､ アシドーシス

などから臨床的にMHを強く疑い､ 治療を行った｡ 比

較的早い段階でダントロレン投与を行ったことで症状

を最小限に抑え､ 致死的な転帰を避けることができた｡

【結語】臨床的にMarfan症候群を疑う急性大動脈解離

の患者で､ 手術中にMHを疑いダントロレン投与を含

む治療を行い､ 術後は厳密な体温管理を行ったことで

良好な結果を得た｡
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当院人間ドック健診でのCTコロノ
グラフィーについての検討

放射線科
曽根康博､ 小原悟古､ 荒川智佳子

診療検査科 (画像)
恒川明和､ 竹島賢治､ 伊藤益弘
藤原 宏

健康管理センター
谷川 誠､ 熊田 卓､ 武田 功

消化器内科
北畠秀介､ 久永康宏
第55回全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【背景と目的】当院の人間ドック健診受診者は年間約

850名で､ オプションの大腸検査法として注腸X線検

査を約50名に行っていた｡ 注腸の代替検査として､

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､ 約2年が経過した｡ ドックCTCの現

状につき報告する｡

【対象と方法】2016年5月までのCTC受診者は64名で

男性46名､ 女性18名､ 年齢44～73歳(平均62.3歳)､ 34

名にドック注腸歴あり｡ 前処置として前々日に食事制

限と下剤投与､ 前日にCTC用検査食と下剤投与(タギ

ング目的のガストログラフィン40ml+マグコロール

P等張液900mlなど)を行った｡ 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)､ 送気量は約3000ml､ 検査時

間は約12分｡ 検査後に受容性の聞き取り調査を行った｡

読影には3D法によるバーチャル画像(内視鏡像往復､

大腸展開像､ 注腸像)とaxial CT像を用いた｡ 判定基

準にて要精査所見を6mm以上のポリープ､ 平盤状隆

起､ 不整隆起､ 狭窄と定義した｡ 大腸外所見について

も読影した｡

【結果】受診者の判定は､ 異常なし:29名､ 軽度異常:

20名､ 経過観察:10名､ 要精査:5名(6mm以上のポリー

プ:3名､ 平盤状隆起:2名)｡ 大腸外所見は脂肪肝､ 結石､

前立腺肥大などであった｡ 聞き取り調査では34名全員

が注腸よりCTCの方が楽と返答｡ 精査は4名が受診､

全員が大腸内視鏡にて指摘部位に隆起性病変あり､ 内

視鏡切除された｡ 組織型は癌:1名､ 腺腫:2名､ 過形成:

1名｡ 癌は30mm大の直腸LST-G結節混在型で､ ESDに

て完全切除された(tub1,m)｡ 検診指標は､ 要精査率:7.8

%(5/64)､ 精査受診率:80%(4/5)､ 癌発見率:1.6%(1/64)

であった｡

【結論】CTCは人間ドック健診における大腸検査法と

して妥当と考えられた｡

謎解きゲーム方式を用いた新たな
研修医教育の実践と報告

救命救急センター
山口つかさ
第48回日本医学教育学会大会

平成28年７月 高槻

救命救急センター
山口つかさ

福井大学医学部附属病院救急科・総合診療部
林 寛之
第44回日本救急医学会総会学術集会

平成28年11月 東京

当院救急外来を受診した脳静脈洞血栓症
の検討

救命救急センター
坪井重樹､ 川崎成章､ 山口つかさ
木村拓哉
第44回日本救急医学会総会学術集会

平成28年11月 東京

【背景】脳静脈洞血栓症は症状が多様で特異的なもの

が少ないこと､ また画像診断も通常検査のみでは難し

く､ 救急外来では診断に難渋する疾患の一つである｡

【対象と方法】2012年4月以降､ 当院救急外来を受診

し､ 脳静脈洞血栓症と診断された7例について年齢､

症状､ リスク因子､ 診断方法などにつき検討した｡

【結果】発症年齢は平均44歳 (20～81歳) で男女比は

3：4であった｡ 症状は頭痛・嘔吐が4例､ 痙撃が2例､

麻痺が1例であった｡ 7例中5例に凝固異常を来す背景
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があった (産褥､ 経口避妊薬､ ネフローゼ症候群など)｡

診断には単純ＣＴでの出血性脳梗塞が4例､ hyperdense

vein sign が1例､ いずれも血栓の評価に頭部ＭＲＩ､

頭部造影ＣＴ､ 血管造影 (後日も含む) のうち複数を

用いていた｡

【結語】出血性脳梗塞例では原因としての脳静脈洞血

栓症も考慮して精査することが重要である｡ 非出血例

は3例であったが､ いずれも頭痛・嘔吐を主訴にした

患者であり､ 頭痛患者ではＳＡＨを疑うだけでなく血

栓症のリスクを含めた病歴聴取が重要である｡ また画

像評価を行う上でもＣＴ､ ＭＲＩなどそれぞれの特徴

的な所見の理解や頭部造影ＣＴ時には静脈相 (ＣＴＶ)

も撮影するなど､ 脳静脈洞血栓症を想定した工夫が必

要である｡

外傷性血胸患者176例の検討

救命救急センター
川 崎 成 章
第78回日本臨床外科学会総会

平成28年11月 東京

悪性消化管閉塞に対するオクトレオチド
の有効性と要因解析

薬 剤 部
鈴木宣雄､ 宇佐美英績､ 西川智子
伊藤友江､ 竹田亜子､ 吉村知哲
第10回日本緩和医療薬学会年会

平成28年６月 浜松

【目的】悪性消化管閉塞 (MBO) は､ 持続的に嘔吐や

腹部膨満感などの消化器症状を起こし､ がん患者の

QOLを著しく低下させる｡ MBOにおけるオクトレオ

チド投与は､ 日本緩和医学会ガイドラインにおいて強

い推奨とされているものの､ ネガティブデータの報告

も存在する｡ そのため今回､ 大垣市民病院におけるオ

クトレオチドの有効性に関する検討を行った｡

【方法】対象は､ 2010年1月～2015年10月までに当院

でMBOに対してオクトレオチドが初めて導入された

がん患者34例とした｡ 経鼻胃管の留置または嘔吐・腹

部膨満感合併患者を ｢重度｣､ 嘔吐または腹部膨満感

のある患者を ｢軽度｣ と区別し調査を行った｡ 項目は､

オクトレオチドの有効性とその要因について､ 電子カ

ルテより後ろ向きに調査を行った｡ 有効性に関しては､

経鼻胃管の抜去または嘔吐および腹部膨満感の症状改

善を ｢著効｣､ 嘔吐または腹部膨満感の症状改善を

｢有効｣ として評価した｡

【結果】オクトレオチドが導入されたMBO患者は､

重度が25例､ 軽度が9例であった｡ 重症度別効果は､

重度患者では ｢著効｣ / ｢有効｣ が7例/2例(36.0％)､ 軽

度患者では ｢有効｣ が4例(44.4%)で､ 全体として13例

(38.2%)に効果がみられた｡ 有効例における要因解析

では優位な差はないものの､ 消化管術歴ありや腹水の

ないなどの背景因子をもつ患者において､ 効果がみら

れる傾向があった｡ さらにそれらの要因と合わせて腸

管浮腫を伴う症例においては､ 6/8例 (75.0%) と高い

有効性があった｡ (これらの因子を持つものともたな

いものでは差がでないの？)

【考察】オクトレオチド全体の有効性はそれほど高く

はないものの､ 腹水がなく腸管浮腫を伴い消化管術歴

ある患者においては高い有効性があり､ 著効例も認め

られた｡ 末期がん患者においては､ 腹水､ 嘔吐､ 腹部

膨満感などの症状を伴ったMBOとなるため､ オクト

レオチド投与においては､ それぞれの病態を把握した

上で使用することが重要である｡

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
五十川万喜幸､ 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
安田公夫
第８回JSOPP学術大会

平成28年６月 名古屋

【目的】肺がん患者に用いられるエルロチニブなどの

チロシンキナーゼ阻害薬は､ ざ瘡様皮疹などの発疹や爪

囲炎､ 手足症候群､ 下痢などの副作用によるQOL低
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下が予想される｡ そこで､ 経口分子標的薬による肺が

ん化学療法施行患者においてアンケート調査を行うこ

とにより､ 今後の患者指導における注意点を検討した｡

【方法】経口分子標的薬が1か月以上投与されている

肺がん患者を対象に､ 直近の過去1か月以内における

患者のQOLについてアンケート調査した｡ 調査項目

は､ EORTC QLQ-C30に準じた30項目と副作用に関す

る患者意識および副作用発現状況とした｡

【結果】アンケート実施者は30例であり､ 服用薬剤は

ゲフィチニブ､ エルロチニブ､ アファチニブ､ アレク

チニブであった｡ 全般的QOLは､ 副作用grade0-1の場

合 (59.7%) に比べ副作用grade2-4の場合 (41.9%) は

有意に低かった (p=0.0111)｡ 副作用に不安がある患

者は60.0% (18/30例)､ 苦痛となった副作用経験は80.0%

(24/30例) であった｡ 主な副作用は爪囲炎23.3% (7例)､

皮疹20.0% (6例)､ 下痢13.3% (4例) であった｡

【考察】経口分子標的薬による肺がん化学療法施行患

者において､ 爪囲炎､ 皮疹などgrade2以上の副作用マ

ネジメントは治療継続と患者のQOL維持においてポ

イントになると考える｡

温熱・寒冷作用の強い生薬配合処方の
解析

薬 剤 部
田中孝治､ 森 光輝､ 川地雄基
竹田亜子

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28年６月 高松

【目的】当院では､ 医師指導のもとで薬剤師が38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｡ 書籍中で取

り上げられている温熱・寒冷作用の強い生薬の量を調

査し､ 得られた知見を報告する｡

【方法】2006年9月から2015年8月の9年間を季節別

(9～11月､ 12～2月､ 3～5月､ 6～8月) 分け､ それぞ

れの期間において､ 特に温熱作用の強い生薬 (乾姜､

呉茱萸､ 附子)､ 特に寒冷作用が強い生薬 (石膏) 配

合処方の処方量､ 乾燥エキス末に換算した使用量につ

いて調査した｡

【結果】乾姜､ 石膏は､ 呉茱萸や附子に比べ､ 多く使

用されていた｡ 乾姜､ 石膏､ 附子は季節別で使用量に

有意な差はみられなかった｡ 呉茱萸については､ 春冬

は､ 夏秋に比べ有意に使用量が多かった｡ 呉茱萸配合

処方は呉茱萸湯と当帰四逆加呉茱萸生姜湯が採用され

ており､ 呉茱萸湯は使用量が少ないものの2008年末以

降継続して処方された｡ 乾姜配合処方では大建中湯の

処方量が多く､ 半夏白朮天麻湯の使用量は少なく2010

年末から1年程度しか処方されなかった｡

【考察】乾姜に関しては大建中湯の処方量が多いため､

石膏に関しては白虎加人参湯の配合割合が多いため､

呉茱萸や附子に比べ多く使用されていたと考えられる｡

呉茱萸に関しては､ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯は末梢を

温める作用が強く､ それらの疾患が多発する季節に使

用量が多くなり､ 夏秋に比べ春冬の使用量が多くなっ

たと考えられる｡ 一方､ 大建中湯や白虎加人参湯は慢

性疾患に使用されることが多く､ 附子は処方中の配合

割合が少ないため､ 乾姜､ 石膏､ 附子は季節別で使用

量に差が出なかったと思われる｡

【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｡ 近年､ 生薬資源

の問題が取り上げられており､ 現代社会において効率

よく漢方処方を使用するためにも､ 漢方方剤の処方病

名や使用量を調査する必要があると考える｡

血液内科における経験的治療例に対する
カスポファンギンおよびミカファンギン
の安全性評価 ―肝機能障害を中心に―

薬 剤 部
松岡知子､ 吉田真也､ 森 卓之
大橋健吾､ 篠田康孝
第64回日本化学療法学会総会

平成28年６月 神戸

【目的】キャンディン系抗真菌薬は安全性が高く､ こ

れまでに自施設におけるカスポファンギン(CPFG)の
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Child-Pugh分類(以下､ 分類)B患者の2日目以降50mg投

与は忍容性が高いとされた｡ しかしながら､ 単群での評

価であり他剤と比較した相対的なCPFGの忍容性につ

いては不明である｡ そこで､ ミカファンギン(MCFG)

を比較対象薬とし肝機能障害を中心に安全性の評価を

検討した｡

【方法】2012年7月～2015年11月に当院の血液内科に

おいて経験的治療に対し投与され､ 分類が評価可能で

あったCPFG 84例､ MCFG 72例を対象とした｡ 投与

開始前後における臨床検査データと分類Aと分類Bの

2群間の副作用発現率の比較について電子カルテより

後方視的に調査した｡ 肝機能障害の重症度評価は

CTCAEv4.0-JCOGに基づいて行った｡

【結果】対象症例のCPFG 31例(36.9%)､ MCFG40例

(55.6%)が分類Bであったが､ 投与量の減量などはなかっ

た｡ 分類2群間において両薬剤とも､ 分類Bは分類Aに

比べ副作用発現率は高かったが有意差はなかった｡ 分

類Bにおける肝機能障害の重症度はCPFG：MCFG そ

れぞれ､ grade 2は2/31例：3/40例､ grade 3は0/31例：

2/40例であった｡

【考察】CPFGの分類B患者の2日目以降50mg投与は､

MCFGの副作用発現率と遜色なく安全性が評価され､

減量する必要がなく忍容性が高いと考えられた｡

花粉自動計測器 (ＫＨ―3000) による
スギ・ヒノキ科花粉観測の有用性
～過去11年間の成績から～

薬 剤 部
田中孝治､ 岡田和智､ 竹中翔也
長屋貴昭､ 伊藤実沙子､ 伊藤加代
吉田真也､ 日野光記枝､ 吉村知哲
第65回日本アレルギー学会学術大会

平成28年６月 東京

【目的】当院では環境省の花粉観測・予測事業のため

に､ 2005年1月に花粉自動計測器 (以下､ ＫＨ―3000)

が設置された｡ 設置後11年間のＫＨ―3000の有用性を

検討した｡

【方法】当院１病棟屋上にDurhamをＫＨ―3000から

7.5m離れた場所に毎年設置し､ 2～4月にかけてDurham

標準法でスギ・ヒノキ科花粉を観測した｡ Durhamの

計測時間に合わせ､ ＫＨ?3000計測値の24時間累積値

とで比較した｡

【結果】Durhamのスギ・ヒノキ科花粉飛散数とＫＨ―

3000における計測値の比 (以下､ Ｋ/Ｄ比)､ 前者と後

者の相関係数 (以下､ ＫＤ相関係数) は旬毎に異なっ

た｡ 殆どの2月上旬､ 中旬にはＫ/Ｄ比は高値で､ ＫＤ

相関係数は低値であった｡ ＫＤ相関係数は3月に高値

であり､ 年毎のＫＤ相関係数は低下傾向であった｡ 旬

別のＫ/Ｄ比とＫＤ相関係数は負の相関であった｡

【結論】いずれの年も3月にはＫＨ―3000は有用と考

えられる｡ しかし､ 黄砂・ＰＭ10､ ＰＭ2.5などの微

粒子が年々増加傾向のため､ それ以外の旬ではDurham

との併用が必要な場合もあり､ 今後もDurhamの計測

を継続する必要がある｡

白血球減少を指標としたクロピドグレル
とパクリタキセルの相互作用の薬力学的
検討

薬 剤 部
篠田康孝､ 浅野裕紀､ 郷真貴子
宇佐美英績､ 木村美智男､ 吉村知哲

岐阜薬科大学 実践社会薬学研究室
杉山 正
第２回日本医薬品安全性学会学術大会

平成28年７月 岐阜

【目的】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により

代謝を受けることから相互作用の可能性があるが､ 添

付文書上の記載もなく､ 報告は極めて少ない｡ そこで､

後方視的に2剤併用による相互作用の検討を行った｡

【対象】2009年1月～2015年11月に当院においてCLOP

服用中にPTXを含むがん化学療法が施行された症例を

カルテより抽出した｡ また､ 2014年に婦人科がんに

対するPTX＋カルボプラチン療法 (以下TC療法) を

施行した66例をコホート群とし､ 白血球減少率を比較

した｡

【結果】対象は6患者9症例であった｡ 9症例中7症例で

Grade 4の白血球減少が発現していた｡ TC療法が施行

された患者2症例のday8における白血球減少率は75-88
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%であり､ コホート群の4-73％を上回っていた｡ CLOP

投与開始前後でPTX+ネダプラチン療法を6コースづつ

施行された患者において､ day8の平均白血球数はCLOP

併用前2,453±307/mm3､ 併用後1,148±280/mm3であ

り､ 併用後で有意に少なかった｡

【考察】CLOPとPTXは相互作用により重篤な白血球

減少を引き起こす可能性がある｡ 基礎疾患を持つ患者

に対し､ 安全に化学療法を行うためにも､ さらなる大

規模な調査が必要であると考えられる｡

大黄甘草湯の他剤不応性便秘に対する
効果の検討

薬 剤 部
廣瀬達也､ 篠田康孝､ 栗本麻千子
森 光輝､ 川地雄基､ 田中孝治
竹田亜子､ 吉村知哲

岐阜薬科大学 実践社会薬学研究室
林 秀樹 杉山 正
第26回日本医療薬学会年会

平成28年９月 京都

【目的】大黄甘草湯は一般に便秘症に用いられる漢方

薬である｡ しかし､ 大黄甘草湯の他剤不応性便秘症に

対する効果について検討されている報告は少ない｡ 大

黄甘草湯はセンナエキス錠と同様にセンノシドAが主

成分と考えられているが､ センナエキス錠から大黄甘

草湯への切り替えで効果がみられることも散見される｡

そこで､ 本研究では大黄甘草湯の他剤不応性便秘症に

対する臨床効果について検討した｡

【方法】対象は､ 2012年5月から2015年4月の3年間に

おいて大垣市民病院に入院中で酸化マグネシウムが既

に投与されており､ その後大黄甘草湯が追加投与され

た症例 (MgO例) と､ センナエキス錠が投与された

にもかかわらず効果が無く大黄甘草湯へ変更になった

症例 (センナ例) とした｡ 対象患者について電子カル

テより､ 臨床検査値､ 大黄甘草湯投与前後1週間の排

便回数を抽出し､ 大黄甘草湯投与の前後で比較した｡

また､ 副作用発現についても調査した｡

【結果】MgO例は16例であった｡ 大黄甘草湯の投与

前1週間の排便回数は中央値2.5 (1―3) 回であったの

に対して､ 大黄甘草湯の投与後1週間の排便回数は中

央値7.5 (5―11) 回であり有意に増加した (P＜0.001)｡

センナ例は26例であった｡ センナエキス錠から大黄甘

草湯への変更前1週間の排便回数は中央値2.0 (1―4)

回であったのに対して､ 大黄甘草湯への変更後1週間

の排便回数は中央値8.5 (7―14) 回であり有意に増加

した (P＜0.001)｡ 副作用は両例合わせて下痢が4例､

腹痛が1例みられた｡

【考察】大黄甘草湯は他剤不応性便秘症に効果がある

ことが示唆された｡ また､ センナ例で効果がみられた

ことからセンノシドA以外の成分が瀉下作用に関与す

ることが考えられた｡

急性薬毒物中毒患者に対する中毒分析
チームの活動とその評価

薬 剤 部
森 光輝､ 川地雄基､ 松村知洋
橋本茉緒､ 川地志緒理､ 竹中梨恵
篠田康孝､ 浅野裕紀､ 種田靖久
岡田和智､ 竹田亜子､ 吉村知哲
第26回日本医療薬学会

平成28年９月 京都

【目的】当院では平成24年に新救命救急センター開設

を機に､ 中毒分析室を設けGC-MS､ LC-MS/MSを導入

した｡ また､ 平成26年度に ｢急性薬毒物中毒加算1｣

(5,000点/回) が新設され､ 診療報酬上の算定も可能

となった｡ そのため､ 薬剤部では､ 中毒分析チームの

体制を整え活動を行ってきた｡ 今回､ 平成26年度から

の2年間の活動内容とその評価を行ったので報告する｡

【方法】分析機器はGC-MS-QP2010 (Shimadzu) と

LC-MS8030 (Shimadzu) を使用した｡ 測定は､ 救急

外来からの依頼により､ 薬剤部の中毒分析チームや救

急病棟担当薬剤師に患者試料 (血清や尿) が届けられ

てから行う｡ 分析結果は電子カルテ上に反映させたの

ちに医師に報告する｡ これらの活動内容・結果を評価

した｡

【結果】中毒分析チームメンバーが､ 画一的な分析が

できるよう機器の整備 (溶媒・ガス・カラムの準備､

測定ファイルの適正化)､ 手技の確立 (前処理方法､

測定手技の簡易化) を行った｡ また､ マニュアルを作

成し､ 講習､ 模擬分析を行う事でチームメンバー全員
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が測定可能になった｡ 夜間・休日も対応するため中毒

分析チームメンバーにて当番体制を組むことで24時間

対応した｡ 2年間で20例に対して測定を行い､ うち9例

については急性薬毒物中毒加算を算定した｡ 急性薬毒

物中毒加算算定薬物の内訳はアセトアミノフェンが6

例､ 三環系抗うつ薬が2例､ 覚せい剤が1例であった｡

依頼から報告までにかかった時間は平均2.08±0.80時

間で､ 最短で40分であった｡

【考察】専門的な知識が必要とされる薬毒物中毒患者

の機器分析であるが､ 今回の取り組みにより常に適切

な対応ができるようになった｡ しかし､ 人により測定

時間に差があること､ 基本的な測定方法しかマニュア

ル化しておらず応用的な対応は一部の薬剤師にしかで

きないことが今後の課題であると考える｡

過去25年間におけるスギ型・ヒノキ型
花粉の飛散動態の解析と予測への活用

薬 剤 部
田中孝治､ 伊藤加代､ 岡田和智
竹中翔也､ 長屋貴昭､ 日野光記枝
馬淵将吾､ 吉田真也､ 吉村知哲
日本花粉学会第57回大会

平成28年10月 日立

【はじめに】スギ型・ヒノキ型花粉飛散予報の中で花

粉総飛散数 (以下､ 総飛散数とする) の予測も重要で

あるが､ 花粉飛散パターンや最大花粉飛散日の予測も

花粉症患者にとって必要な情報になる｡ 我々は､ 薬剤

部外来投薬窓口にて日々のスギ型・ヒノキ型花粉飛散

量を予測して患者に情報提供している｡ 情報提供に必

要な花粉飛散パターンを大垣市民病院観測の花粉飛散

数でモデル曲線を作り､ 知見を得たので報告する｡

【方法】スギ型・ヒノキ型花粉飛散数は大垣市民病院

のDurham型花粉捕集器による1992?2016年 (25年間)

における2～4月の観測結果を用いた｡ 年毎の累積飛散

数変化を個体群成長モデルとして繁用されるロジスティッ

ク曲線Y＝A/{1＋Be―CT} (B､ C；定数) で近似した｡

ここで､ Tは1/1からの日数､ Aは上限値 (＝総飛散数)

である｡ 近似曲線は初飛散日から増加を開始し､ T＝

1/C・logeBの時にY=A/2変曲点となり変化率が最大

(＝最大飛散) になる｡ 年毎のモデル曲線近似の精度､

総飛散数と日最大飛散数との関係を検証した｡

【結果】スギ型・ヒノキ型花粉の飛散動態をロジスティッ

ク曲線モデルで近似した場合､ スギ型花粉は相関係数

が0.927～0.993 (0.975±0.015)､ ヒノキ型花粉は0.908

～0.992 (0.962±0.027) と高い適合性を得ることがで

きた｡ スギ型花粉の相関係数がヒノキ型花粉に比べ有

意に高かった｡ スギ型花粉の飛散期間は44～77日

(60.68±9.12) で､ ヒノキ型花粉の飛散期間は0～48日

(31.52±9.68) であり､ スギ型花粉の方が有意に長かっ

た｡ 最大花粉飛散日と変化率最大日との差の日数につ

いては､ スギ型花粉は7.90±7.05日､ ヒノキ型花粉は

4.06±3.24日で､ スギ型花粉の方が有意に多かった｡

【考察】モデル曲線による飛散パターンと日最大飛散

数を利用することにより､ 飛散量が多い時期の予測も

円滑に行えると考える｡ また､ 途中で日最大飛散数の

予測が外れた場合もモデル曲線を修正して日々の予測

に活用できると考える｡

手術不能又は再発乳がんに対する
エベロリムス・エキセメスタン併用療法
の安全性評価

薬 剤 部
郷真貴子､ 木村美智男､ 安達志乃
宇佐美英績､ 吉村知哲

外 科
亀井桂太郎
日本癌治療学会

平成28年10月 横浜

【目的】エベロリムスは､ 腫瘍細胞の分裂､ 血管新生

および細胞代謝の調節において重要な役割を果たす

mTOR蛋白を標的とするmTOR阻害薬である｡ 乳がん

の内分泌療法に抵抗性を示すメカニズムの一つとして､

PI3K/AKT/mTOR経路の過剰活性と関連が指摘されて

おり､ エベロリムスを併用することで､ 内分泌療法へ

の抵抗性を克服して治療効果を高めることができる｡

大垣市民病院 (以下､ 当院) では2014年6月よりエベ

ロリムスとエキセメスタン併用療法を開始し､ 現在は

薬剤師外来にて､ 副作用モニタリングを行っている｡

そこで､ エベロリムスとエキセメスタン併用療法の安

全性を評価することにより今後の副作用モニタリング

の注意点を検討した｡
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【方法】2015年11月から2016年3月までの間に当院で

エベロリムスを使用した手術不能又は再発乳がん患者

13例を対象に､ 副作用､ 休薬・中止事由､ RDI等を後

ろ向きに調査した｡

【結果】年齢中央値は62(47-81)歳､ ホルモン受容体は

全例で陽性､ 内臓転移 (主に肺､ 肝臓) は､ 6例(46.2

%)であった｡ 補助化学療法は12例(92.3%)で施行され

(1例：非切除)､ エベロリムスまでの前治療数の中央

値は3(2-12)であった｡ そのうち内分泌治療歴の中央値

は2(2-7)であり､ 2例(15.4%)で3レジメン以上の内分泌

治療歴を有していた｡ 主な有害事象は口内炎8例(61.5

%)､ 浮腫7例(53.8%)､ 皮膚障害6例(46.2%)､ 肝機能障

害6例(46.2%)､ 好中球減少6例(46.2%)､ 下痢3例(23.1%)､

高血糖3例(23.1%)､ 食欲不振2例(15.4%)､ 間質性肺炎

1例(7.7%)であった｡ 休薬は7例(53.8%)､ 休薬事由は口

内炎､ 食欲不振､ 浮腫､ 皮疹､ 肝機能障害､ 血小板低

下であった｡ 中止は7例(53.8%)､ 中止事由はPDが6例､

血小板減少が1例であった｡ 服用日数中央値は113

(14-389)日､ RDI中央値は66.7(30.1-100)%であった｡

【考察】エベロリムスとエキセメスタン併用療法にお

いては､ 高頻度に口内炎や皮膚障害が認められるが､

適切な副作用マネジメントにより重篤になることなく

治療を継続することが可能であると考える｡

進行・再発大腸がん患者におけるトリ
フルリジン・チペラシル塩酸塩配合錠
の安全性の検討

薬 剤 部
川地志緒里､ 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
東海ブロック病院薬学研究会

平成28年10月 岐阜

【目的】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠

(以下､ TAS-102) は､ 新規抗がん薬であり､ 臨床にお

いて副作用対策と治療継続性についての情報は十分で

はない｡ TAS-102単剤療法の安全性の検討を目的とし

て､ TAS-102単剤療法患者の副作用を把握､ 解析した｡

【方法】2014年8月から2015年8月の期間に大垣市民病

院でTAS-102単剤療法を実施した患者23例を対象とし

た｡ TAS-102単剤療法は1日2回5日間連続経口投与し

たのち､ 2日間休薬する｡ これは2回繰り返したのち14

日間休薬することを1コースの基準とした｡ 薬剤師外

来で面談を行い､ 副作用を把握した｡ 調査項目は､ 副

作用および中止・延期事由､ 施行コース数､ 年齢､ 性

別などの患者属性因子とした｡ 悪心と好中球減少につ

いては患者属性因子などと比較検討した｡

【結果】TAS-102の副作用は22/23例(95.7%)に認めら

れた｡ 主な副作用は､ 好中球減少 (69.6%)､ 悪心

(53.2%)､ 倦怠感 (30.4%) であった｡ また､ 治療は

54/91コース (59.3%) で延期となった｡ 延期事由は

34/54コース (66.7%) で骨髄抑制であった｡ 悪心が認

められた患者は､ 認められなかった患者に比して､ 腹

膜転移あり (p=0.0139) と､ 前化学療法での悪心・嘔

吐の経験あり (p=0.0007) が有意に高かった｡ Grade3-4

の好中球減少を認めた患者は､ Grade0-2の患者に比し

て､ 有意に施行コース数が多かった (p=0.0061)｡

【考察】腹膜転移を有する患者および前化学療法にて

悪心・嘔吐の認められた患者は悪心の発現率が高く､

その発現リスクを考慮した導入時の患者指導と支持療

法の強化が重要であると考えられた｡ また､ 骨髄抑制

にて治療の延期を繰り返した場合の投与量設計は､ 治

療効果と予後を考慮して行っていくことが望ましいと

考える｡

グリメピリド服用患者における重症
低血糖回避に向けての取り組み

薬 剤 部
新井かおり､ 中島啓二､ 多賀小枝子
安部絵里､ 蜜田哲也､ 宇佐美英績
吉村知哲

糖尿病・腎臓内科
傍島裕司
東海ブロック病院薬学研究会

平成28年10月 岐阜

【目的】重症低血糖発現のリスク因子として､ SU薬

の使用､ 高齢者､ 血糖コントロール良好､ 腎機能低下

などが示唆されているにもかかわらず､ 未だに重症低

－ 629 －



血糖症例の報告が散見される｡ そこで､ 大垣市民病院

(以下､ 当院) において､ 血糖コントロール良好な高

齢2型糖尿病患者に対する中等量以上のグリメピリド

投与状況を調査し､ 重症低血糖回避に向けての取り組

みを報告する｡

【方法】当院外来においてグリメピリド投与服用中の

2型糖尿病患者の中から､ 重症低血糖発現リスクの高

い患者 (75歳以上､ HbA1c 6.5％未満､ グリメピリド

2㎎/日以上) を検索した｡ 対象患者の抽出期間は2016

年2月～7月とした｡

【結果】グリメピリド服用患者792例中､ 重症低血糖

発現リスクの高い患者は8例であった｡ 8例中5例は

eGFRが45mL/min/1.73m2未満であった｡ 糖尿病専門医

以外からの処方7例に対してはグリメピリド減量を提

案した｡ 処方介入したうち3例はグリメピリドが減量

され(6㎎/→3㎎/､ 4㎎/→1㎎/､ 2㎎/→1㎎/)､ 4例は変更

がなかった｡ 処方日数中央値は90日 (28日～90日) で

あった｡ 患者もしくは患者家族には低血糖発現状況の

確認と低血糖および生活指導を行った｡ 聴取により､

介入前に低血糖でブドウ糖を摂取していた患者がいた｡

一方で具体的な低血糖症状を理解していない患者もい

ることが発覚した｡

【考察】重症低血糖発現リスクが高い患者が多くはな

いが存在することが明らかとなった｡ 生理機能が低下

している高齢者においては､ 脱水から容易に腎機能が

悪化するため､ 薬剤排泄遅延により重症低血糖を招く

ことがある｡ 長期処方はそのリスクを一層高める恐れ

があり､ 考慮すべき新たな問題点として挙げられた｡

状況に合わせた個別の薬剤調整と患者指導は重要だと

考える｡

C型慢性肝炎遺伝子型2型症例に対する
ソホスブビル＋リバビリン療法における
リバビリンの減量と臨床経過

薬 剤 部
中嶋めぐみ

消化器内科
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
JDDW2016

平成28年11月 神戸

【目的】C型慢性肝炎Genotype２型症例に対するソホ

スブビル＋リバビリン療法において, リバビリン減量

の有無別に臨床経過の比較を行った.

【方法】当院でソホスブビル＋リバビリン療法が施行

され, 投与終了後4週以上経過した107症例を, リバビ

リン減量なし群(A群, n=83)と減量あり群(B群, n=24)

とに分け, 臨床背景と経過を比較した.

【成績】A群・B群の順に, (1)年齢：72±12.31・79±

10.63歳, 性別(男/女)：41/43・12/11例, 体重：55.95±

11.51・53.1±10.93kgで患者背景に有意差は認められ

なかった. (2)リバビリンの開始用量は11.70±1.63・

11.78±2.02mg/kgで有意差は認められなかった. (3)開

始時のeGFRは76.90±18.13・58.13±18.46 とB群が有

意に低値であった(p＜0.001). (4)内服治療中のHb低下

率(%)は, 1週目：2.46±4.95・2.89±3.32 (p=0.951),

2週目：7.80±6.19・12.23±6.16(p=0.020), 4週目：9.93

±7.62・20.17±8.12(p＜0.001), 8週目：12.03±8.00・

18.45±11.47 (p=0.015), 12週目：12.01±9.91・11.91

±8.48 (p=0.369), と内服開始2週間後よりA群とB群

で有意差が認められたが, 12週目には両群で有意差は

認められない結果となった. (5)HCV RNA未検出率は

2週目で38.6/54.2% (p=0.176), 4週目で78.31/87.5% (p=

0.323), 8週目で97.6/95.8%(p=0.699), と両群に有意差

は認められなかった. (6) SVR4はA群81例(97.6%),

B群22例(91.7%)であった(p=0.166).

【結論】リバビリンの減量が必要となる患者の腎機能

は有意に低く, 副作用発現への影響が示唆された. ま

た, Hbの低下は服用開始から2週目以降に認めやすく,

治療完遂のためには早期からのモニタリングによる適

切な用量調節が有用であると考えられた. 治療効果に

対する影響については今後追跡が必要である.

黄連解毒湯の継続中止患者における
有効性・安全性等に関する検討

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
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総合内科
鈴木賢司

皮 膚 科
高木 肇
第46回日本東洋医学会東海支部学術総会

平成28年11月 名古屋

【緒言】黄連解毒湯は鼻出血､ 高血圧､ 皮膚湿疹など

広く用いられる実証向けの漢方薬である｡ さらに､

ざ瘡や高血圧随伴症状に対してはエビデンスがある｡

一方で､ 使用患者に腹部症状を中心とする副作用の報

告もされている｡ 今回､ 当院の黄連解毒湯内服患者を

抽出し､ 患者背景､ 内服理由､ 継続中止理由等を調査

した｡

【方法】対象患者は2015年に外来にて黄連解毒湯が処

方されている患者のうち継続中止となった41例を対象

とし､ 電子カルテにて後ろ向きに調査した｡ 調査項目

は身長､ 体重､ 年齢､ 性別､ 用法､ 併用薬､ 内服理由､

継続中止理由､ 内服期間とした｡ また､ 継続中止理由

が副作用､ 内服困難､ 体調変化 (副作用と考えにくい

症状や証の変化) の患者を中止群とし､ 軽快群と患者

背景について比較した｡

【結果】平均BMIは23.7±4.9㎏/㎡であり､ 平均年齢

58.2±16.7歳､ 男性/女性は25/16例であった｡ 内服理

由はざ瘡､ 毛包炎､ 膿胞症などすべて化膿性・炎症性

皮膚疾患の治療目的であった｡ 継続中止理由は41例中､

軽快22例､ 無効1例､ 副作用発生3例､ 内服困難2例､

体調変化による内服中止3例､ その他10例であった｡

副作用は腹痛2例､ 下痢1例の腹部症状であった｡ また

2群間の比較において､ 内服期間中央値は中止群41日

(13日-201日)に対して軽快群で123日(8日-1274日)であ

り､ 有意に軽快群の方が長かった｡ (p=0.03)しかし､

それ以外の患者背景には有意な差がなかった｡

【考察】対象患者のうち半数以上が軽快しており､ 併

用薬に関係なく効果を示すことから､ 黄連解毒湯は化

膿性・炎症性皮膚疾患に対して有効であることを改め

て確認できた｡ 一方で､ 8例が治療中止となり患者背

景に差がないことから､ 内服可能患者の判断は難しい

ことが推察される｡

【結語】黄連解毒湯は効果の期待できる漢方薬ではあ

る｡ 一方で､ 内服困難・副作用による中止となる例が

あるため内服開始後のフォローが重要となる方剤であ

ることが明らかになった｡

CEX及びAMPC/CVAの新規採用が外来
経口抗菌薬使用動向に与える影響～薬剤耐
性対策アクションプラン達成に向けて～

薬 剤 部
篠田康孝､ 新井かおり､ 森 卓之
吉田真也､ 大橋健吾､ 加藤未紗
松岡知子
第64回日本化学療法学会西日本支部総会

平成28年11月 宜野湾

【目的】平成28年4月､ 厚生労働省から薬剤耐性対策

アクションプランが打ち出され､ 目標として､ ｢2020

年の 経口セファロスポリン系薬, フルオロキノロン

系薬, マクロライド系薬の人口千人あたりの 一日使

用量を2013年の水準から50%削減する｡｣ と定められ

た｡ 本研究では､ CEX及びAMPC/CVAの新規採用が

外来経口抗菌薬使用動向に及ぼす影響について調査し､

採用がアクションプランの目的達成に意義があるかを

調査した｡

【方法】CEX及びAMPC/CVAを採用前2年間､ 採用後

3年間 (2012年12月採用) を対象とし､ 外来での系統

別抗菌薬使用動向について調査した｡ 抗菌薬使用量と

してはDDD(days)に換算して比較した｡

【結果】外来全体として､ 採用後の第3世代セファロ

スポリン系薬､ フルオロキノロン系薬の使用量減少率

はそれぞれ24％､ 9％にとどまり､ マクロライド系薬

の使用量は10％増加していた｡ 外来全体のうちCEX及

びAMPC/CVAの処方数が最も多かったのは救急外来

であった (CEXの55％､ AMPC/CVAの37％)｡ 救急外

来では採用後で第3世代セファロスポリン系薬の使用

量が59％減少し､ マクロライド系薬の使用量が64％減

少した｡ フルオロキノロン系薬の使用量には大きな変

化がなかった｡ 救急外来での処方理由としてCEXは外

傷後感染予防､ AMPC/CVAは動物咬傷が最も多かっ

た｡ 外来全体､ 救急外来で総抗菌薬使用量に大きな変

化はなかった｡

【考察】CEX及びAMPC/CVAの新規採用は外来経口

抗菌薬の使用動向に影響を与え､ 薬剤耐性対策アクショ

ンプランの目標達成の一助となる可能性がある｡ しか

し､ 単に新規採用抗菌薬が増えるのみではメリットは

小さく､ 今後は各診療科における抗菌薬選択の特徴を

探索し､ 適正使用を推進しつつ､ 抗菌薬使用量の減少

を目指す取り組みが必要である｡
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MRSA菌血症患者に対するAntimicrobial
stewardship team介入の有用性評価

薬 剤 部
大橋健吾､ 松岡知子､ 森 卓之
吉田真也､ 篠田康孝､ 新井かおり
加藤未紗

臨床検査部
浅野裕子､ 後藤孝司

呼吸器内科
進藤 丈

名古屋大学大学院医学系研究科 臨床感染統御学
八木哲也
第64回日本化学療法学会西日本支部総会

平成28年11月 宜野湾

【目的】当院では2013年5月にAntimicrobial Stewardship

Team (AST) を発足し, 週2回のラウンドの中で, 血

液培養陽性患者に対する介入を行っている｡ 特に

MRSA陽性患者に対してはMRSA菌血症治療バンドル

を設定しAST介入を行った｡ そこでAST介入の有用性

を評価するためにMRSA菌血症患者に対する臨床的ア

ウトカムを調査した｡

【方法】2012年1月から2013年4月まで (介入前), 2013

年5月から2015年12月まで (介入後) の期間に血液培

養からMRSAが検出され, 抗菌薬治療された入院患者

を対象とした｡ バンドルは血液培養のフォロー, 適切

な治療期間 (14日間以上), 早期の抗MRSA薬投与,

感染巣コントロール, 感染性心内膜炎 (IE) のスクリー

ニングおよびTDM実施の6つとした｡ 評価項目として

バンドルの遵守率, 死亡率などを電子カルテより後方

視的に調査した｡

【結果】対象患者は介入前43人, 介入後51人であり患

者背景に有意差はなかった｡ バンドルの遵守率につい

て調査したところ, 介入前後において血液培養のフォ

ローは40.0%から80.0% (p＜0.01) へ, 適切な治療期

間は63.0%から84.4% (p＜0.05) へ, 早期の抗MRSA

薬投与は62.3%から82.4% (p＜0.05) へ有意に増加が

認められた｡ また感染巣のコントロールは37.5%から

57.1%へ, IEのスクリーニングは30.0%から46.0％へ,

TDM実施は96.6%から100%へ増加傾向であったが有

意差は認められなかった｡ 菌血症後30日死亡率は41.8

%から21.6% (p＜0.05) へ, 院内死亡率は58.1%から

27.5% (p＜0.01) へ有意な減少が認められた｡

【結論】ASTにより治療プロトコールを設定したラウ

ンド介入はMRSA菌血症患者に対する治療法の適正化

に貢献し, 予後の改善に繋がると考える｡

スギ型・ヒノキ型花粉の飛散量と
ステロイド点鼻薬の使用状況の検討

薬 剤 部
馬淵将吾､ 長屋貴昭､ 日野光記枝
吉田真也､ 岡田和智､ 田中孝治
吉村知哲
第49回東海薬剤師会学術大会

平成28年11月 岐阜

【目的】大垣市民病院 (以下､ 当院) におけるステロ

イド点鼻薬であるモメタゾンフランカルボン酸エステ

ル(以下､ モメタゾン)､ フルチカゾンフランカルボン

酸エステル(以下､ フルチカゾン)､ デキサメタゾンシ

ペシル酸エステル(以下､ デキサメタゾン)の処方状況

とスギ型・ヒノキ型の花粉飛散数との比較によって得

られた知見を報告する｡

【方法】スギ型､ ヒノキ型花粉飛散数は当院における

ダーラム型花粉捕集器による標準法による計測結果を

用いた｡ 季節性アレルギー性鼻炎におけるステロイド

点鼻薬の使用状況については､ 当院で2011～2016年の

2～4月に処方された患者の中で､ 花粉症の既往がある

患者を電子カルテにて後方視的に抽出した｡ また､ 重

症度を鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版に従い

分類し､ 各年毎に花粉飛散数と各重症度の２群間での

回帰分析を行い比較した｡

【結果】2月における飛散開始日前に花粉症予防目的

でのモメタゾンの処方は季節性アレルギー性鼻炎患者

118症例中21症例､ 17.8％であった｡ 各重症度の患者

数と週毎の花粉飛散数とは､ 2012年と2014年を除き用

量-反応関係にあった｡ 6年間累計の週毎の各重症度の

患者数と花粉飛散数との関係では､ 飛散数の増加に対

する患者数の増加の割合は軽症例に比べ中等度以上の

患者の方が少なかった｡
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下剤不応性便秘に対する大黄甘草湯
使用例の検討

薬 剤 部
廣瀬達也､ 篠田康孝､ 吉田あや
栗本麻千子､ 森 光輝､ 川地雄基
田中孝治､ 竹田亜子､ 吉村知哲
第24回日本東洋医学会東海支部岐阜県部会

平成28年12月 岐阜

大垣市民病院における2016年スギ型・
ヒノキ型花粉飛散結果と2017年の
スギ型・ヒノキ型花粉飛散予測

薬 剤 部
田中孝治､ 伊藤加代､ 岡田和智
竹中翔也､ 長屋貴昭､ 日野光記枝
馬淵将吾､ 吉田真也､ 吉村知哲
第43回東海花粉症研究会

平成28年12月 名古屋

【はじめに】過去25年間の大垣市での夏季気象データ

から､ 2017年春のスギ型花粉総飛散数､ スギ型花粉飛

散注意日および警戒日数の予測を行った｡ ヒノキ型花

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

おける隔年周期を適用して行った｡ ヒノキ型花粉総飛

散数は前年の気象との関係から解析した｡

【結果】予測式はＹ＝13.414294S―0.2123815Z―

10,121.524 (Ｙ；当該年春のス型ギ花粉総飛散数)

(Ｚ；前年春のスギ型花粉総飛散数) (Ｓ；前年7月の

日最高気温積算値) となった｡ スギ型花粉総飛散数

(Ｘs) とスギ型花粉飛散の注意日数および警戒日数

(Ｙs) とは､ 対数回帰式のＹs＝9.058ln (Ｘs) ―41.391

(r=0.901､ p＜0.01) で近似された｡

2002～2016年の15年間におけるヒノキ型花粉総飛散数

と前年気象との関係から､ 各気象因子 (日最高気温積

算値､ 平均気温積算値､ 総降水量､ 総日照時間) と最

も相関係数が高い期間を抽出すると､ 前述のようにそ

れぞれ､ 7/6～8/31､ 7/11～8/31､ 7/1～8/25､ 7/1～8/10

であった｡ それらの期間における2016年の夏季気象か

ら予測値はそれぞれ2,645個､ 1,998個､ 5,183個､ 4,635

個となった｡ 4つの値の中央値が3,640個であり､ この

値を2017年のヒノキ型花粉総飛散数の予測値とした｡

ヒノキ型花粉総飛散数とヒノキ型花粉注意および警戒

日数とは､ 対数回帰式のＹh =5.9557ln(Ｘh) ―23.072

(r=0.939､ p＜0.01) で近似された｡ (Ｘh；ヒノキ型花

粉総飛散数､ Ｙh；ヒノキ型花粉注意および警戒日数)

【考察】重回帰予測式と2016年7月の日最高気温積算

値が967.9℃､ 2016年のスギ型花粉総飛散数は1,427個

であるため､ 2017年のスギ型花粉総飛散数は2,559個

と予測される｡ ヒノキ型花粉総飛散数は3,640個と予

測される｡ 降水日数が平年並みであるならば､ 2017年

のシーズン中のスギ型・ヒノキ型花粉飛散の注意日数

および警戒日数はそれぞれ､ 約30日､ 約26日になると

考えられる｡

アファチニブによる下痢の発現頻度と
日内時間帯についての検討

薬 剤 部
浅野裕紀､ 守屋昭宏､ 西川智子
郷真貴子､ 宇佐美英績､ 木村美智男
吉村知哲
第57回日本肺癌学会学術集会

平成28年12月 福岡

【背景】アファチニブの代表的な副作用に下痢があり､

その発現頻度はほぼ100%と必発である｡ 同効薬のゲ

フィチニブでは血中濃度と副作用の発現頻度に相関が

あるとの報告があり､ アファチニブにおいても血中濃

度と副作用が何らかの相関を持っている可能性はある｡

アファチニブのTmaxを考慮すると､ 服用後3～4時間

付近に下痢の発現が多くなることも推測され､ その時

間帯によっては患者のQOLを大きく損ねる可能性が

ある｡ そこで､ アファチニブ服用患者において下痢の

発現頻度 (日内の時間帯) について調査した｡

【対象・方法】対象は当院において2014年4月～2016

年4月までに､ アファチニブを服用した全19例とし､

統一の止瀉薬 (ロペラミド1回2mg､ 2時間おきに追加

可) で導入を行った11例において下痢の発現時間帯を

調査した｡ 下痢はブリストル便性状スケールで5～7と
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定義し､ 電子カルテより後方視的にカウントした｡ 重

症度はCTCAE ver.4.0を用いて評価した｡ 当院ではア

ファチニブを16時に服用しており､ 下痢の発現時間は

4時間区切りで確認した｡

【結果】下痢の発現頻度は100%であり､ 重症度(grade

1/2/3)は12例/2例/5例であった｡ 初回発現時期の中央

値は4日であった｡ 11例の各時間帯 (0時～､ 4時～､

8時～､ 12時～､ 16時～､ 20時～) における下痢の平

均回数は､ それぞれ2.2回､ 3回､ 2.9回､ 2.9回､ 2回､

2回であり､ 各時間帯に違いは認めなかった(p=0.78)｡

【考察】今回の調査では各時間帯における下痢の出現

回数に違いはなかった｡ したがって､ アドヒアランス

維持の観点からは空腹時投与が担保しやすい時間を選

択すればよいと考える｡

急性中毒患者の服用物質同定における
機器分析の有用性についての検討

薬 剤 部
種田靖久､ 森 光輝､ 松村知洋
長屋貴昭､ 川地雄基､ 浅野裕紀
竹田亜子､ 吉村知哲
第37回日本中毒学会西日本地方会

平成29年２月 津

【緒言】当院薬剤部では急性中毒の疑いがある患者が

来院した際に､ 服用した物質の同定のためGC-MSお

よびLC-MS/MSなどを用いて､ 24時間対応で機器分析

業務を行っている｡ 今回､ 機器分析の有用性について､

来院時情報を基に機器分析で得られた情報について比

較検討したので報告する｡

【方法】平成26年6月から28年12月の間に当院に急性

中毒の疑いにて来院した患者のうち､ 機器分析を施行

した28例を対象とした｡ 検討項目は採血・採尿から報

告までの時間､ 処置の指示・変更や診断確定に至った

例数および検出率とした｡ 検出率は､ 機器分析結果と

実際に服用したと思われた物質とを比較して検討した｡

【結果】対象患者の年齢は45.8±20.0歳で､ 内訳は男

性が10例､ 女性が18例であった｡ 分析対象は､ 血清や

尿のほかに胃洗浄液や無刻印錠剤､ 白色粉末､ 液体が

あった｡ 報告までの時間の中央値は､ 132(102.3‐171)

分であった｡ 処置の指示・変更や診断確定に至った例

数は9例(32.1％)であり､ 報告までの時間は103(86‐

120)分であった｡ 検出率は､ 79.1％であった｡ 急性薬

毒物中毒加算1(機器分析)は10例(35.7％)で算定した｡

【考察】急性中毒の疑いがある患者が来院した際には､

迅速かつ信頼度の高い機器分析結果を報告することで

処置の指示・変更や診断確定に貢献でき､ 機器分析の

有用性が高くなると考えられた｡

ソホスブビル服用患者における
糖代謝能の推移に関する調査

薬 剤 部
中嶋めぐみ､ 安田親由､ 松村知洋
郷真貴子､ 岩井美奈､ 元山 茂

消化器内科
多田俊史
第32回日本静脈経腸栄養学会

平成29年２月 岡山

【目的】C型肝炎治療は直接作用型抗ウイルス薬

(DAAs)の登場で大きく変化してきた｡ DAAsは従来の

インターフェロンを用いた治療より副作用が少なく､

高い著効率が期待され､ 当院でも多くのC型慢性肝炎・

肝硬変患者に投与されている｡ 今回､ ソホスブビル

(SOF)を使用した患者において､ 肝機能の改善が糖代

謝に及ぼす影響について検討した｡

【方法】2015年6月から2016年1月の間に当院にてSOF

を服用した患者129例のうち､ 服用前後でHbA1cの比

較が可能であった22例を対象として調査を行った｡

【結果】対象患者22例のうち､ 併存症に糖尿病の記載

ありが11例(ステロイド性1例含む)､ 記載なしが11例

であった｡ 糖尿病併存患者は全て､ 糖尿病薬による治

療を受けていた｡ 糖尿病併存患者のうち糖尿病薬の用

量変更がなかった6例におけるHbA1cは､ SOF開始前

6.70±0.39(6.3～7.4)､ SOF終了時5.95±0.46(5.5～6.5)､

SOF終了2か月後6.95±0.80(6.3～7.2)であった｡ 糖尿病

の併存がない患者のうちSOF終了2か月後時点での

HbA1c値が追跡可能であったのは6例で､ その値は､

開始前5.70±0.75(4.1～6.3)､ 終了2か月後4.85±0.29

(4.5～5.2)であった｡

【考察および結論】糖尿病併存患者では､ 服用前と終

了2か月後との比較では差はないもののSOF終了時点
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ではHbA1cの低下がみられた｡ また､ 糖尿病の併存が

ない患者においてもSOF服用後のHbA1cは服用前より

改善しており､ ウイルス駆除による肝機能改善で､ 糖

代謝能も改善する可能性が示唆された｡ また糖尿病併

存患者におけるHbA1cの再上昇例では､ ウイルス排除

成功による精神的安定からの食欲増進などが影響して

いる可能性が推測された｡ C型肝炎に対する抗ウイル

ス療法施行の際には､ 生化学検査値等の推移にも注視

し､ 併用薬の変更や用量調節も視野にいれたフォロー

が重要である｡

造血器腫瘍患者における帯状疱疹予防投与
―aciclovirおよびvalaciclovirの予防効果
と医療経済性―

薬 剤 部
宇佐美英績､ 木村美智男､ 岩井美奈
吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会2017

平成29年３月 新潟

【緒言】造血器腫瘍に対する化学療法は､ 強力な治療

が施行されるため､ 免疫力低下に伴う合併を引き起こ

し､ 患者の生活の質や治療効果の低下につながる｡ 特

に､ 帯状疱疹 (Herpes zoster：HZ) は､ 神経痛が遅

延し長期にわたる可能性があるため､ 抗ウイルス薬で

あるaciclovir (ACV) やvalaciclovir (VACV) などが

予防投与されることが臨床現場においては散見される｡

そこで今回､ 化学療法を施行した造血器腫瘍患者にお

けるHZ発症頻度､ ACVおよびVACVにおける予防効

果ならびに､ その医療経済性について薬剤費用削減シ

ミュレーションも含めて検討を行った｡

【対象・方法】対象患者は､ 2011年1月から2015年12

月までの5年間に大垣市民病院血液内科で化学療法を

施行した造血器腫瘍患者567例を対象とした｡ 調査項

目は､ HZ発症頻度およびACV(ゾビラックス�)､ VACV

(バルトレックス�) 予防投与患者群別における発症

頻度を調査した｡ また､ ACVおよびVACVの予防内服

期間､ 薬剤費用の比較検討を行った｡

【結果】全体の帯状疱疹発症頻度は､ 44/573人 (7.7%)

であり､ ACVおよびVACV予防内服投与患者において

は､ 1/67人 (1.5%) と1/42人 (2.4%) であった｡ ACV

およびVACV予防内服期間 (中央値､ 範囲) はそれぞ

れ､ 202 (9-1,103) 日､ 143 (20-563) 日であり､ 1人

当たりの薬剤費は､ 34,191 (4,782-134,613) 円および

88,290 (3,924-480,908) 円であった｡ VACV予防投与

において､ 全てACVに変換した場合､ 薬剤費は総額

で7,679,869円から5,507,668円へ71.7%まで減額可能で

あった｡

【考察】ACVおよびVACV低容量投与においても帯状

疱疹発症予防に十分な効果が得られており､ 薬剤費面

から考えれば安価なACVを選択すべきである｡

レンバチニブ服用甲状腺がん患者への
薬剤師による医師の診察前面談による
診療支援

薬 剤 部
川地雄基､ 木村美智男､ 郷真貴子
吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会2017

平成29年３月 新潟

甲状腺がんの発生頻度は全がんの1%程度であり､ そ

のうち90%以上は良性の乳頭がんが占める一方で､ 未

分化がんは予後が数か月であることが多い｡ そのため

2015年5月に発売されたマルチキナーゼ阻害薬である

レンバチニブが適応となる甲状腺がんの患者数は少な

く､ 十分な使用報告がされているとは言えない｡ 臨床

第III相試験(SELECT試験)の結果､ レンバチニブはプ

ラセボに比べ無増悪生存期間を14.7か月延長させ､ 奏

効率 (部分奏功＋完全奏功) が65%であり､ 今後の治

療効果への期待が寄せられる｡ そこで市中病院である

大垣市民病院における薬剤師による医師の診察前面談

(以下､ 薬剤師外来) による介入について検討した｡

レンバチニブ服用患者7名のうち､ 薬剤師による処方

提案は45件で､ その内訳としては用量 (15.5%)､ 休

薬 (11.1%)､ 支持療法 (64.4%)､ その他 (9.0%) で

あり､ 処方採択率は84.4%であった｡ 支持療法の主な

処方提案内容として､ 血圧(26.7%)､ 下痢(8.9%)､ 嘔気

(8.9%)､ 口腔内出血(6.7%)があった｡ レンバチニブと

の因果関係は不明であるが平衡感覚異常や視野障害な

どの副作用も経験した｡ 症例1では､ 主治医も難渋し

た嘔気､ 患者も弱音を吐かれることがあったが､ 投与
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量設計や支持療法､ および患者のライフスタイルを尊

重した休薬により投与継続が行えた｡ また医師にもア

ンケートを実施し､ 薬剤師による診察前面談が診療の

一部として機能し､ 適切な薬物療法の実施や､ 医師の

外来診療での負担軽減､ 診療支援として行えていると

考える｡ 薬剤師外来の存在が外来診療の一連の流れの

一部として定着しつつあり､ 診察に貢献できているこ

とが確認できた｡ 以上､ レンバチニブは一般病院にお

いても薬剤師外来にて患者支援を行うことによりQOL

を維持しながら安全な治療を継続できると考える｡

進行・再発膵がんに対する
GEM+nabPTX療法の安全性評価

薬 剤 部
三岡麻千子､ 木村美智男､ 岩井美奈
宇佐美英績､ 吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会2017

平成29年３月 新潟

【目的】進行・再発膵がん化学療法においてGEM+

nabPTX療法は標準治療のひとつで､ その使用は広が

りつつあるが､ 骨髄抑制などの副作用により治療が

延期になることを多く経験する｡ そこで､ 当院の経験

を解析しその適切な処方設計と患者指導について検討

した｡

【方法】2015年1月から2016年9月までに当院でGEM+

nabPTX療法を施行した進行・再発膵がん患者28例を

対象に､ その成績を過去の大規模臨床試験 (MPACT)

と比較し､ その安全性と治療継続性について後ろ向き

調査をした｡

【結果】年齢中央値65 (44-77) 歳,ECOG PS 0/1/2：

18/10/0例,転移臓器数0/1/2/3以上：5/13/6/4例で肝 (32.1%)

が多かった｡ 先行レジメン数は0/1/2以上：13/10/5例,

術後補助化学療法実施は10例 (35.7%, S-1) であった｡

主な有害事象は白血球減少96.4%,好中球減少85.7%,血

小板減少71.4%,ヘモグロビン減少85.7%,AST/ALT増加

78.6%,末梢神経障害53.6％であった｡ Grade3以上の血

液毒性は好中球減少67.8%,白血球減少42.9%,血小板減

少10.7%が主であった｡ 治療終了事由はPD 8例,副作

用6例,PS低下7例,その他3例,継続中4例であった｡ 中止

事由は好中球減少19例,末梢神経障害2例,肝障害3例,ヘ

モグロビン減少1例であった｡ Grade3以上の好中球減

少を認めた患者の施行コース数は6 (2-18)､ Grade3以

上の好中球減少を認めなかった患者の施行コース数は

4.3 (1-9)であった (p=0.0827)｡ GEM+nabPTX療法施

行後､ day8またはday15に好中球減少を認め治療が中

止となった患者のday1における好中球数は中止となら

なかった患者よりも有意に低かった [2,330/μL (1,56

0-5,620) vs. 2,945/μL (1,660-8,020), p=0.0009]｡

【結語】GEM+nabPTX療法は一般病院においても臨

床試験と同等の安全性が得られた｡ 治療のRDI低下は

好中球減少による治療の中止が主な原因であり､ day1

における好中球数が低い場合はday8または15の治療が

中止となる可能性が高い｡ したがって､ RDIを考慮し

た投与設計と感染予防などの患者指導が重要となる｡

進行・再発大腸がんに対するレゴラフェニブ
とトリフルリジン・チピラシル配合錠の医療
経済学的検討

薬 剤 部
木村美智男､ 宇佐美英績､ 岩井美奈
郷真貴子､ 吉村知哲

岐阜薬科大学 実践薬学大講座
寺町ひとみ
日本臨床腫瘍薬学会2017

平成29年３月 新潟

【目的】進行・再発大腸がんに対して､ レゴラフェニ

ブとトリフルリジン・チピラシル配合錠 (以下､ TAS-

102) は3次治療以降の標準療法となっており､ 両者は

ほぼ同等の有効性を有しているといわれている｡ しか

しながら､ これら2つのレジメンの費用対効果を検討

した報告は見当たらない｡ そこで本研究では､ 進行・

再発大腸がんを対象としたレゴラフェニブとTAS-102

の医療経済学的な優位性を明らかにし､ 治療選択の際

の意思決定を支援することを目的とした｡

【方法】大垣市民病院にて､ 進行・再発大腸がんの

3次治療以降として､ レゴラフェニブとTAS-102によ

る治療を行った患者のデータを基にして､ それぞれの

治療を受けた際の期待費用を算出した｡ レゴラフェニ

ブとTAS-102の治療効果についてはCORRECT study

(Lancet, 26: 303-312, 2013) とRECOURSE study (N
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Engl J Med, 372:1909-1919, 2015)の生存期間中央値

(MST; それぞれ6.4ヶ月と7.1ヶ月) をデータソースと

した｡ MSTと期待費用により､ 費用対効果比を算出

した｡ 薬価などは､ 平成24年度4月版保険薬事典から

算出した｡

【結果】算出した直接医療費はレゴラフェニブで投薬

料 (抗がん薬2,257,453.7 yen､ 支持療法薬50,675.3 yen)､

検査料34,498.3 yen､ 外来診察料23,026.3 yen､ TAS-102

で 投薬料 (抗がん薬1,330,551.9 yen､ 支持療法薬992.7

yen)､ 検査料21,052.8 yen､ 外来診察料13,135.6 yenで

あった｡ いずれの医療費もレゴラフェニブはTAS-102

よりも高額であった (p<0.001)｡ 費用対効果比 (MST

1ヶ月あたり) はレゴラフェニブで377,855.5 yen､

TAS-102が198,856.4 yenであり両者に有意な差が認め

られた (p<0.001)｡ レゴラフェニブからTAS-102への

増分費用効果比 (MST1ヶ月あたり) は1,437,706.5

yenでありレゴラフェニブに対し優位であった｡

【結語】TAS-102はレゴラフェニブに比較し､ 医療経

済的に効率のよいレジメンであることが示唆された｡

便秘症における大黄甘草湯とルビプロ
ストンの有効性および医療経済性に
関する比較検討

薬 剤 部
吉田あや､ 廣瀬達也､ 栗本麻千子
森 光輝､ 川地雄基､ 田中孝治
竹田亜子､ 吉村知哲
日本薬学会

平成29年３月 仙台

【目的】大黄甘草湯とルビプロストンはそれぞれ一般

に便秘症に用いられる薬剤であるが､ 2剤が比較検討

されている報告は少ない｡ そこで､ 大黄甘草湯とルビ

プロストンの便秘症に対する有効性､ 副作用､ 医療経

済性について検討した｡

【方法】2012年11月から2016年5月までの間に､ 大垣

市民病院で入院中に大黄甘草湯が投与された患者を大

黄甘草湯投与群 (以下､ DKT群)､ ルビプロストンが

投与された患者をルビプロストン投与群 (以下､ LPS

群) とした｡ 対象患者のうち投与前1週間に排便回数

が4回以下でない例､ データがない例を除外した｡ 電

子カルテより投与前1週間と投与後1週間ごとの排便回

数､ 薬剤費をMann-WhitneyのU検定で比較検討した｡

副作用はカイ二乗検定で検討した｡

【結果】DKT群は44例､ LPS群は52例であり､ 投与前

1週間の排便回数の中央値 (四分位範囲) はDKT群

2回 (1‐4)､ LPS群1.5回 (0.75‐3) であった (P＝

0.08)｡ 投与後1週目の排便回数の中央値 (四分位範囲)

はDKT群8.5回 (6‐12)､ LPS群5回 (3‐7) とDKT群

のほうが有意に多かった (P＜0.01)｡ 投与後2週目の

排便回数の中央値 (四分位範囲) はDKT群8回 (5.25

‐10.75)､ LPS群4回 (3‐8.5) とDKT群のほうが有意

に多かった (P＜0.01)｡ 副作用は下痢がDKT群4例､

LPS群14例とDKT群で有意に少なかった (P＝0.02)｡

投与後1週目の薬剤費の中央値 (四分位範囲) はDKT

群278円 (278‐278)､ LPS群1127円 (1127‐2254) と

DKT群で有意に少なかった (P＜0.01)｡

【考察】大黄甘草湯はルビプロストンと比較して､ 便

秘症に対して有効性が高く､ 副作用の下痢が少ないこ

とから､ 効果的かつ安全性の高い便秘症治療となる可

能性が示唆された｡ さらに､ 大黄甘草湯は薬剤費が安

価であることから､ 医療経済性の面からも有用性が高

いと考えられた｡

[シンポジウム]

症例サマリ書き方のコツ

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第8回日本がん薬剤学会

平成28年６月 名古屋

2015 日本医療薬学会がん薬物療法
海外研修に参加して

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第14回日本臨床腫瘍学会

平成28年７月 神戸
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薬剤師による診療前面談と支持療法の
提案

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第54回日本癌治療学会学術集会

平成28年10月 横浜

分子標的治療薬の副作用マネジメント

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第57回日本肺癌学会学術集会

平成28年12月 福岡

[ワークショップ]

大垣市民病院におけるがん研修生の
受け入れ体制と実績

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第3回東海北陸ブロックがん専門薬剤師フォーラム

平成28年９月 名古屋

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､ 坂恵里奈､ 河合賢太郎

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

呼吸器内科
安藤守秀
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

第３回東海支部学術集会

平成28年４月 大垣

食道癌術後患者に対する呼吸リハチーム
によるICU退室時評価の有用性

リハビリテーション科
戸部一隆､ 片岡竹弘､ 平山晃介
永田明日翔

呼吸器内科
安藤守秀
第26回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成28年10月 横浜

【目的】食道癌術後は呼吸器合併症の発生率が高いと

されている｡ 当院においてもICU退室後に呼吸状態の

悪化を来たす症例が散見された｡ そこで, 退室前に咳

嗽力や嚥下評価を含むチェックリストを作成し, ICU

呼吸リハチームによる退室時期の見直しと適切な気道

管理の提案を行うことで良い成果を得たので報告する｡

【対象】2013年4月～2016年3月の間に胸部食道癌根治

術を施行された患者33例.

【方法】チェックリスト未導入群(～2014年8月)と導

入群(2014年9月～)の2群間比較による検討を行った｡

【結果】未導入群全21例(67.57±5.90歳, 男女比17：4)

中, 自宅退院19例, 死亡2例, 述べ9件のICU再入室を

認めた｡ 導入群では全12例(66.00±5.67歳, 男女比12：0)

が自宅退院となり再入室例も認めなかった｡ ICU在室

日数は, 未導入群4.33±2.46日, 導入群5.17±2.17日と

導入群に日数の延長を認めたが, 手術から退院までの

日数は, 未導入群47.24±53.62日, 導入群23.08±7.13

日と導入群において減少を認めた｡

【考察】各科主治医制の当院ICUにおいて, 呼吸リハ

チームによる退室時期や適切な気道管理の提案を行う

ことで, ICU退室後の気道管理が奏功し, 次いでは入

院日数の減少が期待できると考える｡
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当院の外来呼吸器リハビリテーション
を継続しているCOPD患者の実態

リハビリテーション科
平山晃介､ 青木美奈､ 江里健太
坂恵理奈､ 寺本和津明

呼吸器内科
安藤守秀
第32回東海北陸理学療法学術大会

平成28年10月 岐阜

【はじめに】私たちは平成23年度より外来呼吸器リハ

ビリテーションを継続している患者に対して専任の理

学療法士が呼吸リハビリを取り組んできた｡

【方法】外来呼吸リハビリ内容は筋力訓練､ エルゴメー

ターなどの有酸素運動や教育指導などを実施している｡

また､ 月1回のカンファレンスに､ 毎週月曜日には30

分間のテーマ別講義､ 年4回90分間の拡大講義とレク

リエーションを実施している｡ 平成23年度以降に新規

依頼があった､ 外来呼吸リハビリ継続COPD患者の呼

吸リハビリ実施数とその内訳や取り組みを提示する｡

【結果】外来呼吸リハビリ継続COPD患者数は139例

(呼吸リハビリ継続者数60例､ データ不備33例､ 死亡

46例)｡ 呼吸リハビリ継続患者60例の年齢は74.3±8.7

性別は男57例､ 女3例) であった｡ 開始理由は､ 呼吸

器外来からの新規紹介が37例､ 急性増悪による入院患

者の退院後呼吸リハビリ継続15例､ HOT導入目的の

入院患者退院後呼吸リハビリ継続4例､ 術前・術後呼

吸リハビリに介入し退院後も継続3例､ その他1例であっ

た｡ BMIは21.3±3.3､ 呼吸困難感mMRC scaleはgrade2

が6例､ grade 3が35例､ grade 4が19例であった｡ %FEV1

は44.5±20.6､ 病期分類はⅠ；4例､ Ⅱ；12例､ Ⅲ；27

例､ Ⅳ；17例であった｡ SWTの距離 (m) は277.5±

111.6｡ 酸素療法を実施している患者は30例 (経鼻28

例､ オキシマイザー2例)｡

【まとめ】本院の外来呼吸リハビリ患者は長期に渡り

継続しており､ 重症度が高い患者が多いことが特徴的

であった｡

当院の糖尿病教育入院に関わる
理学療法士の現状と課題

リハビリテーション科
澤藤州康､ 高田大誠

糖尿病・腎臓内科
藤谷 淳､ 柴田大河､ 傍島裕司
第27回岐阜県理学療法学会

平成29年３月 大垣

【はじめに】当院の糖尿病教育入院クリニカルパスは

平成13年度に導入され､ 理学療法士 (PT) は医師が

必要と判断した場合に個別運動指導を行っている｡ 今

年度にクリニカルパスが見直されるにあたりPTによ

る指導体制の現状と課題をまとめたので報告する｡

【現状】2週間の教育入院中に医師の集団講義 ｢糖尿

病教室｣ が計6回行われるが､ 運動療法についての詳

細指導は行われていない｡ 食事療法については糖尿病

教室以外に､ 管理栄養士による集団指導が1時間ほど

行われる｡ また教育入院の多職種カンファレンスが､

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・PTによって週

1回開催されるが､ カンファレンス後に運動療法が依

頼となるケースもあり､ PT介入の遅れる場合もある｡

【課題と対策】これまで教育入院患者への集団運動指

導ができなかった理由に､ 糖尿病合併症の存在で運動

が禁忌となる場合や､ 集団指導を担当するPTがいな

かったことが挙げられる｡ しかし集団指導には､ 患者

同士の対話や交流が促された参加型指導ができること､

運動への動機付けや行動変容に結び付く利点もある｡

よって集団指導の担当PTを配置し､ 運動禁忌でもで

きる低運動量のADL指導によって集団運動指導を実

現する必要性は高い｡

【終わりに】医療機関での糖尿病運動指導実施率は

40％程度との報告があり､ 当院でも教育入院へのPT

介入は積極的とは言えない｡ しかし科学的エビデンス

に基づいた具体的運動指導や運動継続のサポートによっ

て糖尿病患者の健康寿命を延伸できるという報告や､

糖尿病治療の95％以上は患者の自己管理であるとの報

告もあり､ 今後個別だけでなく集団指導も通して､ 教

育入院患者すべてに運動療法の理解と運動へのアドヒ

アランス形成ができるよう努める必要がある｡
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当院の外来呼吸リハビリテーションを継続
しているCOPD患者の身体特性について
～身体組成に着目して～

リハビリテーション科
平山晃介､ 坂恵里奈､ 小森瑛太
山内義貴､ 寺本佳津明

呼吸器内科
安藤守秀
第27回岐阜県理学療法学会

平成29年３月 大垣

【はじめに】当院の外来呼吸リハビリを実施している

安定期のCOPD患者における身体特性につい身体組成

に着目して報告する｡

【方法】外来呼吸リハビリに通院中のCOPD患者34例

(全て男性) を対象とし､ 身体組成はBIA法を用いた｡

年齢､ 身長､ 体重､ BMI､ mMRC､ %FEV1､ SWTの

距離 (m)､ 4MGS､ 握力 (kg)､ 体脂肪量 (FM)､ 骨

格筋量 (SM) の臨床データを収集した｡ 骨格筋量指

数 (SMI) とBMI､ mMRC､ %FEV1､ SWTの距離 (m)

の各指標に関連性を検証した (p<0.05)｡ AWGSのア

ルゴリズムに基づきプレサルコペニア､ サルコペニア

の有無について診断｡ 【結果】背景は平均年齢76±5

(歳)､ 身長162±5.3 (cm)､ 体重55.7±11.2 (kg)､

BMI21.3±3.8､ MRC3.35±0.65､ %FEV142.4±14.9､

SWTの距離288±100 (m)､ 4MGS0.83±0.15､ 握力29.7

±7.24 (kg)､ 体脂肪量14.92±7.56､ 体脂肪率25.51±

8.03 (%)､ SMI6.32±0.77｡ SMIとBMI､ mMRC､

%FEV1､ SWTの距離 (m) の関連性について, 相関

関係を認めなかった｡ 34例中25例はプレサルコペニア､

4例はサルコペニアと診断｡

【考察】SMIと各々のパラメーターに関連はなかった｡

一般的にSMは予後を規定する独立因子として報告さ

れている. COPD患者において患者像を総合的に評価

するためには, 上記の指標とは別にSMを含めて評価

することが重要である｡

EOB-MRIで小型肝細胞癌が疑われた
結節の造影超音波像の検討

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 辻 望

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
第29回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会

平成28年４月 宮崎

【はじめに】EOB-MRIで検出された小型結節を造影US

で評価する際に､ 背景肝が肝硬変等により通常のB-mode

では認識できないことがある｡ その場合､ Navigation

機能を用いてMRI像とfusionし検査を行っている｡ 今

回我々は､ EOB-MRIで認めた多血性の小型肝細胞癌

(HCC) が疑われた結節について､ B-modeおよび造影

USの検出率と造影US所見について検討した｡

【方法】超音波装置はGE社製LOGIQ E9のnavigation

機能を用いてNavigation機能を用いてEOB-MRI像と

fusionし､ B-modeで結節の検出および造影USを施行

した｡

【結果】EOB-MRIで多血性の小型HCCが疑われた66

結節をfusion下造影USで評価した｡ 最終診断はHCC

90.9%､ 偽病変 9.1%であった｡ B-modeの検出率は77.3%､

造影USは95.5%であった｡ 診断別にみたB-modeの検

出率はHCC 86.0%､ 偽病変 33.3%で､ 偽病変は､ MRI

像とfusionしても認識が困難であった｡ HCCは､ 動

脈優位相の血管構築は細かく均一または樹枝状あり､

染影は均一､ 形状は整であった｡ 門脈優位相でwashout､

後血管相では欠損を高率に認めた｡ 偽病変は､ 動脈

優位相の血管構築は線状､ 染影は均一､ 形状は楔状で

あった｡ 門脈優位相でwashoutを認めず､ 後血管相で

は不均一または同等であった｡

【考察】EOB-MRIで小型HCCが疑われる結節を評価

する際は､ navigationを用いたfusion下造影USが有用で､

通常のB-modeで結節の描出が困難な場合でも 結節の

存在と血流動態の評価が可能であった｡ また､ 造影

USの優れた時間および空間分解能により､ 血管構築

や染影形状 を詳細に評価することで､ 小型HCCとAP

shuntなどの偽病変の鑑別に有用と 思われ､ 不必要な

治療介入を回避する可能性が示唆された｡ 偽病変につ

いては､ 今後も対象症例を蓄積し､ 造影US所見につ

いて検討していきたいと考える｡

【結語】造影USは多血性の小型肝細胞癌の鑑別診断

に有用な検査法である｡
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Head to Toe CT Scanにおける
vHP撮影の検討

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 田中敬介､ 福島智久
坂野信也

救命救急部
坪井重樹
第19回日本臨床救急医学会総会・学術大会

平成28年５月 郡山

【背景】外傷におけるHead to Toe CT Scanでは迅速

な全身撮影が可能になる｡ 血腫や脳浮腫の評価が求め

られる頭部領域ではvHP(variable Helical Pitch)撮影に

より線量不足は解消できるがFOV(field of view)拡大

による画質の影響が懸念される｡

【目的】vHP撮影を用いたHead to Toe CT Scanにお

ける頭部の画質について定量・定性評価で検討する｡

【方法】使用装置は東芝メディカル社製Aquilion ONE｡

頭部CTを想定した条件(FOV240mm:以下240mm)と外

傷全身CTでvHP使用を想定した条件(FOV320mm:以下

320mm)で自作ファントムを撮影し､ CNR(contrast-noise-

ratio)測定と視覚評価による比較を行った｡ 再構成はD-

FOV240mmとし頭部CTの条件に準じた｡ また､ 各FOV

での実効エネルギーを測定した｡

【結果】CNRは240mmが3.87､ 320mmは3.78で有意差

はなかった｡ 視覚評価では320mmがやや劣った｡ 実

効エネルギーは240mmで50.1keV､ 320mmで54.0keVで

あった｡

【考察】視覚評価で差が出たのは実効エネルギーの変

化､ view数の変化､ 焦点サイズが原因と考える｡

【結語】Head to Toe CT Scanの単純撮影ではvHPを

用いると定量的には通常の頭部単純CTとほぼ同等の

画質が得られる可能性はあるが､ 視覚的な変化も考慮

しなければならない｡

MR Elastographyにおける
再現性の検討

診療検査科 (画像)
後藤竜也､ 遠藤斗紀雄､ 古川雅一
丹羽文彦､ 小川定信､ 高橋健一
傍島篤洋､ 西脇弘純､ 加藤 勲

若畑 茜､ 太田莉乃､ 松岡洋慶
岐阜県MR技術研究会

平成28年５月 多治見

【目的】平成27年度よりDiscovery MR750(GE healthcare,

Waukesha, WI, USA)が稼働し､ 肝MR Elastography(以

下MRE)の計測が可能となった｡ MREは非侵襲的､ 定

量的､ 繰り返し検査可能といった反面､ 検査の再現性

が危惧される｡ そこで今回MREの再現性を検討した｡

【対象】肝障害によりMREの定期フォローアップ撮

影が2回行われた86症例を抽出した｡ なおフォローアッ

プ中に肝切除を行った症例は除外した｡

【方法】2回のエラスト値計測結果をBlandAltman法を

用いて解析した｡ また級内相関係数を算出した｡ なお､

BlandAltman Graphを参照し､ 95%一致限界の圏外と

なった症例に関して遡及的に検討した｡

【結果､ 考察】BlandAltman法で解析した結果､ 95%

一致限界内には82/86症例が含まれた｡ また､ 級内相

関係数は0.95であり､ 高い再現性が示唆された｡ 圏外

となった症例4症例の内訳は計測方法の違い､ 撮影断

面の違い､ 呼吸停止不良が確認された｡

【結語】MREは再現性の高い検査といえる｡

造影超音波検査を施行した十二指腸
乳頭部神経内分泌癌の1例

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 片岡 咲
川地俊明

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【はじめに】十二指腸乳頭部原発のNETはまれな疾患

であり､ 報告例が少ない｡ 今回､ 造影超音波検査

(CEUS) を施行した十二指腸乳頭部NECの1例を経験

したので報告する｡

【症例】60歳代､ 女性

【主訴】皮膚掻痒感､ 肝障害､ 黄疸

【既往歴】直腸潰瘍手術

【現病歴】皮膚掻痒感を主訴に近医を受診した際に､
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血液検査で肝機能障害および黄疸を認めた｡

【超音波検査所見】B modeで十二指腸乳頭部に境界

明瞭､ 辺縁不整な15mm大の低エコー腫瘤および胆管

拡張､ 主膵管拡張を認めた｡ 腫瘤の内部エコーは均一

でカラードプラでは血流シグナルは認めなかった｡

CEUSでは腫瘤内部へ流入する血管影がみられ全体が

均一に強く染影された｡

【CT検査所見】十二指腸乳頭部に動脈相､ 平衡相と

もに辺縁が強く濃染される境界明瞭な腫瘤性病変を認

めた｡ リンパ節腫大や周囲組織への浸潤､ 遠隔転移は

認めなかった｡

【内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査所見】十二指腸主

乳頭は腫大し後壁側に潰瘍を認めた｡ 膵管造影では主

膵管の拡張､ 胆管造影では著明な胆管拡張を主乳頭近

傍まで認め､ 下部胆管にわずかに透亮像を認めた｡ 各

種画像検査より十二指腸乳頭部NETを第一に疑い､ 鑑

別に十二指腸乳頭部癌が挙げられた｡ 乳頭部生検を施

行し､ 高～低分化腺癌と診断された｡ 十二指腸乳頭部

癌の術前診断で幽門輪温存膵頭十二指腸切除術が施行

された｡

【病理組織所見】Vater乳頭部に2×1.8cm大の灰白色

充実性腫瘤を認めた｡ HE染色にて核小体の目立つN/C比

の高い細胞から構成され､ 索状の配列がみられた｡ 免疫

染色にてsynaptophysin､ CD56が陽性を示し､ chromogranin

Aは一部陽性細胞を認めた｡ Ki-67指数は90%以上､ 腺

癌成分は5-10%であり､ 神経内分泌癌 (large NEC)

と診断された｡

【考察および結語】CEUSはNETに典型的な多血性の

血流を呈していた｡ 病変の局在を明瞭に描出でき､ 血

流評価および肝転移の有無に優れた検査法であり診断

の一助になると思われた｡

頸動脈超音波検査と甲状腺癌

診療検査科 (画像)
安田英明､ 堀 優

循環器内科
坪井英之
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【目的】頸動脈超音波検査時に遭遇する甲状腺癌の頻

度を調べ､ その画像を検討する｡

【対象および方法】2014年1月から2015年8月までに頸

動脈超音波検査が行われた連続1538例(男性:1040例､

女性:498例) を対象に以下の項目について調べた｡

(1)頸動脈超音波検査時に遭遇する甲状腺癌の頻度 (2)

遭遇した甲状腺癌の大きさ・性状 (3)頸動脈と甲状

腺癌の位置関係 (4)過去の甲状腺検査歴

【結果】(1)頸動脈超音波検査時に遭遇した甲状癌は

10例(0.65%)であった｡ 10例の性別内訳は女性6例､ 男

性4例であった｡ 年齢は54～89歳(平均67.9歳)であった｡

(2)甲状腺癌の大きさは9mm～25mmで､ 平均12.9mm

であった｡ 性状は､ 何れも辺縁が粗雑で境界不明瞭で

あった｡ 内部エコーは不均質な極低～低エコーを呈し､

微小石灰化を認めた｡ 病理診断は乳頭癌が9例で､ 低

分化癌が1例であった｡ 周囲リンパ節転移を認めたの

は4例であった｡ その内超音波で指摘できたものは1例

であった｡ 遠隔転移は1例も認めなかった｡ (3)頸動脈

と甲状腺癌の位置関係は､ 10例中7例が総頸動脈の直

ぐ内側に存在し､ 特に甲状腺を意識しなくても通常の

頸動脈スキャンで描出される位置であった｡ 3例は峡

部に存在し､ その内2例は通常の頸動脈スキャンで一

部描出された｡ 1例は頸動脈のスキャンだけでは描出

されない位置であった｡ (4)過去の甲状腺検査歴は1例

もなかった｡

【考察】超音波による検診での甲状腺癌発見率は0.1

～1.5%とされている｡ 今回我々が行った調査では､

頸動脈スクリーニング検査が行われた1538例中10例

(0.65%)に甲状腺癌が発見されており､ 検診での発見

率と同等であった｡ しかも､ 10例中7例は総頸動脈の

直ぐ内側に存在し､ 特に甲状腺を意識しなくても描出

される位置であった｡ 動脈硬化性疾患の増加に伴い､

頸動脈超音波検査の需要が増加していることより､ 頸

動脈超音波検査を甲状腺も意識して行えば､ 甲状腺癌

の早期発見につながり有意義であると考える｡

２次元心エコー法による左房容積測定
の検討

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
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日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【目的】今回､ UCGと心臓CTの左房容積測定値誤差

が心エコー法で得られる心機能指標および左房の形状

との関係性を検討した｡ [対象]左房容積測定値の比較：

平成26年4月1日から12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92例 で､ 平均年齢65.1歳 (中央値：67歳)､ 男

女比65：27､ 内訳は発作性心房細動58例､ 持続性心房

細動32例､ その他2例であった｡

【方法】UCG：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) ｡ 『体積測定』 のアプリケーション

を用い､ 先に抽出した左房の容積を算出した

【結果】UCGと心臓CTの左房容積測定値は､ y=0.53x

+13.7､ 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｡ また､ 検者間再現性の対象は左房

容積が正常であり､ 心臓CTとの比較で誤差が大きく

なった大きい例がなかったことが再現性の良かった要

因の一つと推察された｡

【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｡

当院における事例報告

診療検査科 (画像)
丹 羽 文 彦
岐阜NT-Club

平成28年６月 岐阜

今回､ 運動負荷シンチグラフィ施行時に心停止の症例

を経験し､ その対応と対策について報告する｡

RI検査室内でトレッドミル装置を用い運動負荷を行っ

ていた｡ 循環器科医1名､ 放射線技師1名､ 看護師1名

の体制であった｡ 運動開始4分過ぎに患者が足の疲労

感を訴えた為､ 放射線技師1名が患者背後より患者の

ベルトを保持し転倒防止策を執っていた｡ 5分時に心

筋血流製剤を投与し､ 6分で負荷終了の予定であった

が､ 5分15秒辺りで患者が突然崩れ落ち､ トレッドミ

ルを操作していた循環器科医師が緊急停止した｡ 放射

線技師は患者を抱きかかえ処置が可能な体制とした｡

心電図波形は心停止であった｡ 循環器科医は速やかに

心肺蘇生法を開始し､ 血管造影室に応援要請を行った｡

連絡を受けた血管造影室より､ 循環器科医3名と看護

師1名が到着し､ 処置の応援を行った｡ 心肺蘇生法開

始後 (胸骨圧迫5回程度) ほどなく完全房室ブロック

波形となり､ その十数秒後には洞調律に復帰､ 患者の

意識も回復した｡ 応援医師と患者状態を確認し､ 検査

継続に支障なしと判断された為､ 30分間ストレッチャー

上で安静後に画像を収集し､ 原因検索の為､ 循環器内

科入院となった｡ 今回､ 運動負荷シンチグラフィ施行

時に心停止の症例を経験し､ 適切な対応ができた｡ ま

た､ インシデント管理システムに事例を報告すること

により情報の共有化が行え､ さらに年1回のシュミレー

ションを加えるにより､ 緊急時にも適切な対応が行え

ると考えられた｡

造影超音波検査を施行した十二指腸
乳頭部神経内分泌癌の1例

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 片岡 咲
川地俊明

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
第17回東海腹部造影エコー研究会

平成28年６月 名古屋

【はじめに】十二指腸乳頭部原発のNETはまれな疾患

であり､ 報告例が少ない｡ 今回､ 造影超音波検査

(CEUS) を施行した十二指腸乳頭部NECの1例を経験
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したので報告する｡

【症例】60歳代､ 女性

【主訴】皮膚掻痒感､ 肝障害､ 黄疸

【既往歴】直腸潰瘍手術

【現病歴】皮膚掻痒感を主訴に近医を受診した際に､

血液検査で肝機能障害および黄疸を認めた｡

【超音波検査所見】B modeで十二指腸乳頭部に境界

明瞭､ 辺縁不整な15mm大の低エコー腫瘤および胆管

拡張､ 主膵管拡張を認めた｡ 腫瘤の内部エコーは均一

でカラードプラでは血流シグナルは認めなかった｡

CEUSでは腫瘤内部へ流入する血管影がみられ全体が

均一に強く染影された｡

【CT検査所見】十二指腸乳頭部に動脈相､ 平衡相と

もに辺縁が強く濃染される境界明瞭な腫瘤性病変を認

めた｡ リンパ節腫大や周囲組織への浸潤､ 遠隔転移は

認めなかった｡

【内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査所見】十二指腸主

乳頭は腫大し後壁側に潰瘍を認めた｡ 膵管造影では主

膵管の拡張､ 胆管造影では著明な胆管拡張を主乳頭近

傍まで認め､ 下部胆管にわずかに透亮像を認めた｡ 各

種画像検査より十二指腸乳頭部NETを第一に疑い､ 鑑

別に十二指腸乳頭部癌が挙げられた｡ 乳頭部生検を施

行し､ 高～低分化腺癌と診断された｡ 十二指腸乳頭部

癌の術前診断で幽門輪温存膵頭十二指腸切除術が施行

された｡

【病理組織所見】Vater乳頭部に2×1.8cm大の灰白色

充実性腫瘤を認めた｡ HE染色にて核小体の目立つN/C

比の高い細胞から構成され､ 索状の配列がみられた｡

免疫染色にてsynaptophysin､ CD56が陽性を示し､

chromogranin Aは一部陽性細胞を認めた｡ Ki-67指数

は90%以上､ 腺癌成分は5-10%であり､ 神経内分泌癌

(large NEC) と診断された｡

【考察および結語】CEUSはNETに典型的な多血性の

血流を呈していた｡ 病変の局在を明瞭に描出でき､ 血

流評価および肝転移の有無に優れた検査法であり診断

の一助になると思われた｡

平成28年熊本地震の救助活動に参加して

診療検査科 (画像)
片 岡 咲
第1回西濃画像研究会

平成28年６月 大垣

平成28年熊本地震に対して､ 熊本県から救護派遣依頼

を受け､ 岐阜県の第4班として5月6日から10日までの5

日間にわたり現地で救護活動を行った｡ 当院からは医

師､ 看護師､ 薬剤師､ 放射線技師､ 事務員の各1名の

計5名が参加した｡ 被災地での問題の一つにエコノミー

クラス症候群があり､ 放射線技師 (超音波技師) が派

遣された最大の目的は､ 超音波検査による下肢静脈血

栓(以下DVT) の診断であった｡

我々にあてられた医療支援地域は､ 熊本県益城町で､

益城町避難所対策チーム傘下にて医療支援にあたった｡

益城町は最大震度7.0を観測したもっとも被害の大き

い地区の一つであり､ 避難所は過密状態で､ 車中泊し

ている方が非常に多かった｡ 益城町避難所対策の避難

所の過密状態の緩和のため一環として ｢しばらく避難｣

に協力した｡ しばらく避難とは､ 避難者を天草市の下

田温泉へ ｢しばらく避難｣ させ心身をリフレッシュさ

せるものであった｡ 益城町と下田温泉は100㎞以上離

れており､ バスで片道3.5時間ほど要したが､ 往路バ

ス内で避難者から既往歴・現症・持参薬・避難所での

様子などを聴取し､ 記録票を作成した｡ これをベース

に下田温泉にて医療が必要と思われる避難者に対し医

療行為を行った｡ DVT検査も持参した超音波装置を

用いて4件施行したが､ 全例で陰性であった｡ 参加し

た派遣時期が震災から3週間経過した亜急性期のため､

医療ニーズは高くはなかったが､ 少ないながらも超音

波検査にも需要があり､ コメディカルとして貢献する

ことができた｡ 今回の救助活動に参加して､ 医療救

護班の医療以外の活動が多く､ 人材の有効活用が課題

であると感じた｡ また被災地での指揮系統が崩壊しか

けており､ 他のチームとの連携が上手くいかず非効率

で､ 災害亜急性期における被災地での医療支援は医療

者と行政の連携が重要であると痛感した｡

経カテーテル大動脈弁植込術(TAVI) の術前
大動脈弁評価におけるCTとUSの比較

診療検査科 (画像)
北 川 博 文
第32回日本診療放射線技師会学術大会

平成28年９月 岐阜
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【背景】当院では2015年12月より経カテーテル大動脈

弁植込術(TAVI)が開始された. TAVIでは開心術と異

なり大動脈弁輪径が実測できないため, 術前評価が重

要とされている. 当院ではComputed tomography (CT)

および超音波にて術前評価を行っており, 各々の検査

で計測された大動脈弁輪の面積から直径を算出した

【方法】当院にてTAVIを施行した11症例を対象とし

た. CTでは, 心電図同期にて撮影されたスキャンデー

タより当院循環器医が算出した弁口面積, USでは連

続の式より算出される弁口面積より, 大動脈弁輪を円

形と仮定した場合の平均大動脈輪径を求め実測値と比

較した.

【結果】CTでの実測値との誤差は-6.7̃+0.8%, USで

は-5.0̃+27.1%となった.

【考察】USでは術者間の誤差や弁輪の描出が困難な

症例により誤差が生じると考えられた. CTでは誤差

も小さく客観的な評価が可能であり, 大動脈弁の評価

に有用であると考えられた.

肺がんの定位放射線治療における加圧式
腹部コンプレッションベルトの有用性に
ついて

診療検査科 (画像)
松山哲也､ �木 等､ 田中敬介
山崎希世

放射線治療科
小林英敏､ 伊藤正之

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
林 直樹

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
下郷智弘
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】肺がんに対する定位放射線治療として､ 当院

では､ 浅呼吸による自由呼吸下照射法を実施している｡

今回は､ 加圧式腹部コンプレッションベルトを導入し､

従来から施行している浅呼吸のための腹部抑制法を比

較して､ 呼吸の安定性とマージンの軽減について検討

する事を目的とする｡

【方法】従来の呼吸抑制法と加圧式腹部コンプレッショ

ンベルト使用法において､ IGRT(CBCT)における位置

照合結果を比較検討した｡

【結果】加圧式腹部コンプレッションベルト使用法に

より､ CBCTでの位置照合精度が向上した｡

【結論】自由呼吸下で肺がんに対する定位放射線治療

を施行する場合において､ 加圧式腹部コンプレッショ

ンベルト使用法により､ 位置照合精度が向上すること

で､ 計画時のマージンを縮小させる事が可能となり､

最適な方法であると考えられた｡

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､ 吉田芽以､ 太田莉乃
辻 望､ 堀 優､ 若畑 茜
片岡 咲､ 澤 幸子

外 科
亀井桂太郎
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】昨年度､ 無料クーポン券配布対象者の変更が

あり配布枚数が減少した｡ 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】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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前立腺がんに対する強度変調放射線治
療における照射精度管理のスコアー化
について

診療検査科 (画像)
山崎希世､ �木 等､ 田中敬介
松山哲也

放射線治療科
小林英敏､ 伊藤正之

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
林 直樹

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
下郷智弘
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【背景】当院では､ Novalis Txにて前立腺がんに対す

るIMRTを実施している｡ ExacTrac､ CBCT､ 体表面整

位ナビシステムを用い､ 超音波装置にて､ 膀胱内蓄尿

量を計測している｡ これらの各種情報を総合的に評価

する必要がある｡

【目的】各種情報を各々スコア化することにより､ 客

観的に照射精度を評価して､ 情報の共有により､ 照射

精度を向上させることを目的とした｡

【方法】照射精度に関わるCBCT照合結果などの情報

を10項目に分類し､ 各々の項目について､ 1～3点とス

コアを付けて､ 毎回の照射､ 全照射において､ 総合点

及び平均点を算定して評価した｡

【結果】異なった照射情報を一元化して評価する事で､

客観的な照射精度の把握と的確に修正が出来､ IMRT

照射に影響を与える因子分析が可能となった｡

【考察】各項目において､ スコアの重みづけは付けず

に､ 精度評価を4段階で判定したので､ 評価精度の改

善点を見出す事が困難であった｡ よって､ 精度維持の

優先順位に即した重みづけを付ける必要があると考え

られた｡

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)
石川照芳､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲
乙部克彦､ 市川宏紀､ 川地俊明

診療検査科 (検査)
高田彩永
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】当院ではShearWaveを用いたルーチンの肝臓

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､ 個々の数値の再現性に関して不

明確であった｡ 今回我々は､ 測定領域や吸気量の違い

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8名を対象とした｡ 男女比は3名：5名｡

【使用超音波装置】使用超音波装置はSSI社製の

Aixplorer

【方法】使用超音波装置Aixplorer(ShearWave Elastography)

にて測定した｡ 検査者は4名､ 各々の超音波検査歴は

検者A：8年､ B：6年､ C：4年､ D：3年である｡ 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回測定し変動係数(CV)を用い､

測定領域､ 呼吸による検査者間のばらつきを検討した｡

【検定方法】Shapiro-Wilk検定で正規性の有無を確認

し､ 正規性の無かったものについては対数変換を行っ

た｡ 検査者・被検者の組み合わせに対しCVを算出し､

一元配置分散分析法および多重比較としてTukeyの方

法にて検定した｡

【結果】S5安静時､ S5最大吸気時､ S6安静時では検

査者間に有意差を認めなかった｡ 一方､ S6最大吸気

時では､ p<0.05で検査者A-B間､ A-D間に､ p<0.01で

検査者A-B間に有意差を認めた｡

【考察】肝硬度測定の際､ 検査者間での値のばらつき

はS6領域の最大吸気時に生じた｡ この理由として､

肝実質の描出範囲が狭くなりガスの影響が大きくなる

ため､ 測定部位に安定して色が載らないからと考えら

れる｡

【結語】領域や吸気量によらず､ 肝実質が広範囲に描

出される位置と呼吸量でのエラスト施行が望ましいと

考える｡

－ 646 －



当院におけるAi (Autopsy imaging)
施行状況の報告

診療検査科 (画像)
加藤 勲､ 古川雅一､ 丹羽文彦
小川定信､ 高橋健一､ 傍島篤洋
後藤竜也､ 若畑 茜
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【背景】近年､ 死亡時画像診断 (Autopsy imaging:

以下Ai)に対する需要の向上が目覚しい｡ 当院では平

成20年よりAiを導入し､ これまでに700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｡

【報告内容】①施行環境 (PMCT:post mortem CT の

撮影プロトコル､ 撮影料など) ②件数推移 ③症例内

訳 (院外CPA､ 院内CPA､ 警察依頼､ 病理解剖など)

④読影率

【特記事項】平成24年の死因究明二法成立､ 平成27年

の医療事故調査制度施行を契機に､ 施行件数が急激に

増加した｡ 警察依頼症例の件数も同時期より増加傾向

にある｡ なお､ 放射線技師による一次所見レポート作

成率は95.2％で､ ｢読影の補助｣ という観点では十分

に需要を満たしていると考える｡

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の必要性

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 坂野信也､ 野田孝浩
竹中和幸､ 高田 賢､ 近藤賢洋
福島智久､ 遠藤斗紀雄
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【背景】造影剤アレルギー(副作用)発生時にマニュア

ルの整備だけではスタッフ全員が迅速に動けるか懸念

がある｡

【目的】診療放射線技師(以下技師)だけではなく医師､

看護師､ 受付職員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企画・実施したのでデブリーフィ

ングを含めて報告する｡

【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｡

シミュレーターはKOKEN社製セーブマンを使用｡ 参

加者をチームに分け､ シナリオ方式で経時的に患者容

態を変化させ医師到着後処置までの対応を行った｡ 内

容にはモニター変化や待合患者の対応も含めた｡ シミュ

レーション後に救急医や救急看護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､ 感想と意

識の変化を調査した｡

【結果】デブリーフィングでは ｢処置スペースの確保

やモニター､ 記録の重要さ｣ ｢付添家族の対応の難し

さ｣ ｢コードレス電話の必要性｣ などが意見として挙

がり､ 改善点を見出すことができた｡ 事前事後のアン

ケートでは初期評価や医師到着までに各自ができるこ

とを模索する意識が付いたことが分かり､ 緊急連絡先

の統一も図れた｡

【考察】モニター演出などをすることで全員が真剣に

取り組むことができたため､ 急変シミュレーションに

は臨場感が必要と感じた｡ 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不可欠であると

思われた｡

【結語】多職種でのシミュレーションを行うことで多

様な観点で改善点を見出せた｡

冠動脈CTにおける造影効果および
タイミングと心エコー図による心機能
との関係

診療検査科 (画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 澤 幸子
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

冠動脈CT撮影時の造影剤量・タイミングと心エコー

図で得られる心機能指標との関係を検討した｡ 対象は

冠動脈CTと心エコー図を同時期に施行した虚血性心

疾患40例で､ CTでは冠動脈3枝および大動脈(Valsalva

洞)のCT値､ peak time､ peak CT値(ともにtest injection

法)を､ 心エコー図ではMモード法によるLVDd､ LVDs
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とTeickholz法によるLVEF､ SV､ COを､ また左室拡

張能としてE/e`を算出した｡ 各々で得られたパラメー

タ間についての相関関係をスピアマンのρ検定を用い

て検定した｡ その結果､ いずれのCTのパラメータも

心エコー図で得られた心機能指標と相関が得られなかっ

た｡ 今回心エコー図で得られた心機能指標は､ 一次元

的計測法であるTeickholz法で算出されており､ 精度が

低い可能性が考えられる｡ 今後､ 精度の高いSimpson

法やVTIを用いた左室駆出血流との関係を検討する必

要があると思われた｡

当院の画像部門における手指衛生の
現状と改善への取り組み

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 乙部克彦､ 高田 賢
高橋健一､ 田中敬介､ 太田莉乃
吉田芽衣
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

手指衛生は医療における感染対策の基本であり､ 我々

診療放射線技師も手指衛生を遵守する必要がある｡ 今

回我々は､ 画像部門における手指衛生の現状の把握と

改善のために､ 手指消毒液の実測を行った｡ 目標値は

1検査前後に1回の使用で計2回とした｡ 1回目の実測は

ランダムな連続2週間としその結果を公表した｡ 1回目

の結果から改善点や工夫を加え､ 2回目の実測を2週間

行った｡ 結果､ 1回目の実測は1検査あたり0.29回､

2回目の実測は0.56回であった｡ 使用数の改善はみら

れたが目標値にはほど遠い結果であった｡ 要因として

は､ 手指衛生への意識の低さが主であり､ 今後は手指

消毒液携帯用ウエストポーチを導入し､ 個々に手指消

毒液の使用量を管理することで手指衛生の改善を図り

たいと思う｡

当院におけるMRエラストの基礎的検討

診療検査科 (画像)
太田莉乃､ 小川定信､ 高橋健一
後藤竜也､ 若畑 茜､ 古川雅一

丹羽文彦､ 傍島篤洋､ 西脇弘純
加藤 勲､ 松岡洋慶､ 遠藤斗紀雄
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【背景】今回はMRエラストの再現性に関する検討を

試みたので報告する｡

【検討項目】パッシブドライバの設置個所と計測値

の関係｡ a右葉､ 左葉における弾性率の違い｡ b右葉の

パッシブドライバの位置の違いによる弾性率の変化｡

尚､ 優位差検定はMann-Whitney検定を用いた｡

【検討方法】 健常被検者5名に対し､ パッシブドライ

バを左葉前面､ 右葉前面､ 右葉側面に設置し､ 左葉・

右葉のそれぞれにROIを設定した｡ 従来の計測法であ

るパッシブドライバを右葉前面で､ 右葉の測定値と他

の計測法を比較した｡

【結果】a パッシブドライバを変化させ設置した場

合､ 弾性率はP値が0.002-0.009と有意に左葉が高い結

果であった｡ b 右葉の弾性率は､ 右葉側面に設置し

た場合､ やや低い値となる傾向であった｡

【結語】MRエラストは､ パッシブドライバの設置個

所､ 弾性率の測定部位に留意する事で再現性の高い検

査法で有ると示唆された｡

当院における時間外救急業務および
呼び出し体制の改善を目指して

診療検査科 (画像)
伊藤益弘､ 竹島賢治､ 藤原 宏
吉田芽以､ 矢代真理子､ 山中一輝
坂野信也､ 古川雅一､ 小川定信
乙部克彦､ 遠藤斗紀雄
第32回日本診療放射線技師総合学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】今回我々は､ 時間外業務の改善を目的に構成

した当直・呼び出しワーキングループ (以下W.G.)

の活動を概説し情報の共有を目的とします｡

【問題】1)平成24年に救急救命センターの新設が決定

された当時､ 人員不足が懸念されました｡ 2) 時間外

ＣＴ検査における一次読影の要望｡ 従来は当直者がCT

担当者の時のみ一次読影をし､ それ以外は翌日にCT

担当者が一次読影をしていたが､ すべての症例につい
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て一次読影の協力依頼がありました｡ 3) 呼び出し業

務であったMRI検査を当直業務とするよう依頼があり

ました｡

【対応】1) 過剰業務の証明として業務量を時間的推

移で集計し､ また､ 診療放射線技師が迅速な対応が出

来なかった事例を医師､ 看護師にアンケートを取り､

集計しました｡ 以上の資料を基に病院幹部と交渉し､

増員を獲得しました｡ 2) 業務を分業とし､ CT経験者

とそれ以外でサイクルを組むように協議し､ 一次読影

の充実を図りました｡ 3) 時間別MR検査数の推移を

考慮して補助業務の時間帯を17：15～20：00から22：

00までとしました｡ なお､ W.G.で協議すると実際の

検査時間より検査を始めるまでの時間が問題であり､

運用マニュアルを作成し､ 救急外来で周知徹底を図り

ました｡

【結語】W.G.で協議することにより現場の意見が直

接伝えられ､ より良い業務の改善が図られました｡

肝脂肪に対するMRIの定量的評価

診療検査科 (画像)
高橋健一､ 小川定信､ 後藤竜也
若畑 茜､ 太田梨乃､ 乙部克彦
傍島篤洋､ 加藤 勲､ 松岡洋慶
丹羽文彦､ 古川雅一､ 遠藤斗紀雄

消化器内科
多田俊史
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】近年､ 非アルコール性脂肪性肝疾患

(nonalcoholic fatty liver disease以下NAFLD) が増加

し慢性肝疾患として注目されている｡ 脂肪肝の非侵襲

的な評価として超音波検査やCT検査があるが半定量

的な評価方法である｡ 今回われわれは､ GE社製MR装

置の脂肪抑制技術であるIDEAL-IQを用い慢性肝疾患

例 (NAFLD以外も含む) でMRIによる肝内脂肪含有

量が測定された症例に対し肝脂肪の定量化を比較・検

討した｡

【対象】当院で慢性肝疾患の精査においてMRIによる

肝内脂肪含有量が測定され肝切除が施行された30例で

ある｡ 患者背景は､ 男性17例､ 女性13例で､ 年齢は

69.8 (54－83)歳, 背景肝はHBV 7例､ HCV 10例､ 非

B非C 13例 (アルコール性4例を含む) であった｡

【方法】肝切除により得られた組織の脂肪化面積と肝

内脂肪含有量の比較をした｡

【結果】組織脂肪化面積とMRI肝内脂肪含有量の相関

は相関係数が0.769 (95%信頼区間：0.565－0.884)(P＜

0.001)であった｡

【結語】IDEAL-IQによる肝脂肪の定量評価は可能で

あった｡

MRエラストグラフィにおける再現性
の検討

診療検査科 (画像)
後藤竜也､ 遠藤斗紀雄､ 古川雅一
丹羽文彦､ 小川定信､ 高橋健一
若畑 茜､ 太田莉乃
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

【目的】平成27年度よりDiscovery MR750(GE healthcare,

Waukesha, WI, USA)が稼働し､ 肝MR Elastography(以

下MRE)の計測が可能となった｡ MREは非侵襲的､ 定

量的､ 繰り返し検査可能といった反面､ 検査の再現性

が危惧される｡ そこで今回MREの再現性を検討した｡

【対象】肝障害によりMREの定期フォローアップ撮

影が2回行われた86症例を抽出した｡ なおフォローアッ

プ中に肝切除を行った症例は除外した｡

【方法】2回のエラスト値計測結果をBlandAltman法を

用いて解析した｡ また級内相関係数を算出した｡ なお

BlandAltman Graphを参照し､ 95%一致限界の圏外と

なった症例に関して遡及的に検討した｡

【結果､ 考察】BlandAltman法で解析した結果､ 95%

一致限界内には82/86症例が含まれた｡ また､ 級内相

関係数は0.95であり､ 高い再現性が示唆された｡ 圏外

となった症例4症例の内訳は計測方法の違い､ 撮影断

面の違い､ 呼吸停止不良が確認された｡

【結語】MREは再現性の高い検査といえる

－ 649 －



当院で経験したIPNBの一例

診療検査科 (画像)
石川照芳､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲
乙部克彦､ 川地俊明

診療検査科 (検査)
奥田清司､ 今吉由美

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37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

症例は78歳女性､ 2010年8月に貧血精査目的で近医よ

り当院消化器内科に紹介となった｡ 腹部USにて肝S5

に嚢胞を伴った70mm大の高エコー腫瘤が指摘され､

同月の造影USにて嚢胞変性を伴った肝血管腫が疑わ

れ経過観察となった｡ 2011年､ 2012年の経過観察の腹

部USではサイズや性状に変化を認めなかったが､ 2014

年にサイズが若干増大した｡ 2016年3月にはさらに増

大し右肝内胆管の拡張と腫瘍内に粗大石灰化を認めた｡

再度造影USが施行され､ B-mode像では充実エコーと

嚢胞様エコーが混在し､ 造影USでは充実部に乳頭状

の濃染を示し､ 後血管相で不整形な欠損を呈した｡

IPNBが疑われ､ dynamicCT､ MRCP､ PET-CTが追加

された｡ 各モダリティにて混合性腫瘤を認め､ 同部と

胆管との連続性が確認された｡ 画像からはIPNBが疑

われたが肝MCN等が鑑別に挙がり､ 肝管生検後､ 拡

大肝右葉切除､ 尾状葉切除術が施行された｡ 病理所見

では多房性の嚢胞状病変を形成する､ ややクロマチン

の増加したスリガラス状核を持つ細胞が､ 乳頭状に増

殖し嚢胞内腔を充満する胆管内乳頭腺癌であった｡

肝内胆管癌の超音波所見について

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 片岡 咲
川地俊明

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

【目的】肝内胆管癌の超音波所見を検討したので報告

する｡

【対象と方法】手術による病理組織診断にて腫瘤形成

型の肝内胆管癌と確定診断された17結節｡ 平均年齢

70.1歳､ 男性10例､ 女性7例､ 平均腫瘍径37mm｡ 超音

波所見は日本超音波医学会の ｢肝腫瘤の超音波診断基

準｣ に準じ評価した｡

【結果】Bモードでは形状は不整形 (82.4%)､ 境界は

不明瞭 (82.4%)､ 内部エコーは低エコー (52.9%) が

多く､ 末梢側の胆管拡張を41.2%認めた｡ ドプラでは

腫瘍内の脈管貫通像を41.2%認めた｡ 造影超音波では

動脈優位相でリング状 (47.1%) が多く､ 門脈優位相

で全例washoutし､ 後血管相では形状不整 (94.1%) が

多く､ 全例欠損像を呈し腫瘍内の脈管貫通像を47.1%

認めた｡

【結論】肝内胆管癌は乏血性の場合は消化器癌の転移

性肝癌､ 多血性の場合は細胆管癌や肝細胞癌等との鑑

別が問題となる｡ よって､ 腫瘍内の脈管貫通像や末梢

の胆管拡張といった付加所見は鑑別の一助となる｡

膵臓エコー輝度と腹部脂肪量との関係
について

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 橋ノ口信一､ 川地俊明
乙部克彦､ 片岡 咲

消化器内科
熊田 卓､ 金森 明､ 豊田秀徳
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

【背景】膵臓のエコー輝度の上昇は､ 膵への脂肪沈着

を反映し､ 肥満や加齢に伴う変化とされている｡ 一方､

CTによる腹部脂肪計測は､ メタボリックシンドロー

ムの指標として用いられている｡

【目的】膵臓エコー輝度とCTによる腹部脂肪の計測

値と比較検討した｡

【方法】対象は､ 腹部超音波検査とCT脂肪計測がほ

ぼ同時期に行われた40症例である｡ 膵体部の実質エコー

輝度を等輝度 (肝と等輝度)､ 軽度高輝度(高輝度だが

膵背側の辺縁が認識可能)､ 高度高輝度(膵背側の辺縁

が認識不可)の3段階に分類し､ CTによる腹腔内脂肪
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量および皮下脂肪量を比較した｡

【結果】膵臓エコー輝度が高くなるほど腹腔内脂肪量

が多くなる傾向が見られ､ 皮下脂肪量では有意差を認

めなかった｡

【考察】膵臓エコー輝度は腹腔内脂肪量と相関がみら

れ､ 膵臓のエコー輝度から腹腔内脂肪量の指標の一つ

と考えられた｡

経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)
の人工弁サイズ決定における3D経食
道心エコー図(3D-TEE)の有用性

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
高木健督､ 森田康弘､ 坪井英之
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

【背景】当院では2015年12月より経カテーテル大動脈

弁留置術(TAVI)が施行され､ 3D経食道心エコー図

(3D-TEE)の観察下で手技が行われている｡

【目的】TAVI症例において3D-TEEとCTから得られ

た大動脈弁輪面積を比較し､ 人工弁サイズ決定に

3D-TEEが有用であったかを検討した｡ 当院で高度大

動脈弁狭窄に対して, 3D-TEEとCT両方のサイジング

によりTAVIを施行した連続15例

【結果】3D-TEE とCTのいずれも全例で大動脈弁輪

面積計測が可能で, TAVI後に大動脈基部損傷 (弁輪

破裂, 大動脈解離, 心タンポナーデなど (カッコ内は

省略可能)) や中等度以上の弁周囲逆流の合併症は認

めなかった｡ 弁輪面積計測値の差は17.1±23.7(mm2)､

4.2±5.8(%)だった｡ 大動脈弁輪面積がCT計測で394mm2

であった2例において､ 3D-TEEで各々415mm2､ 350mm2

であったため､ 人工弁サイズは26mm､ 23mmを選択

した.

【考察】3D-TEE とCTの計測値は諸文献と比較して

良好な一致が見られた｡ 3D-TEEの計測値を考慮する

ことで､ より適切な人工弁サイズの選択を行うことが

でき､ 安全な手技につながった可能性がと考えられた｡

脂肪肝における超音波所見のスコア
リングとMRIによる肝内脂肪含有量と
の比較

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 乙部克彦､ 橋ノ口信一

消化器内科
多田俊明､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
金森 明
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

【目的】我々は以前, B-modeによる超音波のスコア

リングシステムはNAFLDにおいて肝生検で得られた

肝組織像の脂肪化面積とよく相関することを報告した

(乙部, 他. 日本病院学会雑誌, 2001年). 今回, 慢性

肝疾患例 (NAFLD以外も含む) で脂肪肝のスコアリ

ングが施行され, さらにMRIにより肝内脂肪含有量が

測定された症例に対して, 脂肪肝スコアリングと臨床

所見の比較・検討を行った.

【対象】当院で慢性肝疾患の精査において同一超音波

機種 (Aplio XG) にてB-modeによる脂肪肝スコアリ

ングが施行され, かつMRIによるIDEAL-IQ法により

肝内脂肪含有量が測定された109例である. 患者背景

は, 男性62例, 女性47例で, 年齢は72 (37－88)歳,

背景肝はHBV 14例, HCV 76例, 非B非C 19例 (ア

ルコール性9例を含む) であった. なお肝切除が施行

されMRIによる肝内脂肪含有量が測定された30例も検

討した｡

【方法】超音波の脂肪肝スコアは (1) Bright liver

(0～2点), (2) 肝腎コントラスト (0, 1点), (3) 深

部減衰 (0～2点), (4) 脈管の不明瞭化 (0, 1点) の

合計0～6点にスコア化した. 算出された脂肪肝スコア

とBMI, HOMA-IR, 総コレステロール, 中性脂肪,

血糖値, HbA1cおよびMRIの肝内脂肪含有量の比較を

行った. さらに肝切除により得られた組織の脂肪化面

積と肝内脂肪含有量も検討した.

【結果】 (1) 脂肪肝スコアは1/2/3/4/5/6の順にそれぞ

れ78 (71.6%)/9 (8.3%)/12 (11.0%)/4 (3.7%)/5 (4.6%)/

1(0.9%)/0 (0%)であった. (2) 脂肪肝スコア0・1/2・

3/4・5の順に, BMI値は21.9 (15.6－32.5)/ 23.0 (15.8－

27.2)/ 25.1 (21.2－30.8) (kg/m2) (P=0.037, Jonckheere-

Terpstra検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認めら

れた. さらにHOM-IRも2.11 (0.59－20.06)/ 3.19(1.11－
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12.28)/ 7.22(6.93－7.50) (P=0.002, Jonckheere-Terpstra

検定)とスコア上昇に従い有意な上昇が認められた.

(3) 血液データでは肪肝スコア0・1/2・3/4・5の順に,

総コレステロールは168 (99－270)/ 160 (93－221)/

152 (101－173) (mg/dl) (P=0.132), 中性脂肪は85 (33－

318)/ 89 (50－247)/ 98 (32－144) (mg/dl) (P=0.581),

血糖は103 (71－444)/ 109 (54－164)/ 111 (96－195)

(mg/dl) (P=0.492), HbA1cは5.6 (4.5－14.8)/ 5.8 (4.8－

7.9)/ 5.6 (5.3－8.9) (%) (P=0.761)とそれぞれ有意差は

認められなかった. (4) MRIによる肝内脂肪含有量は

肪肝スコア0・1/2・3/4・5の順に2.20 (0.40－6.20)/

4.25(2.10－10.40)/10.90(7.10－33.50) (%) (P＜0.001,

Jonckheere-Terpstra検定)とスコア上昇に伴い有意な上

昇が認められた. (5) 組織脂肪化面積とMRI肝内脂肪

含有量の相関は相関係数が0.769 (95%信頼区間：0.565－

0.884)(P＜0.001)であった.

【考察】B-modeによる脂肪肝スコアはNAFLD以外の

患者を含めた症例集団においてもスコアが上昇すれば,

BMIおよびインスリン抵抗性の指標であるHOMA-IR

の有意な上昇が認められた. さらに肝切除標本の脂肪

化面積と比較的良好な相関が得られたIDEAL-IQ法に

よる肝内脂肪含有量もスコアの上昇に伴い有意な上昇

が認められた.

【結論】B-modeによる脂肪肝のスコアリングは脂肪

肝の評価において簡便かつ非侵襲的な検査法として有

用である.

AVSにおける術前CT描出能の検討

診療検査科 (画像)
竹中和幸､ 近藤賢洋､ 高田 賢
乙部克彦､ 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
CVIT第36回東海北陸地方会

平成28年10月 浜松

【はじめに】原発性アルデステロン症の診断目的で副

腎静脈サンプリング(以下AVS)が以前より行われてき

たが対象血管の同定の難しさや実施する間隔や術者の

違いなどから手技に難渋することが少なくなかった｡

AVSを行う数日前に副腎静脈の描出目的(3D作成)とし

て造影CTが行われているが､ こちらも経験数の少な

さや撮像タイミングの異なりにより副腎静脈の同定､

3D作成に難渋することがある｡ そこで今回､ CTで

の副腎静脈の描出能とAVSの手技の関係について検討

したので報告する｡

【方法】過去5年間にAVSおよび術前CTが共に行われ

た23症例に対し以下の項目で検討を行なった｡ ①左右

の副腎静脈の3D描出率を算出した｡ ②副腎静脈前後

の経路であるAorta,IVC,両側腎静脈のCT値を動脈相､

門脈相､ 平衡相で測定し､ 3D描出群と非描出群で造

影効果の比較した｡ ③3D描出群と非描出群において

AVS時の手技時間､ 造影剤使用料を比較した｡

【結果】3D描出率は左副腎静脈は100%,右副腎静脈は

73.9%の描出率であった｡ Aorta,IVC,両側腎静脈の各

造影時相におけるCT値は両側腎静脈の動脈相を除き､

有意差は認めなかった｡ 両側腎静脈の動脈相では描出

群に比べ､ 非描出群では優位にCT値が低く､ 150H.U.

を境に差が見られた｡ 3Dの有無とAVS時の手技時間

および使用造影剤量は共に描出群の方が少ない傾向に

あった｡

【考察】動脈相において腎静脈のCT値が150H.U.を下

回る場合は平衡相において3D作成を行うことで描出

能が向上すると考えられた｡ 3D描出を行なうことに

よりAVSにおいて術者の一助となり､ 患者への負担も

軽減されると思われる｡

【結語】右副腎静脈は左に比べ､ 3D描出率が劣った｡

動脈相での作成が困難な場合は平衡相での作成が望ま

しい｡ 術前CTにおける3D描出はAVSにおいて手技時

間､ 使用造影剤量において有用であった｡

CTで偶然発見された乳腺異常に対し
second look US時に造影超音波
検査を施行した3症例

診療検査科 (画像)
吉田芽以､ 今吉由美､ 高田彩永
堀 優

外 科
亀井桂太郎
第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年10月 埼玉
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【はじめに】他目的のCTにて偶然発見された乳腺異

常に対してsecond look USを行い､ 造影超音波検査

(CEUS)に至った症例を報告する｡

【症例】症例1. 40歳代女性｡ 胃GIST術後3年後のCT

で左乳房C領域に10㎜の濃染域が指摘された｡ MMG

ではL-S-Oに微小円形石灰化集簇を認め､ 超音波検査

(US)では左2時に内部に微細な点状高エコーを有する

低エコー域を認めた｡ 低エコー域内部の血流は周囲乳

腺に比し増加し､ 良悪性の鑑別困難なためCEUSを施

行した｡ CEUSで低エコー域は不均一に淡く造影され

たが周囲乳腺との輝度差は乏しかった｡ しかし､ 時間

輝度曲線(TIC)では周囲より造影効果が強く､ wash out

も見られた｡ 悪性否定できないため超音波ガイド下マ

ンモトーム生検(US下MMT)を行い､ 病理結果は非浸

潤性乳管癌であった｡

症例2. 70歳代女性｡ 盲腸癌術後1年後のCTで左乳房

D領域に6㎜の濃染される小結節が指摘された｡ MMG

では異常所見なし｡ USでは4時半の末梢に7㎜程の斑

状低エコー域を認めた｡ カラードプラでは内部に動静

脈の走行が観察されB-mode上は乳腺症を疑う像であっ

たが､ 悪性否定のためMRIとCEUSを施行した｡ MRI

ではCT指摘の部位は同定困難であった｡ CEUSでは､

B-modeで低エコー域に見えた部分を含む範囲の乳腺

が､ やや不均一に強く造影された｡ 線状・分枝が少な

い血管構築を呈し､ 拍動性は確認できなかった｡ TIC

ではピークがありwash outも見られたため悪性を否定

できず､ US下MMT生検を行い､ 病理結果は乳腺症で

あった｡

症例3. 80歳代女性｡ 左乳房腫瘤を自覚し､ 他院USに

て腫瘤性病変を指摘され精査目的に来院｡ MMGにて

主訴とは異なる右にspiculated massを認め､ CTでは右

A領域に4㎜の濃染される小結節を認めた｡ スクリー

ニングのUSでは右に異常所見を認めなかったが､

second look USで内部血流の乏しい7㎜の蛇行する管

状の低エコー域を認めた｡ 造影するとB-modeとほぼ

同範囲が不均一に造影され､ 欠損域も認めた｡ 血管構

築パターンは線状・分枝が少なく､ 多方向から直線状

に複数流入する印象であった｡ B-mode上は良性を疑

う像であったがCEUS上は悪性病変を疑い､ 穿刺吸引

細胞診を施行した結果､ 悪性を否定できないため､ 左

乳癌手術時に右腫瘤も摘出生検し､ 最終結果は非浸潤

性乳管癌であった｡

【まとめ】CEUSは､ CTで偶然指摘された異常所見に

対し行った超音波検査で見つけた部位が同一のものか

どうかを確かめるために有用であるとともに､ 同部に

対するインターベンションを行うかどうかを決めるこ

とができた｡

当院でのMRエラストの基礎的検討
(ファントムを使用して)

診療検査科 (画像)
小川定信､ 古川雅一､ 丹羽文彦
後藤竜也､ 若畑 茜､ 太田莉乃
第55回全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【背景】今回はMRエラストの再現性に関する検討を

試みたので報告する｡

【検討項目】パッシブドライバの設置個所と計測値の

関係｡ a右葉､ 左葉における弾性率の違い｡ b右葉のパッ

シブドライバの位置の違いによる弾性率の変化｡ 尚､

優位差検定はMann-Whitney検定を用いた｡

【結果】a パッシブドライバを変化させ設置した場

合､ 弾性率はP値が0.002-0.009と有意に左葉が高い結

果であった｡ b 右葉の弾性率は､ 右葉側面に設置し

た場合､ やや低い値となる傾向であった｡

【考察】左葉と右葉のエラスト値に相違を認めたが､

その理由として左葉は頭尾方向に薄いため､ 波の干渉､

部分容積効果､ また心拍動の影響もあり､ 正確な弾性

率の評価は困難であると思われた｡ 右葉のエラスト値

を測定する際､ 右葉側面での測定値は低くなる傾向が

あったが､ 理由としてパッシブドライバーの設置面積

が狭く固定が困難であり､ 振動の伝播が不十分であっ

たと推測された｡ 以上より寒天ファントムの結果と合

わせ､ パッシブドライバーは腹側に固定し､ 辺縁を除

いた右葉を計測することでより再現性の高いエラスト

値が得られると思われた｡
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CT検査室手指消毒達成率改善の取り組み

診療検査科 (画像)
浦崎昇平､ 高田 賢､ 近藤賢洋
竹中和幸､ 乙部克彦､ 船坂佳正
坂野信也､ 遠藤斗紀雄
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】当院CT室では今まで感染対策として手

指消毒と手袋着用による対策を行ってきた｡ 患者様一

人に付き2プッシュ (2ml) を使用することを目標と

してきました｡ しかし､ 現状達成率は低く今後対策を

講じなければならない｡ 対策として手指消毒を徹底す

るように呼びかけ作業をすること使用率の変動を検討

する｡ アルコールボトルの位置を変えて使用率の変動

を検討する｡ 個人でウェストポーチによるアルコール

ボトルの管理をすることで使用率の変動を検討する｡

この三つにおいて過去との使用率を比較し報告する｡

【方法】過去の対策としては､ 手指消毒を徹底するよ

うに呼びかけ作業をすることのみでしたが､ 今回は

1.今迄通りの呼びかけ作業､ 2.アルコールボトルの位

置を変えて使用率の変動を調査3.ウェストポーチによ

る個人管理による使用率変動の調査｡ これらの対策を

各々で検討する｡ 毎日使用率を計測し､ 一週間刻みで

これらについて検討しどの対策で効果が一番高くなっ

たかを調査する｡

【結果】1.今迄通り呼びかけ作業を行うことで日々の

使用率よりは使用率は上がったが例年通りの結果となっ

た｡ 2.アルコールボトルの数を増やし､ 出入口やCT

台の上に配置した結果､ 使用率は1.2倍と向上した｡

3.ウェストポーチを一人一着つけ移動先でもアルコー

ル消毒ができることにより使用率はさらに上がり､

1.5倍となった｡

【まとめ】この結果より大垣市民病院診療検査科にお

ける手指消毒の達成率は向上し､ 今後も個人管理でア

ルコールボトルを管理していくことを検討する運びと

なった｡

当院におけるマンモグラフィ検診施設
画像認定取得の現状と報告

診療検査科 (画像)
伊藤清華､ 矢代真理子､ 澤 幸子
辻 望､ 堀 優､ 若畑 茜
片岡 咲､ 吉田芽衣､ 太田莉乃
伊藤 唯､ 竹島賢治､ 中村 学
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】当院では検診と診療のマンモグラフィ検

査を年間約6500件行っており､ 2013年2月1日にハード

コピー (フィルム出力) で施設認定を取得した｡ 今回

我々は､ 3年後の更新を期に今後フィルムレスでの読

影が増加すると考えられるため､ ソフトコピー (モニ

ター診断) での再取得を試見たのでその経過と手順を

報告する｡

【目的】当院におけるソフトコピーでのマンモグラフィ

検診施設画像認定取得の現状を報告する｡

【方法】1.①日常的な管理および定期的な管理記録､

②モニタの品質管理記録､ ③読影診断医のソフトコピー

診断講習会の受講証､ ④診療放射線技師または医師の

デジタルマンモグラフィ品質管理講習会の受講証 (①

～④のコピー) および⑤画像情報・条件の表示位置を

確認するための全体画像､ 画像情報・条件を確認する

ための個別表示画像､ ⑥高濃度・不均一高濃度・乳腺

散在・脂肪性の4つのタイプの臨床画像など臨床画像

評価の必要書類準備を行う｡ 2.ホームページより申し

込み､ 必要書類を郵送する｡ 3.送付された機材にてファ

ントム撮影および線量評価､ 画像の観察､ モニタ画面

の撮影を実施し必要書類を郵送する｡

【結果と考察】臨床画像はマンモグラフィ経験者〇名

と選択したが､ 膨大な写真の中から最良の画像を選択

することが難しく､ 特に高濃度症例の画像の選別に苦

労した｡ また､ ハードコピーからソフトコピーへ変更

したため過去の画像は使用できず､ また撮影処理条件

やモニタ表示設定の調整にはメーカーに頼る所も多く

時間がかかった｡

【まとめ】現状では画像の選別は終了したが､ 定期点

検記録などメーカーが関わる書類が揃っておらず現在

依頼中である｡ 前回の評価結果はB判定であったため､

今回はA判定を取得できるよう品質管理及び撮影技術

の向上に努めていきたい｡
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X線防護衣の破損による防護能力の
変化について

診療検査科 (画像)
山中一輝､ 竹島賢治､ 伊藤益弘
恒川明和､ 藤原 宏､ 矢代真理子
伊藤 唯､ 伊藤清華､ 遠藤斗紀雄
第9回中部放射線医療技術学術大会

平成28年11月 鈴鹿

【目的】X線防護衣の様々な破損パターン､ 範囲に

よる透過線量の変化を測定し､ 破棄対象の目安を決定

する｡

【方法】破棄予定のX線防護衣を用いて､ ピンホール

(穴)､ 裂け目をそれぞれ数パターンのサイズで作成し

た｡ 透視装置､ 散乱体を用いて術者の腹部を想定した

位置の透過線量を防護衣のあり・なしをコントロール

として各破損パターンについて測定した｡

【結果】X線防護衣の破損面積と線量の増加には相関

がみられた｡ それを元に当院での破棄対象とする目安

を決定した｡

【考察】今回､ 破損パターンによる破棄対象の目安を

決めた｡ 今後､ 破損箇所による被ばくについて考慮

した破棄条件設定も作成したいと考える｡ X線防護衣

の破損面積と線量の増加には強い相関があると考えら

れる｡ さらに､ 保管や使用の状態によってX線防護衣

の寿命を縮めることも考えられる｡ よって､ 常に正し

い使用・保管を行い､ 定期的な点検が重要であると考

える｡

The utility of compression Belt
for SBRT on lung cancer

診療検査科 (画像)
高木 等

放射線治療科
小林英敏

藤田保健衛生大学 医学部
伊藤正之

藤田保健衛生大学 健康科学部
林 直樹

岐阜医療科学大学 保健科学部
下郷智弘

日本放射線腫瘍第29回学術大会

平成28年11月 京都

【Purpose】This compression Belt is a pressure device

for decreasing abdominal movement. The purpose of this

study is to evaluate how much set-up margin could be

decreased by using this Belt.

【Method】Set up and motion errors with and without

Belt under shallow respiration were measured and

evaluation by means of CBCT.

【Result】By using Belt, errors were significantly

decreased.

【Conclusion】By using Belt, PTV margin could be

decreased about 20-30%.This Belt is very useful, simple

and comfortable device of positioning for SBRT on

lung cancer.

なぜか仕事がうまくいくリーダーの習慣41
｢あれこれやっても成果が上がらない｣ から
抜け出す方策 [引用抜粋] 吉越浩一郎 著

診療検査科 (画像)� 木 等
第61回岐阜県放射線治療技術研究会

平成28年12月 多治見

近年､ 労働基準監督署の指導により､ 大中病院にお

ける夜間救急業務に携わる看護師は元より､ 医師を始

めとするスタッフの勤務体制が､ 当直制から夜勤二交

代制に変更された｡ 洩れることなく診療放射線技師も

この体制を実現するために､ ここ数年は､ 毎年３～４

名の新採用を実施してきた結果､ 年齢の偏在が発生し､

20 歳台が､ 1/3 以上を占める｡ 横一列では遂行できる

仕事ではないのが､ 医療の各セクションであると考え

る｡ 若いグループである各セクションにおいて､ リー

ダーの役を担う人物の存在が必須である｡ そこで､ リー

ダーにとって大切な３つの資質である自信・信頼・ユー

モアを掲げて､ 実質的なリーダーに必要な具体的な内

容で講演をさせて頂いた｡ その内容を列挙する｡ ①成

果を上げるリーダーの仕事術､ １) 残業はしない､ さ

せない｡ ２) 山ほどある仕事をどう片付ける｡ ３) オ

フィスを図書館にせよ｡ ４) ｢これだ｣ と思うものを

徹底的にパクれ (TTP)｡ ５) 徹底することを心掛け
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る｡ ６) ルールをつくる人になれ｡ 決まったルールは

100％守らせる｡ ７) 問題発生｡ 何から手を付ければ

いいのか､ 等々｡ ②コミュニケーションの取り方を変

えれば､ 部下が育つ､ １) ｢報連相｣ は今すぐやめな

さい｡ 他多数であった｡

昨今､ 医療情勢の先行きが不透明なおり､ 医師およ

び看護師を中心として動いている医療社会において､

診療放射線技師の中から､ 多くのリーダーが排出され､

病院経営にも参画でき､ 先頭に立って､ より良き医療

社会の重要な一員の立場を誇示できることを切に期待

したい｡ コミュニケーション力､ 話をする前に､ 話を

聞く能力､ 先輩､ 年配者の話を良く聞く､ 過去の話を

理解することは､ とっても､ 大切である｡ 日本におい

ても､ 放射線治療分野が､ がん治療をけん引して行く｡

また､ 放射線技師の先頭に立つ､ 多くの才能を持ち合

わせて技師が､ 良質な治療を目指し､ 躍動できるよう

な環境を整備するように､ 私は､ 努力を継続､ 継承し

て行きます｡ 何時かは､ リーダーになる｡ いつまでも､

若くはないのであり､ 皆がリーダーになる資質を養う

必要がある｡ 先ずは､ 情熱と熱意を強く持つことが大

切である｡ リーダーとは､ 何もチームの先頭に立って､

メンバーを相手に強権を発動することを意味しない｡

メンバーの奉仕者であり､ 個々のメンバーの能力を遺

憾なく発揮させ､ 最高のパフォーマンスを得るために

尽力する存在である｡ また､ 意思決定能力 (決断でき

る能力) が重要である｡

FADと構築の乱れ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)
矢代真理子､ 澤 幸子､ 辻 望
堀 優､ 若畑 茜､ 片岡 咲
吉田芽以､ 太田莉乃､ 伊藤 唯
伊藤清華､ 竹島賢治

外 科
亀井桂太郎
第26回日本乳癌画像研究会

平成29年２月 横浜

【背景】コンピュータ乳がん検出支援システム(以下

CAD)は､ マンモグラフィ画像が持つ豊富な情報をコ

ンピュータで解析することにより､ 画像から病変の疑

いのある陰影を自動的に検出する技術である｡ 当院で

は､ 2012年7月より富士フィルム社製のCADを導入し

た｡ これを有効利用するため､ 乳がんと確定診断され

た症例に対し､ 特にFADと構築の乱れを伴う病変につ

いてCADの検出能とその検討を行った｡

【方法】対象は2012年7月から2016年5月に当院でMMG

を行い､ 乳がんと確定診断された440症例で､ FUJI社

製MVSR657EGのCADの結果と､ 医師によるMMG読

影結果をゴールドスタンダードとして比較した｡

【結果】440症例全体のCADの検出率は84.5％(372/440)､

腫瘤88.3％(204/231)､ 石灰化91.7％(110/120)､ FAD

63.2％(36/57)､ 構築の乱れ68.8％(22/32)となり､ 乳腺

病変の中ではFADの検出率が最も低い結果となった｡

背景乳腺構成別の検出率は､ FADでは高濃度44.4％

(4/9)､ 不均一高濃度64.0％(16/25)､ 散在性69.6％(16/23)､

構築の乱れでは高濃度60.0％(3/5)､ 不均一高濃度61.5

％(8/13)､ 散在性78.6％(11/14)であり､ 背景乳腺量が

少ないほど検出率が高い傾向にあった｡

【結語】FADや構築の乱れの検出率は腫瘤や石灰化に

比べて低く､ 読影の補助として十分とは言えない｡ し

かし今回の比較によりCADの検出能に一定の傾向が

みられたため､ CADの性能や偽陰性となりやすい傾

向を理解した上での利用が肝要である｡

陳旧性の巨大な繊維腺腫のために診断
に苦慮した乳癌の1例

診療検査科 (画像)
伊藤 唯､ 矢代真理子､ 伊藤清華
吉田芽衣､ 太田莉乃､ 片岡 咲
若畑 茜､ 堀 優､ 辻 望
澤 幸子､ 今吉由美､ 竹島賢治

外 科
亀井桂太郎
第26回日本乳癌画像研究会

平成29年２月 横浜

【はじめに】今回我々は陳旧性の線維腺腫(以下FA)を

悪性病変が後ろから押し上げるような形で併存してい

る症例を経験したので報告する｡

【症例】70歳代､ 女性｡ 20年ほど前より右乳房のしこ
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りを自覚していた｡ 増大傾向にあるため､ 2012年当院

を受診｡ 触診にて､ 右12時方向に約3cmの硬い腫瘤を

触知｡ 可動性は良好｡ マンモグラフィ(以下MMG)で

は､ 右C領域に巨大な石灰化を伴う腫瘤を認めた｡ 乳

腺エコーでは､ 右乳房､ C領域に粗大石灰化を認めた｡

陳旧性のFAと診断し経過観察していたが､ 2015年､

さらに増大傾向のため再診｡ MMGで2012年同様､ 右

C領域に内部に石灰化を伴う腫瘤を認めカテゴリー3-4

と診断した｡ 乳腺エコーでは右乳房に乳頭下からA,C

領域に粗大な石灰化とその周囲に50㎜の多結節状の腫

瘤を認めた｡ 針生検でFAと診断されるも､ 腋窩リン

パ節からの細胞診検査で転移を認めたため､ PET-CT

を行い原発巣の検索を行った｡ PET-CTでは､ 乳腺腫

瘤の背側寄りに高集積がみられたため､ 再度同部に対

して針生検を行い診断し得た｡

【結語】本症例のようにマンモグラフィ上､ 粗大石灰

化を認めるとFAと考えがちだが､ 一見良性が疑われ

る症例でも経過観察で小さな変化を丁寧に注意して観

察する事の重要性を再認識した

オクトレオスキャンが有用であった
ガストリノーマの1例

診療検査科 (画像)
松岡洋慶､ 丹羽文彦､ 西脇弘純
古川雅一
第22回Gifu Nuclear Technology Club

平成29年２月 岐阜

【はじめに】神経内分泌腫瘍の1つであるガストリノー

マは局在診断に苦慮することが多い｡ オクトレオスキャ

ンがガストリノーマの局在診断や治療方針の決定に有

用であったため､ その症例を報告する｡

【症例】64歳女性で､ 2014年から難治性十二指腸潰瘍

にて入退院を繰り返していた患者｡ 2016年8月に黒色

便にて再度入院し､ ガストリン高値のためガストリノー

マの精査となった｡ 造影CTではガストリノーマの局

在診断に至らず､ オクトレオスキャンによるソマトス

タチン受容体シンチグラフィ―を施行｡ 上腹部正中に

集積増加を認め､ ガストリノーマであると診断され早

急に手術の方針となった｡ 摘出後､ 病理組織診断によっ

てガストリン産生が確認され､ ガストリノーマである

と確定された｡

【結語】オクトレオスキャンによるソマトスタチン受

容体シンチグラフィ―にてガストリノーマに著明な集

積増加を認め､ その局在診断と治療方針の決定に有用

な結果が得られた｡

当院における患者被ばく線量低減について

診療検査科 (画像)
近 藤 賢 洋
第45回岐阜県血管造影技術研究会

平成29年３月 岐阜

【背景】近年, 様々な画像診断装置や使用デバイスの

発達に伴い, 各領域で複雑なインターベンションが増

加している. 症例によっては手技が長時間に及ぶ場合

があり, 患者被ばく線量の増加が懸念される.

【目的】インターベンションの患者被ばく線量低減を

目的とした.

【方法】当院ではインターベンションの患者被ばく線

量を低減するために, 2015年1月からデバイスの確認,

位置決め, 画像保存の一部をDA撮影から透視収集へ

と切り替え, 2015年2月からAblation時の透視パルスレー

トを7.5pulse/secから5.0pulse/secに変更した. ①患者被

ばく線量の低減効果を把握するために, 使用する装置

の透視, 撮影時における線量率を測定した. ②2014年

1月～2016年12月に施行されたPCI 553件, EVAR 85

件, TEVAR 35件, Ablation 631件における患者被ば

く線量の低減効果について検討した. ※患者被ばく線

量は各装置の表示値である入射線量値(Air Kerma,

mGy)を用い, PCI, EVAR, TEVARは透視収集導入前

後, Ablationは透視パルスレート変更前後を比較した.

【結果】①透視, 撮影時における線量率測定 透視時

の線量率：PCI 4.39mGy/min(15pulse/sec), EVAR 5.70

mGy/min(15pulse/sec), TEVAR 5.49mGy/min(15pulse/sec),

Ablation 2.54mGy/min(7.5pulse/sec),

1.61mGy/min(5.0pulse/sec)撮影時の線量率：PCI 1.46

mGy/sec(15frame/sec), EVAR 2.19mGy/sec(15frame/sec),

TEVAR 2.08mGy/sec(15frame/sec), Ablation 1.01mGy/sec

(10frame/sec)②透視収集導入前後, 透視パルスレート

変更前後における患者被ばく線量低減効果 PCI,

EVAR, TEVARいずれにおいても透視収集を導入す
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ることにより, 入射線量が低下した. Ablationにおい

ても透視パルスレートを7.5pulse/secから5.0pulse/secに

低下することにより, 入射線量が低下した.

【考察】いずれのインターベンションにおいても透視

時間が長いほど, 患者被ばく線量低減効果が大きくなっ

た. その理由として, 透視時間 (手技時間) が長くな

るほど, 撮影回数が多くなる傾向にあり, 透視収集を

使用する機会が増えたことや術者の被ばく線量に対す

る意識向上が考えられた. 患者被ばく線量は透視・撮

影条件だけでなく, インターベンションする症例, 管

球の入射方向, 患者の体型などにも依存するため, 今

後, 様々な因子を考慮したうえでの被ばく線量低減へ

の取り組みを行っていく.

【結語】透視収集を導入, 透視パルスレートを低下す

ることにより, インターベンションの患者被ばく線量

を低減することができた.

当院における心サルコイドーシスの
核医学検査

診療検査科 (画像)
丹 羽 文 彦
第14回GINCS

平成29年３月 岐阜

【はじめに】ガリウムシンチは全身の炎症巣や腫瘍の

存在及び局在の評価に利用されている｡ 心サルコイドー

シスの診断においても活動性炎症巣の検出に広く利用

され､ 心サルコイドーシスの診断基準にも主徴候とし

て取り上げられるなど有用性は確立している｡ 心サル

コイドーシスにおけるガリウム検査で必要とされる要

点としては心筋血流画像とガリウムの二核種同時収集

が理想である｡ そこで今回は別日に施行した心筋血流

とガリウムをに二核種同時処理を行った｡

【対象】2008年1月～2016年12月までに､ 心サルコー

ドーシスが疑われ心筋ガリウム検査を施行した184例

である｡

【結果】集積有りが30例(16.3%) で集積無しが154例

(83.7%) であった｡

【まとめ】今回当院での心サルコードーシス診断にお

ける心筋ガリウム検査について紹介した｡ 心筋血流検

査とガリウムを組み合わせて､ 表示上では二核種での

結果として､ 循環器内科に画像を提供している｡ 心筋

血流検査時にルートを残し､ 終了後にガリウムを投与

することにより､ 2回針を刺すことを1回にしている｡

現在の当院のガンマカメラでは､ 99mTc-MIBIとガリ

ウムの二核種同時収集が出来ていないものの､ 今後装

置の更新により､ 可能となれば心筋への異常集積か否

かの判断は容易になるものと推測される｡ また､

SPECT/CT装置では､ 融合画像により､ ガリウム単独

でも診断が可能と考える｡ 心サルコードーシス検査に

おいて､ 心筋ガリウム検査はFDG-PETに比べ分解能

は劣るものの､ 臨床上利用価値のある診断能に向上で

きるものと示唆される｡

超音波ドプラ法を用いた腎うっ血評価

診療検査科 (画像)
安田英明

循環器内科
坪井英之､ 吉田路加､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【背景】うっ血性心不全では､ 他臓器との関連が注目

されており､ 心腎関連はよく研究されている領域であ

る｡ しかしながら､ 腎臓内血行動態の評価については､

あまりなされていない｡

【目的】超音波ドプラ法で得られる腎葉間動脈の

RI(resistance index)､ 葉間静脈のVII(venous impedance

index)と各種腎機能指標､ 心機能指標との関連性を調

べ､ 腎うっ血を評価する｡

【対象および方法】うっ血性心不全患者72例を対象に､

超音波パルスドプラ法を用いて腎葉間動脈のRI葉間静

脈のVIIを算出し､ その値と各種腎機能指標(eGFR､

BUN､ CRE､ β2ミクロ､ NAG)､ 心エコー図検査で

得られる心機能指標(LVEF､ LV E/E'､ RVP､ TAPSE)

およびBNPとの相関性を調べた｡ また､ 葉間静脈の波

形を連続波形群と途絶波形群に分けて､ β2ミクロ､

NAGを各々2郡間で比較した｡

【結果】腎ドプラで得られた葉間動脈のRIおよび葉間

静脈のVIIとeGFRとの間には負の相関を､ BUNとの間

に正の相関を認めた｡ また､ RIとCREとの間に正の相
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関を認めた｡ β2ミクロ､ NAGとの間には有意な相関

は認めなかった｡ 葉間静脈VIIと心エコー図検査で得

られたRVPとの間に正の相関を､ TAPSEとの間に負

の相関を認めた｡ LVEF､ LV E/E'との間には有意な

相関は認めなかった｡ また､ RIとBNPとの間に正の相

関を認めた｡ 静脈波形途絶群で､ NAGが高い傾向に

あった｡

【考察】腎内血行動態は､ 右心系圧､ 右心機能の影響

を受けて変化することが確認できた｡ ドプラ法で得ら

れる静脈血管抵抗を表すVII上昇は腎うっ血を示唆す

ると考えられた｡

【結語】腎うっ血症例では､ 超音波ドプラ法で得ら

れる腎内動脈､ 静脈の血管抵抗を表すRI､ VIIが上昇

する｡

当院の下肢静脈の現状と下肢静脈超音波
検査結果とDダイマー値の比較検討

診療検査科 (画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 安田英明
堀 優

循環器内科
森田康弘､ 坪井英之
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【背景】下肢静脈血栓(以下､ DVT)は肺塞栓の主たる

原因であり､ 早期発見・治療介入が必須である｡

DVTの検査に用いられるDダイマーは感度が高い一方

で非特異性であるため､ 検査値が高い場合は下肢静脈

超音波検査(以下､ US)が施行されることが一般的で

ある｡

【目的】USでの血栓の有無およびその性状から､ 現

在用いているDダイマーの基準値(1.0μg/ml)がDVT予

測に適切かどうかを検討した｡ 対象 検査前1週間以内

にDダイマーを測定した275例｡

【検討方法】 1.対象をUSによるDVTの有無で2郡に

分類し､ 2群間でDダイマーの値を比較し､ ROC解析

を行い､ 最適な基準値を検討した｡ 2.対象のうち血栓

有りの症例をUSの所見で急性期・亜急性期と慢性期

の2郡に分類し､ 2群間のDダイマーの値を比較し､

ROC解析を行い､ 最適な基準値を検討した｡

【結果・考察】DVTの有無で分類した2群間でDダイ

マーに有意差が見られ､ ROC解析でAUC=0.697､ Dダ

イマー＝4.05μg/mlの時､ 感度69%､ 特異度67%であっ

た｡ USの所見で急性期・亜急性期と慢性期に分類し

た2郡間でDダイマーに有意差が見られ､ ROC解析で

AUC=0.787､ Dダイマー＝10.15μg/mlの時､ 感度71%､

特異度78%であった｡ 本検討ではDダイマーの数値で

血栓の有無や状態を予測しながら検査が施行できる可

能性が示唆されたが､ 骨盤内や他部位の血栓・出血の

除外が行われておらず､ このような他の要因も含めた

検討の必要性が考えられた｡

TAVI術前CTにおける大動脈弁輪の
再構成位相による計測値の変化

診療検査科 (画像)
中村祐介､ �田 賢､ 竹中和幸
船坂佳正､ 坂野信也､ 遠藤斗紀雄

循環器内科�木健督､ 吉田路加､ 森田康弘
森島逸郎､ 坪井英之
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【背景】経カテーテル大動脈弁植込術 (transcatheter

aortic valve implantation: TAVI)術前の弁輪面積計測の

正確性は､ 術後の合併症を防ぐ為に重要であり､ multi

detector-row computed tomography(MDCT)を用いた計

測がgold standardである｡ MDCTは高い空間分解能を

持つ一方で､ 時間分解能不足によりモーションアーチ

ファクトが生ずるという問題を有する｡

【目的】TAVI術前MDCTにおいて､ 心位相による大

動脈弁輪径の変化および弁輪部の静止位相と弁輪径が

最大となる位相の弁輪径の違いを比較検討した｡

【方法】2016年4月～9月に当院で高度大動脈弁狭窄症

に対して､ TAVI術前の大動脈弁輪計測を目的として

MDCTを施行した17例を対象とし､ 心電図同期撮影に

より得られたデータをR-R間隔の0％～95％まで5％ご

とに位相を変化させ再構成し､ ワークステーション上

でそれぞれ大動脈弁輪計測を行った｡ 大動脈弁輪は

3つの弁尖の先端を結んだ面(virtual basal ring)と定義

した｡ 弁輪部の静止位相と弁輪径が最大となる位相の
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弁輪径を比較した｡

【結果】弁輪径が最大となる位相はR-R間隔の20％が

8例､ 25％が4例､ 30％が3例､ 35％以上が2例であった｡

弁輪部の静止位相と弁輪径が最大となる位相の差は短

径0.5±0.4mm(2.6±2.1%)､ 長径0.4±0.9mm(1.6±3.7%)

であった｡ 静止位相がR-R間隔の20％から離れるほど､

弁輪径が最大となる位相との弁輪径の差が大きくなっ

た｡ また弁輪径が最大となる位相においてモーション

アーチファクトが強い傾向がみられ再現性が損なわれ

る可能性が示唆された｡

平山病におけるMRIの有用性

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
岐阜県MR技術研究会

平成29年３月 岐阜

【背景】他院より紹介された平山病疑いの患者様に対

して､ MRIにて頸椎屈曲位撮像を行い､ 病変の描出に

有用であった症例を経験したのでここに報告する｡

【結果】1回目の撮像ではボアやコイル前面と患者と

の接触による制限の為､ 屈曲が弱く､ 病変の描出が僅

かであったため､ 別のワイドボアおよびアダプターブ

ロックを使用できる頭頸部コイルを用い､ 前屈位撮像

を行ったところ病変の描出が良好であった｡

【考察】頚椎前屈角度の差により所見の描出に大きな

差を認めた｡ 工夫をして撮像しても､ ボア径によるチ

ルト角の制限やコイルとの間隔による前屈角の制限が

出現した｡ 角度の浅い状態で前屈位撮像を行っても所

見は描出されたが､ より正確な診断を付ける為にはボ

ア径の大きい装置にてチルトを付け､ オープン型の頭

頚部コイルにて頚椎前屈角度を深くし撮像することが

望ましい｡

【結語】平山病特有である所見を描出するには頸椎前

屈時にボア径の大きい装置にてチルトを付け､ より深

い前屈時のポジショニングで撮像可能なコイルにて検

査することが望ましい｡

当院におけるマンモグラフィ検診施設
画像認定取得の現状

診療検査科 (画像)
伊藤清華､ 矢代真理子､ 伊藤 唯
吉田芽衣､ 太田莉乃､ 片岡 咲
若畑 茜､ 堀 優､ 辻 望
澤 幸子､ 今吉由美､ 竹島賢治

外 科
亀井桂太郎
第31回岐阜県乳房画像研究会

平成29年３月 各務原

【はじめに】当院では検診と診療のマンモグラフィ検

査を年間約6500件行っており､ 2013年2月1日にハード

コピー (フィルム出力) で施設認定を取得した｡ 今回

我々は､ 3年後の更新を期に今後フィルムレスでの読

影が増加すると考えられるため､ ソフトコピー (モニ

ター診断) での再取得を試見たのでその経過と手順を

報告する｡

【目的】当院におけるソフトコピーでのマンモグラフィ

検診施設画像認定取得の現状を報告する｡

【方法】1.①日常的な管理および定期的な管理記録､

②モニタの品質管理記録､ ③読影診断医のソフトコピー

診断講習会の受講証､ ④診療放射線技師または医師の

デジタルマンモグラフィ品質管理講習会の受講証 (①

～④のコピー) および⑤画像情報・条件の表示位置を

確認するための全体画像､ 画像情報・条件を確認する

ための個別表示画像､ ⑥高濃度・不均一高濃度・乳腺

散在・脂肪性の4つのタイプの臨床画像など臨床画像

評価の必要書類準備を行う｡ 2.ホームページより申し

込み､ 必要書類を郵送する｡ 3.送付された機材にてファ

ントム撮影および線量評価､ 画像の観察､ モニタ画面

の撮影を実施し必要書類を郵送する｡

【結果と考察】臨床画像はマンモグラフィ経験者〇名

と選択したが､ 膨大な写真の中から最良の画像を選択

することが難しく､ 特に高濃度症例の画像の選別に苦

労した｡ また､ ハードコピーからソフトコピーへ変更

したため過去の画像は使用できず､ また撮影処理条件

やモニタ表示設定の調整にはメーカーに頼る所も多く

時間がかかった｡

【まとめ】現状では画像の選別は終了したが､ 定期点

検記録などメーカーが関わる書類が揃っておらず現在

依頼中である｡ 前回の評価結果はB判定であったため､
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今回はA判定を取得できるよう品質管理及び撮影技術

の向上に努めていきたい｡

[シンポジウム]

腫瘍内部で異なる染影を呈した
肝細胞癌の1例

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 川地俊明､ 乙部克彦
橋ノ口信一

診療検査科 (検査)
今吉由美
岐阜県放射線技師会第41回超音波研究会

平成28年６月 岐阜

【症例】64歳 男性

【既往歴】慢性腎不全 (透析中)､ 冠動脈バイパス手

術後､ 閉塞性動脈硬化症

【現病歴】C型慢性肝炎で消化器内科通院中｡ 定期の

USで肝S6に低エコー腫瘤を認め精査・加療となった｡

【採血データ】異常値なし

【超音波画像所見】・B-mode､ S6に2結節が接するよ

うなだるま状の結節性病変を認めた｡ 辺縁は低エコー

で内部は淡い高エコーを呈した｡ 造影エコー検査､ 病

変内部の頭側と足側で染影パターンが異なる像であっ

た｡ 頭側は動脈優位相で辺縁のみ染影され中心部は全

く染影されなかった｡ 門脈優位相､ 後血管相は全体に

欠損像を呈した｡ 足側は動脈優位相で辺縁から濃染さ

れ､ 最終的に均一に濃染された｡ 門脈優位相は中心が

lowで辺縁がiso､ 後血管相は全体がlowを呈した｡ 造

影エコー上は､ 腫瘍部と壊死または出血を伴う肝細胞

癌を疑ったが､ B-modeの形状と腫瘍内の頭側､ 足側

で異なる染影を呈し､ 確診には至らなかった｡

【アンギオ所見】CTAPでS6にdefectを認めた｡ 同部は

CTHAで淡く濃染されたが､ early phaseで腫瘍全体に

均一には濃染されず､ 腫瘍内に一部濃染されない部分

を認めた｡ late phaseでは濃染はcorona enhancementと

なった｡ single slice dynamic CTではやはり濃染は淡

く､ 早期でも腫瘍内に一部濃染されない部分を認めた｡

DSAでははっきりした腫瘍濃染は認められなかった｡

【治療】肝細胞癌が疑われ､ 肝S6亜区域切除術となった｡

【病理結果】壊死・線維化を伴う中分化型肝細胞癌

T1N0M0 stage1であった｡

放射線治療に携わって思うこと

診療検査科 (画像)
高 木 等
第32回日本放射線技師総合学術大会

平成28年９月 岐阜

｢がん診療に挑む｣ 診療放射線技師の
立場から

診療検査科 (画像)
竹 島 賢 治
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

人は一生において2人に1人は何らかのがんにかかると

言われています｡ 私たち医療に携わる者の責務は､ 高

品質な医療を患者さま中心の医療として地域の皆様に

提供する｡ そしてこの ｢診療体制の整備｣ と ｢がん死

亡率低下｣ が最大の使命と考えています｡ 私たち診療

放射線技師の現在の仕事は､ ｢レントゲン技師｣ の時

代から飛躍的に進歩しています｡ X線写真撮影や超音

波検査はアナログからデジタルへ｡ CT検査やMRI検

査は三次元表示が主流となり､ 近年の大腸CT検査は

内視鏡と同等の画像を仮想で作成し､ 患者さまの負担

軽減に寄与しています｡ また､ がん治療においても肝

臓がんに直接針を穿刺し焼灼する治療では超音波検査

が不可欠で､ 血管造影検査は抗がん剤動注やがん塞栓

術に重要な役割を果たしています｡ そこで今回私は､

患者様への検査説明､ 検査の実施､ そして一次読影な

ど､ 患者様のためにがん診療に挑む診療放射線技師の

役割についてご紹介します｡

－ 661 －



放射線治療に携わって思うこと

診療検査科 (画像)
松山哲也､ �木 等､ 田中敬介
山崎希世

放射線治療科
小林英敏､ 伊藤正之

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
林 直樹

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
下郷智弘
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

がん診療においての放射線治療への期待は､ 益々大き

くなり､ 高精度放射線治療装置が普及し､ 実治療件数

も年々増加しています｡ 我々､ スタッフの日々の業務

も多忙を極めています｡ そんな中で､ 治療医師を始め

とし､ 看護師､ 各年代の技師､ その他のスタッフとの

より良きチームワークが今まで以上にとても大切にな

ります｡ 私自身は､ 技師になって間もない頃より､ 自

己の希望どおりに､ 放射線治療業務に携わる事が出来

ています｡ 実質､ 三年目に入りました｡ 今回は､ シン

ポジウムの20歳台代表として､ 技師を目指した理由､

放射線治療を希望した理由を述べさせて頂き､ 実際に

治療に携わって感じた事､ これからも治療分野で業務

を遂行するに当たって､ 若手技師として､ 修得すべき

事柄および目指すべき方向性を示させて頂きたいと思

います｡ また､ 各年代の技師の方々と討論することに

より､ 自分の置かれた立場を鮮明にし､ 今後の業務に

役立てて行きたいと考えます｡

[パネルディスカッション]

CTコロノグラフィーの4体位撮影の
有用性について

診療検査科 (画像)
恒川明和､ 竹島賢治､ 伊藤益弘
藤原 宏､ 遠藤斗紀雄

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､ 谷川 誠
第55回全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【目的】当院では､ 2013年3月よりCTコロノグラフィー

(以下CTC)を施行しており､ 2016年5月までに250件を

超える症例を経験している｡ その中には拡張不良のた

め診断困難となった症例もあり､ 撮影法を試行錯誤し

ながら､ 現在は4体位の撮影を行っている｡ 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4体位

撮影の有用性を報告する｡

【対象】導入から2016年5月までのCTC施行257名(2体

位42名､ 4体位215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( ｢楽～つらい｣ の5段階評価)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】4体位撮影することで､ 腸管内の液体やガス

が移動し描出可能なことや､ 病変の再現性を4体位で

見ることで多発憩室､ 蠕動が強い患者などの診断能も

向上したと考えられる｡ 撮影条件は､ 仰臥位以外はさ

らに低線量で撮影することで､ 4体位撮影でも通常の

単純CT以下の線量としている｡ 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｡

【結語】CTコロノグラフィーにおける4体位撮影はき

わめて有用と考えられた｡
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[ワークショップ]

当院での急性腹症における超音波検査
の現状と課題

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 片岡 咲
川地俊明

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
日本超音波医学会第89回学術集会

平成28年５月 京都

【背景】近年､ 機器の進歩に伴い急性腹症において体

外式超音波検査 (US) やX線CT検査 (CT) などの画

像診断機器は初期対応の判断に寄与している｡ 急性腹

症診療ガイドラインでは被曝を考慮し､ まずUSを施

行し 陰性または結論に達しなかった例にCTを施行す

ることが推奨されている｡ USは簡便かつ非侵襲的に

施行できる情報量の多い検査であるが､ 当院では特に

夜間の救急診療においてCTが第一選択になっている｡

【目的】急性腹症におけるUSとCTの診断能を比較し､

当院でのUSの現状を把握し､ 今後の役割および課題

について検討する｡

【対象】2014年4月からの1年間に急性腹症疑いで受診

した患者のうち48時間以内にUSおよびCTで原因精査

を行った非外傷性の497例を対象とした｡ 最終診断は

手術例では手術所見および病理組織学的所見､ 非手術

例では臨床経過､ 血液生化学検査所見の推移､ 画像診

断およびその他の検査所見から行った｡ また､ 当院で

は時間外ではUSを施行していないため､ 通常業務時

間帯において遭遇した症例を対象とした｡

【結果】疾患別頻度は消化管疾患､ 胆膵疾患が大部分

を占めていた｡ 当院におけるUSの診断能はCTにやや

劣っていた｡ USの感度は消化管疾患で良好､ 胆膵疾

患でやや不良であり､ CTでも同様であった｡ USの間

接所見はCTより多く認めた｡ 胆膵疾患におけるUSの

感度は胆石､ 急性胆嚢炎で良好であった｡ 胆管結石は

不良であったがCTでも同様であった｡ USは急性膵炎

で不良であった｡ USでのみ診断できた症例には､ 胆

石､ 胆管結石､ 急性胆嚢炎､ 絞扼性イレウス､ 急性虫

垂炎に合併した虫垂腫瘍があった｡ 間接所見を得ら

れなかった原因はUSでは条件不良8例､ 所見の見落と

し5例､ CTではX線透過性結石5例､ 所見の見落とし

1例であった｡

【結語】急性腹症に対するUSの検討を行った｡ 消化

管疾患においてUSは十分な診断能を有し､ 疾患によっ

てはCTは不要である｡ 一方､ 胆膵疾患では次の検査

を考慮する必要があると考えられた｡

危機回避能力と治療までの画像所見
STROKE編

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
第６回岐阜救急画像技術セミナー＆第11回

愛知＠災害・救急撮影研究会コラボ企画

平成29年１月 名古屋

[セミナー]

世話人が答えるQ&A 救急処置編

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
第5回岐阜救急画像技術セミナー

平成28年７月 大垣

血管超音波検査の進め方から症例まで

診療検査科 (画像)
安 田 英 明
第32回日本診療放射線技師学術大会

平成28年９月 岐阜

近年､ 食生活の欧米化と高齢化の影響で動脈硬化性疾

患が増加している｡ これに伴い無侵襲で簡便に施行で

きる血管超音波検査の需要も増加している｡ また､ 動

脈疾患のみならず深部静脈血栓や下肢静脈瘤の診断に

も超音波検査は必要不可欠である｡ このような背景の

もとで､ 放射線技師が血管超音波検査を行っている施
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設や､ これから行おうとしている施設も増えてきてい

ると思われる｡ そこで本セミナーでは､ 前半で初心者

から初級者向けに主な血管 (頸動脈､ 腎動脈､ 下肢動

静脈) の超音波検査の基本走査､ 検査の進め方､ チェッ

クポイント等を部位別に述べる｡ また後半では､ 症例

を提示して､ その画像を解説する｡

小児におけるポリゾムノグラフィ (PSG)
検査の脳波モンタージュについて

診療検査科 (検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
田畑明里､ 服部万奈代

小 児 科
中嶋義記､ 岩田晶子､ 鹿野博明
藤井秀比古､ 稲川明良
第41回日本睡眠学会

平成28年７月 東京

【目的】健康で､ 今までに中枢神経系に何も病気や障

害がなく､ 出生直後にも問題がなかった小児の脳波検

査結果の報告がある｡ それによると1歳から15歳まで

の全く健康な小児の子供の15％に発作性律動異常が認

められたという｡ 小児におけるポリソムノグラフィ

(以下PSG) 検査も扁桃肥大などからくる無呼吸につ

いての検査が行われたが､ 最近では無呼吸を伴うてん

かん発作や脳波異常を伴う小児の検査も行うため､ 脳

波記録のモンタージュが重要になってくる｡ 従って､

通常のPSG検査の脳波モンタージュでは異常波を捉え

ることが出来ない可能性がある｡ 当院での小児のPSG

検査での脳波異常について報告し､ モンタージュにつ

いて検討したので報告する｡

【対象および方法】対象は2009年から2015年の間に

PSG検査を行なった15歳以下の小児42名 (男児24名､

女児18名)｡ 年齢7.18±4.2歳｡ 今回は新生児､ 乳幼児

は除いた｡ 方法は､ 成人のPSG検査に準じたが､ 脳波

電極数は成人よりは多く使用した｡

【結果】対象42名中､ 脳波に異常波を認めたのは4名

(全体の9.5％)｡ そのうち事前に脳波記録が必要な疾

患を持っている小児は3名 (全体の7.1％)､ 脳波記録

が必要な疾患を持っていない小児は1名 (全体の2.4％)

であった｡ 出現波の種類は､ spike and slow wave､

sharp wave､ phantom spike and waveであった｡

【結語】通常のPSG脳波モンタージュで実施した場合

に比べ､ 電極数を増やしたモンタージュ及び基準誘導

での耳朶同側の場合のほうが､ 異常波は見つけやすい｡

左室前乳頭筋apex起源心室性期外収縮の
一例：CartoSoundによる起源の考察

診療検査科 (検査)
神谷嘉彦､ 森 三依､ 北川大祐
岡田浩司､ 今村啓史､ 高木明美
杉田文芳

循環器内科
森島逸郎､ 猪飼佳弘､ 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63回日本不整脈心電学会学術大会

平成28年７月 札幌

【背景】CartoSoundは､ エコー画像を治療対象となる

不整脈時に選択的に三次元化することで､ 従来の三次

元マッピングシステムでは困難であった心腔内構造物

の正確なジオメトリー形成を可能にする｡

【症例】76歳男性｡ CABG・PCI歴あり｡ 単形性心室

性期外収縮(PVC)を伴い心不全となった｡ PVCは､ 右

脚ブロック型+右軸偏位 (160°) で､ 45,185拍/日と

多発しており､ PVCによる心不全であると判断し､ カ

テーテルアブレーションを施行した｡ 右室前中隔に留

置したSoundStarを用いて､ PVCに同期して左室短軸

像を取得し､ 左室､ 前乳頭筋､ 後乳頭筋のジオメトリー

を作成した｡ 次いで､ PVCのactivation mapを作成し

た｡ 前乳頭筋の基部(site 1)でQRS に10 msec先行す

る電位が記録され､ 同部でgood pace mapが得られた｡

しかしながら､ 同部周囲の通電は無効であった｡ カテー

テルを心基部側に引いたところ(site 2)､ QRSに25

msec先行する電位が得られ､ 単極誘導では初期成分

がなだらかなQS patternを示し､ pace-delayを伴うperfect

pacemapが得られた｡ 同部の通電直後にPVCは消失し､

治療に成功した｡ SoundStarによりsite 2は､ 索状になっ

た前乳頭筋近位部apexであることを確認した｡ site 1

とsite 2の距離は17mmであった｡ 術後､ PVCの再発を
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認めず､ BNP値は681 pg/mlから195 pg/mlまで低下

した｡

【考察】本例では､ CartoSoundにより､ site 1はsite 2

と索状の乳頭筋で繋がっていることが証明された｡ こ

の結果から､ PVCは､ 索状の乳頭筋apexに起源を有し

(site 2)､ 興奮が乳頭筋に沿って心尖部側へ達した後

に､ site 1をexitとして左室全体に伝播していたと推定

される｡ 乳頭筋起源PVCのカテーテルアブレーション

では､ しばしば多くの通電を要するとされているが､

CartoSoundにより乳頭筋apexを同定しマップすること

により､ 効率的に治療できる症例があることが示唆

された｡

APNEA DUE TO GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE IN A CASE OF
NEWBORN BABIES

診療検査科 (検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
田畑明里､ 服部万奈代

第２小児科
伊東真隆､ 谷口顕信､ 橋本美緒
本部和也､ 沼田侑也
第32回世界医学検査学会

平成28年９月 神戸

【Background】Gastroesophageal reflux disease (GERD)

is common in newborn babies or infants and can be

physically recognized. When newborn babies or infants

have GERD, usually the symptoms resolve when they

are 12 to 18 months old. However, severe cases of

infant GERD can be associated with various symptoms.

These include digestive symptoms such as vomiting,

vomiting of blood, bloody bowel discharge, poor feeding

or weight loss, rumination, and heartburn, and respiratory

symptoms such as chronic coughing, wheezing, repeated

respiratory infections, and apnea. Here, I would like to

report a case of a newborn baby who was not suspected

of having GERD and underwent a polysomnography

(PSG) check.

【Case】Newborn twin boys were delivered by cesarean

operation at 32 weeks and 5 days post-conception. The

first baby boy weighed 1975 g with an Apgar score of

4/7. The second baby boy weighed 1483 g with an

Apgar score of 8/9.They were referred to our hospital

to be evaluated for apnea and arrhythmia when they

were 42 weeks and 5 days old.

【Methods】PSG and Halter electrocardiography were

performed simultaneously. The brain waves during

sleeping were used for the PSG. Because a newborn

baby's nose is too small to use a breath sensor, a

pressure sensor was used instead. Breathing and an

abdomen sensor tests were performed using respiratory

inductance plethysmography (RIP), in addition to a SUM

analysis. Breathing events were counted every 3 . 0

seconds.

【Results】The Halter electrocardiogram showed no

abnormalities. The first baby's apnea hypopnea index

(AHI) showed 23.6 events/hour (central sleep apnea

[CSA] 201, obstructive sleep apnea [OSA] 20, multiple

system atrophy [MSA] 10 and hyponea 231); the 2nd

baby's AHI was 14.0/hour (CSA 82, OSA 7, and

hypopnea 145).

【Conclusion】The apnea may have been due to the

babies' feeding or sleeping, which caused choking,

thereby reducing the heart rate and oxygen saturation.

Although GERD was not thought to be present, an

upper gastrointestinal series was performed, which

revealed no abnormalities. The babies' diet was changed

from breast-feeding to AR milk, after which, the

incidences of choking and apnea were reduced.

睡眠時無呼吸指数 (AHI) と腹囲､ 体格指数
(BMI) との関連性について

診療検査科 (検査)
澤村聖子､ 石郷景子､ 中島直美
田畑明里､ 服部万奈代

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
堀 翔
第６５回日本医学検査学会

平成28年９月 神戸
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【はじめに】睡眠時無呼吸症候群とは､ 何らかの原因

により､ 夜間に無呼吸および覚醒を繰り返し引き起こ

す疾患である｡ その原因として､ 肥満､ 扁桃肥大､ 小

顎症､ などがあげられる｡ 今回､ われわれは､ 無呼吸・

低呼吸指数 (AHI) と体格指数 (BMI)､ 腹囲との比

較を行い関連性について検討した｡ また､ エプワース

眠気尺度 (ESS) を用いて､ 眠気の自覚症状との関連

についても検討したので報告する｡

【対象と方法】対象は､ 2013年1月～2015年12月に当

検査部において簡易型睡眠モニター (アプノモニター)

を施行した患者342例 (男性273例､ 女性69例) につい

て検討を行った｡ 平均年齢は男性58.8±15.7歳女性

58.9±13.8歳､ 平均BMIは男性26.1±5.9kg/㎡女性26.1

±4.6kg/㎡､ 平均腹囲は男性93.6±14.0cm女性92.9±

10.9cmであった｡ 患者に検査説明を行い､ 自宅にて連

続２晩の睡眠中の記録測定し､ ESSによる眠気の自覚

症状の記入を行った｡ 説明時に､ 身長・体重・腹囲の

測定を行った｡

【結果】AHI20以上とAHI20未満の2群に分け､ 年齢､

BMI､ 腹囲､ ESSとの関連をROC解析および2項ロジ

スティック回帰分析 (変数増加法) を用いて行った｡

ROC解析で､ AUCはBMIで男性0.731 女性0.740､ 腹

囲で男性0.720 女性0.766であり､ 男女共にBMI､ 腹囲

で有意な結果を得られた｡ カットオフ値はBMIで男性

24.2 kg/㎡ 女性25.5 kg/㎡､ 腹囲で男性93cm 女性89

cmであった｡ 2項ロジスティック回帰分析では､ 男女共

に腹囲のみ選択され､ オッズ比は男性1.084女性1.115

であった｡

【考察】AHIに関連するのはBMI､ 腹囲であった｡ こ

れらの結果は､ 文献より肥満がSASの発現に関与して

いることを再認識した｡ また2項ロジスティック回帰

分析で腹囲のみが選択された｡ これより腹囲が無呼吸

症候群に最も関与していることを表した｡ これは日本

動脈硬化学会で発表されたデータにも同じような相関

がみられた｡ 眠気の自覚症状とAHIには相関性がなかっ

たことより､ 自覚症状からはAHIを予測するのは困難

であるが分かった｡

【結語】BMI､ 腹囲､ ESSとAHIとの相関性を報告

した｡ 最も睡眠時無呼吸症候群に関連するのは腹囲で

あった｡

豹紋状乳腺を呈した非浸潤性乳管癌の2例

診療検査科 (検査)
今吉由美､ 高田彩永

診療検査科 (画像)
堀 優

外 科
亀井桂太郎
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋

【はじめに】乳房超音波検査において豹紋状を呈する

乳腺を見た場合､ 乳腺症か非浸潤性乳管癌 (DCIS)

を疑うか判断に苦慮することは多い｡ 豹紋状乳腺を呈

したDCISの2例について造影超音波 (CEUS) も加え

報告する｡

【症例1】70歳代､ 女性｡ 左A領域の張りと痛みを主

訴に来院｡ 来院時USでは明らかな異常なく10ヶ月後

のUSで左A領域に低エコーが目立つ乳腺を指摘したが

乳腺症変化と判断｡ MRIにてA/C領域が区域性に造影

されsecond-look USを施行｡ 左12～1時に塊状に盛り

あがる豹紋状乳腺を認めCEUSにて周囲乳腺より強く

造影された｡

【症例2】40歳代､ 女性｡ 3ヶ月前から右乳房血性分泌

あり来院｡ 来院時USでは右10時に8㎜の等エコー腫瘤

を指摘｡ MRIにて右A,D領域が区域性に造影されsecond-

look USを施行｡ 右7時に塊状に盛りあがる豹紋状乳

腺を認めCEUSにて周囲乳腺より強く造影された｡

【考察】限局性に盛りあがる豹紋状乳腺がCEUSで周

囲乳腺より強く造影される場合はDCISを積極的に疑

う像と思われた｡

当院における非心臓部治療前心エコ－
検査の現状

診療検査科 (検査)
後藤繁優､ 中村 学､ 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
日本超音波医学会第37回中部地方会

平成28年９月 名古屋
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【目的】心エコ－検査は, 心臓の形態的､ 機能的診断

が可能である非侵襲的な検査法であり､ 当院では非心

臓術前及び化学療法前 (以下､ 治療前) 検査としても

実施している｡ 今回はその現状の分析を試みた｡

【対象】2014年7月～2016年6月までの2年間に治療前

心エコ－を施行した2,489例､ 男性：1.200 例､ 女性：

1,289 例､ 年齢：3～105才､ 平均 70.9才であり､ 内訳

としては手術前検査が2,219例､ 化学療法前検査が270

例である｡

【検討項目】心エコ-総検査数に占める割合､ 依頼科

内訳､ 有所見を認めた割合､ 所見種類の内訳､ 有所見

症例の既往歴の有無､ 検査結果に伴い治療に至らなかっ

た症例等について検討した｡ 尚､ 心エコ－検査上有所

見と判断するおおよその基準を独自に定めて分析した｡

【結果】2年間に施行した心エコ－検査総数は35,026

例であり､ 治療前心エコ－数2,489例の占める割合は

7.1％であった｡ またその内､ 有所見を認めた症例数

は269例であり､ その割合は10.8％であった｡ さらに

有所見中､ 13例が治療の中止・延期とされた｡ 有所見

の疾患別内訳では､ 多い順に弁膜疾患155例､ 虚血性

心疾患61例､ 左室収縮能低下36例､ 心筋疾患31例､ 心

嚢液貯留26例､ 右心負荷5例､ その他として13例であっ

た｡ 但し同一症例で複数の疾患がある場合は全てを総

計した｡ その他には､ 血栓・疣贅・シャント所見等が

含まれた｡

【結語】循環器以外の非心臓治療前心エコ－検査の必

要性・有用性が示唆された｡

感染管理支援システムを利用した院内
巡回 (環境ラウンド) の取り組み

診療検査科 (検査)
石郷潮美､ 浅野裕子､ 加藤康子
後藤孝司､ 森永朝美､ 粟野佑子
森山麻衣

感染対策室
藤本佳則､ 進藤 丈､ 田中広司

薬 剤 部
松岡知子
第55回全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【はじめに】当院では､ 院内巡回 (環境ラウンド 以

下､ ラウンド) を月4回以上実施している｡ ラウンド

にはラウンド用チェックシート管理､ 結果のフィード

バックならびに情報共有化が必要である｡ 今回､ 感染

管理支援システム (BACT Web栄研化学 以下､

BACT Web) を利用したラウンドの取り組み状況に

ついて報告する｡

【当院での取り組み】

【1】ラウンド用チェックシート運用

感染リスクの高いと判断される病棟 (小児科､ 血液内

科､ ICU/CCU､ HCU､ NICU) は毎回・毎週金曜日､

その他の病棟は月1回いずれも感染制御チーム (4職種)

で実施している｡ 侵襲的な手術・検査・外来等の部署

は第1・3水曜日/偶数・奇数月に2職種で実施している｡

ラウンド用チェックシートは毎回巡回する病棟のリン

クナース等がラウンド前日までにBACT Webに入力

し､ 印刷しておくことにした｡ その他の病棟は次回ラ

ウンド日までにBACT Webに入力､ 印刷したものを

感染対策室に搬送してもらうことにした｡ ラウンド当

日には､ ラウンド用チェックシートを迅速・的確に確

認することができ､ 確認項目等に関しては感染対策室

でBACT Webに再入力し､ コメントを記載すること

によって記録が容易となった｡ システム化することに

より､ 部署ごとのラウンド用チェックシートの項目追

加や削除が容易となり管理がしやすくなった｡

【2】ラウンド結果のフィードバックならびに情報共有化

ラウンド用チェックシートをラウンド終了後には､ 再

入力・保存することによって､ リンクナース等が翌日

にはラウンド結果が確認できるようになった｡ また､

ラウンド結果を職場のスタッフに早く伝達することに

よって情報共有化ともに改善傾向が認められた｡

【まとめ】BACT Webを導入してから3年経過してい

るが､ ラウンドに関しては定期ないし多職種合同で実

施していたもののシステムの運用は一部のメンバーに

限定されていたのが現状であった｡ そのため､ 結果の

フィードバックならびに情報共有化が遅れていた｡ 今

回､ BACT Webのラウンド機能をリンクナース等に

理解してもらうことによって､ ラウンド用チェックシー

ト管理やラウンド結果のフィードバックならびに情報

共有化が容易となった｡ 当院では､ 限られた人員で感

染予防対策が求められているため､ 感染管理支援シス

テムを運用することによって､ 時間的な節減が可能と

思われた｡
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Ensite Velocity Precision2を用いた
AutoMap：洞調律時心房電位取得のため
の至適条件設定の検討

診療検査科 (検査)
北川大祐､ 森 三依､ 神谷嘉彦
岡田浩司､ 今村啓史､ 杉田文芳�木明美､ 奥田清司

循環器内科
森島逸郎､ 猪飼佳弘､ 森田康弘�木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
古井宏一､ 柴田直紀､ 都築一仁
吉岡直輝､ 坪井英之
日本不整脈心電学会カテーテルアブレーション

関連秋季大会2016

平成28年10月 福岡

【背景】Ensite VelocityのPrecision2へのVersion upに

伴いAutoMap機能が追加搭載された｡ AutoMapとは一

定の条件を設定することで自動的にポイントを取得し､

マップを形成する機能である｡ この機能により検者の

差なく短時間での詳細なマップ形成が期待されるが､

最適な電位取得条件は十分定まっていない｡

【方法】洞調律時に左房電位をEnsiteで連続519拍記録

した (洞調律449拍､ 電極刺激を含む非洞調律70拍)｡

AutoMap取得条件を1.解析対象となる時相を示す

Independent Scoring Interval (ISI) を4段階：P onsetから

P offset(A)､ QRS onset(B)､ QRS Peak(C)､ QRS offset(D)

まで､ 2.洞調律のP-QRS波のtemplateとの一致率を示

すScore閾値(0～100)を11段階に分け､ Offlineで解析し､

洞調律心拍の取得率､ 非洞調律 (期外収縮・電極刺激)

の除外率を検討した｡

【結果】ISI：Aでは､ Score0-50では非洞調律が除外

されず､ Score80-100では取得電位数が減少した｡ ISI：B

とするとScore0-30で非洞調律の取得を認め､ Score60-100

で取得電位数が減少した｡ ISI：C､ Dとすると､ いかなる

Score設定でも非洞調律の除外は不可能であった｡ 非

洞調律を含まず最も効率的に電位を取得できた設定は､

ISI：Aとし､ Score：60で洞調律取得率50.3%であった｡

【考察】ISIをP onset-P offsetでscore50-60､ あるいは

P onset-QRS onsetでScore40-50と設定すると､ 非洞調

律が除外でき､ 効率的に洞調律を取得できる事が示唆

された｡

末梢性顔面神経麻痺の予後判定における40
点法 (柳原法)､ 神経興奮性検査 (NET)､
Electroneurography (ENoG) の相関性
について

診療検査科 (検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
田畑明里､ 服部万奈代

頭頸部・耳鼻いんこう科
大西将美､ 高橋洋城､ 高木千晶
奥田 弘
第46回日本臨床生理神経学会

平成28年10月 郡山

【目的】末梢性顔面神経麻痺の予後診断として40点法

(柳原法)､ 神経興奮性検査 (NET)､ Electroneurography

(ENoG)､ 瞬目反応 (BR)､ 電気味覚検査 (EGM) など

があげられる｡ 今回､ 左右の閾値差､ ENoG値と40点

法において相関性があるのかを検討したので報告する｡

【方法】対象は､ 2013年1月7日から2015年5月6日まで

の間に当院の頭頸部・耳鼻いんこう科に顔面神経麻痺

で受診した137名 (男性67名､ 女性70名)､ 年齢4～93

歳 (50.8±20.8歳)｡ 方法は､ 頬部の一番値の小さい閾

値の部位を探し､ 最大上刺激で得られた複合筋活動電

位 (CMAP) の振幅を計測して､ 閾値の左右値､ ENoG

値を求めた｡ 40点法は診察時の結果を参考とした｡ 閾

値の左右値を≦0.6と＞0.6にわけて､ それに対しての

ENoG値と40点法の点数をROC分析により解析した｡

【結果】ROC曲線下の面積は､ ≦0.6は0.4170､ ＞0.6

は0.4358であった｡

【結論】相関がみられなかった結果の解釈としては､

40点法のみでなく､ NETやENoGで予後判定を行うこ

とが望ましい｡

セルブロック標本における各種固定液間で
の細胞形態および染色性の比較

診療検査科 (検査)
浅野 敦､ 奥田清司､ 児玉千里�名裕子､ 石井辰弥､ 石川恵理
吉田知代､ 子安 光､ 井筒萌香
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山
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【はじめに】当院では､ 細胞検査の体腔液検体をセル

ブロックにし､ 免疫染色などを実施して腫瘍細胞の同

定に活用している｡ 従来､ セルブロック作製のための

固定液に20％緩衝ホルマリンを使用しているが､ HE

染色標本では細胞形態の観察が困難と感じている｡ 今

回我々は､ 固定液の違いによる細胞形態および染色性

の差異を比較したので報告する｡

【材料と方法】検体は腺癌細胞を検出した胸水｡ 比較

する固定液は､ A:20％緩衝ホルマリン液､ B:10％緩衝

ホルマリン液､ C:20％緩衝ホルマリン・95％エタノー

ル等量混合液､ D:FAA(Formalin-Acetic・acid-Alcohol)

液､ E:GYN液(市販)､ F:Amber液(市販)､ G:Ruby液(市

販)の7種類｡ 各固定液で1時間固定後､ アルギン酸ナ

トリウム法でセルブロックとし､ 型通りの処理を施し

パラフィンブロックを作製｡ 各ブロック3μmの薄切

切片を作製し､ HE染色､ 免疫染色(MOC-31､ AE1/AE3､

Ki-67､ TTF-1の4種類)を行った｡ 比較項目は､ HE染

色で細胞質長径平均 (孤在性出現20個測定)､ 核長径

平均 (孤在性出現20個測定)､ 細胞質染色性､ 核内構

造､ 核小体の5項目､ 免疫染色で染色強度を比較した｡

【結果】ホルマリン単独固定であるA液とB液で細胞

萎縮が顕著となり､ 核網や核小体の観察が困難であっ

た｡ 免疫染色の染色性は､ ホルマリン単独固定である

A液とB液が良好であった｡ 特にKi-67やTTF-1では､

ホルマリン単独固定でないB～F液で染色性の低下が

認められた｡

【考察】ホルマリン単独固定液は免疫染色に､ アルコー

ルを加えた固定液は細胞形態の観察に優れる結果であっ

た｡ セルブロック法の有効的な運用に向け､ 更なる比

較検討が必要と考える｡

当検査室で持続陽圧呼吸 (CPAP) 介入
した患者の動向について

診療検査科 (検査)
中島直美､ 石郷景子､ 澤村聖子
田畑明里､ 服部万奈代

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
堀 翔
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】持続陽圧呼吸 (CPAP) は閉塞性睡眠時

無呼吸候群(OSAS)に対して有用な治療法である｡ 当

院では外来受診時にいびきや日中の眠気などで睡眠時

無呼吸候群(SAS)を疑われる患者に簡易無呼吸検査後､

ポリソムノグラフィ (PSG) 検査をしてAHIが20以上

の場合にCPAP導入を行っている｡ 2013年4月より､

当検査室で導入の介入を行うようになった｡ 同時に導

入者に対して毎月診察前にデータ解析をして面談を行っ

ている｡ 今回は当院でのCPAP介入した患者の動向に

ついて紹介する｡

【対象および方法】2013年4月から2016年5月までに導

入をした127名 (平均年齢59.8±13.0歳､ 男性：111名

女性：16名) ついて検討をした｡ 当院にて継続中の患

者と転院した患者を継続群､ 中止した患者を中止群と

して年齢､ AHI､ エブワース指数 (ESS) について比

較検討をする｡

【結果】当院にて継続中56名､ 転院46名､ 中止18名､

軽快4名､ その他3名である｡ 継続群は平均年齢59.0±

12.8歳､ AHI45.9±17.8､ ESS9.７±4.７､ 中止群は平

均年齢63.3±13.3歳､ AHI33.0±14.7､ ESS10.1±5.1で

あった｡ カイ2乗検定を用いて検定した結果､ 年齢と

ESSは有意差 (p＜0.05) が認められなかったが､ AHI

は有意差 (p＜0.05) が認められた｡

【考察】CPAP導入直後はマスク不快や鼻閉を訴える

患者が多いが､ 毎月の面談時に状況に合わせたアドバ

イスや合併症のリスクなどの話をして継続をするよう

に勧めている｡ 中止群の56％がマスク不快やCPAP装

着のストレスが原因で0～3ヶ月で中止となっている｡

他には経済面や使用方法が理解できずに継続困難な場

合もあった｡ 中止となりやすい患者は年齢や自覚症状

ではなく､ AHIの程度によるものと考えられた｡

【結語】当検査室でCPAP導入を行った患者の動向に

ついて紹介した｡ AHI重症者はCPAP使用による満足

度が得られ､ 継続につながると考えられた｡
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ヘモグロビンA1c(HbA1c)低値を契機に
わかりえた遺伝性球状赤血球症について

診療検査科 (検査)
杉山直久､ 加藤廣正､ 奥田文江
飯田眞理､ 新川和功､ 三田村桂二
市川沙絵子､ 山田由美子
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】ヘモグロビンA1c(以下HbA1c)は､ 過去

1～2 ケ月間の平均血糖値を反映し､ 血糖値が高い状

態が続くと高値を示し､ 低い状態が続くと低値を示す｡

今回HbA1cが低値を示し, 血糖値と乖離したことによ

りわかりえた遺伝性球状赤血球症について報告する｡

【症例】患者は16歳､ 女性､ X年6月に頭痛､ 嘔気､

血清総ビリルビン値上昇にて他院より当院総合内科紹

介｡ 精査目的で消化器内科受診し､ 体質性黄疸を疑い

経過観察となる｡

【初診時検査所見】WBC7,940/μl､ RBC354万/μl､ Hb

11.4g/dl､ Ht31.3%､ MCH32.3pg､ MCHC36.5%､ PLT

18.6万/μl､ AST17IU/l､ ALT10IU/l､ T-BIL3.6mg/dl､

D-BIL0.4mg/dl､ ID-BIL3.2mg/dl､ LD219IU/l､ UN9.3

mg/dl､ CRE0.49mg/dl､ Na138mEq/l､ K3.8mEq/l､ Cl

105mEq/l､ HbA1c(NGSP:3.3%､ JDS:計算不能)､ 血糖

91mg/dl

【経過】初診時検査所見にてHbA1c値が血糖値と乖離

して低値を示していたため､ 担当技師が臨床検査科医

師に相談したところ赤血球のturn over亢進の疑いを指

摘｡ 追加で血清ハプトグロビンを測定したところ

1mg/dl以下と低下していた｡ 溶血を疑い臨床検査科医

師が初診医に連絡し､ X年8月血液内科受診となる｡

精査の結果､ 網赤血球数7.6%､ 赤血球抵抗試験：最

大抵抗0.46､ 最小抵抗0.56､ 直・間クームス試験(-)､

末梢血液像にて球状赤血球を認めた｡ また初診時検査

所見においてMCHCは36.5%と高かった｡ 以上より遺

伝性球状赤血球症と診断された｡

【まとめ】HbA1cが低値を示す原因には赤血球寿命の

短縮する病態(溶血､ 出血など)や輸血等による影響が

あり､ 本症例は遺伝性球状赤血球症に基づく溶血が原

因と考えられた｡ またHbA1c値と血糖値の整合性を確

認することは隠れた疾患を見つける糸口になりうると

考えられた｡

【結語】HbA1c低値を契機にわかりえた遺伝性球状赤

血球症について報告した｡ 本症例は技師と臨床検査科

医師および臨床医との密な連携により早期に診断に結

びついた症例であった｡

当検査室の血小板数低値および凝集時
の対処法について

診療検査科 (検査)
加納彩野､ 新川和功､ 杉山直久
三田村桂二
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】血小板は止血において重要な役割を果た

しており､ 血小板数の著しい減少は出血傾向に結びつ

く｡ しかし､ 血小板の測定には様々な誤差要因が存在

するため正確なデータを報告するにはその要因を理解

し適切に対応しなければならない｡ 特に血小板凝集に

よる偽血小板減少はルーチンのなかでよく認められる

ため､ 当院では血小板凝集を疑われた際の手順をマニュ

アル化しスタッフに周知させ､ 血小板数偽低値の報告

を防止する手順を導入したので報告する｡

【手順】以下の手順で ｢血小板凝集疑い｣ もしくは

｢血小板凝集あり｣ となった場合は､ 至急か否かに係

わらず電話連絡を実施する｡

①分析装置で血小板凝集フラグを認めた場合､ ｢血小

板凝集疑い｣ のコメントを付加し報告する｡ その後､

血液像で凝集の有無を確認し､ 凝集を認めた場合 ｢血

小板凝集あり｣ とコメントを付加し依頼医に電話連絡

する｡

②血小板が12万/μl未満だった場合､ 血液像を確認し

血小板凝集の有無を確認する｡ 但し､ 前回値と同程度

の血小板数で､ かつ前回に ｢血小板凝集あり｣ のコメ

ントが付加されていた場合は､ ｢血小板凝集疑い｣ の

コメントを付加してＣＢＣの結果を報告する｡ その後､

血液像にて凝集があれば ｢血小板凝集あり｣ とコメン

トを付加する｡

【まとめ】今回臨床からの要望により､ この様な手順

を導入した｡ 新人やローテーションによる人事異動で

不慣れな人間が検査に携わった際でも､ 安定した報告

が行われるようにマニュアルを作成した｡ 結果血小板

凝集を発見した際に迅速かつ確実に臨床へ報告が行き､

－ 670 －



偽血小板減少の見落としが減少することで､ 特発性

血小板減少性紫斑病や造血器疾患の鑑別に役立ち､ 不

必要な血小板輸血や骨髄穿刺の実施を防ぐことができ

る｡ 病院機能評価においてもマニュアルの作成は推奨

されているため今後も手順のマニュアル化は重要だと

考える｡

ルミパルスプレストブラームスPCT
の基礎的検討

診療検査科 (検査)
清水繁行､ 加藤廣正､ 奥田文江
加納彩野､ 清水みゆき､ 鈴木音緒
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【目的】プロカルシトニン (Procalcitonin:以下PCT)

は､ 敗血症の鑑別診断や重症度判定の指標とされてい

る｡ PCTは健常人では多臓器から産生され血中濃度が

上昇するため､ 敗血症の鑑別診断や重症度判定の指標

として有用であり､ PCT値をモニターすることによる

抗菌薬療法が注目されている｡ 今回､ 我々はルミパル

スPrestoⅡを用いてルミパルスプレストブラームスPCT

試薬の性能評価を行った｡

【対象と方法】当院検査科に日常検査として提出され

た検体86例のPCT検査依頼のあった患者血清を用いた｡

定量相関の対照比較検討機器はミュータスWako (和

光純薬) と実施した｡

【結果】精度管理試料の２濃度の同時再現性はCV％

1.8以下､ 日差再現性はCV％3.4以下であった｡ 希釈直

線性についても濃度の異なる３検体を使用したが､ い

ずれも良好な結果を取得した｡ ２SD法による定量限

界は0.002 ng/mlまでと良好な結果であった｡ 対照機

器であるミュータスワコーPCTとの相関性は､ 相関係

数r=0.986､ 回帰式y=0.993-1.81であった｡

【考察】ルミパルスPrestoⅡ用の ｢ルミパルスプレス

トブラームスPCT｣ は基礎的検討の結果､ 特に再現性

や感度が優れており､ 信頼性が高く､ 臨床有用性の

高い試薬であった｡ 本院では搬送ラインでの血清運用

できるメリットは高く､ 救急外来や病棟の迅速な敗血

症の鑑別診断や重症度判定に大きく寄与すると考えら

れる｡

複数菌感染が原因と考えられた壊死性
筋膜炎の3症例

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､ 森山麻衣
石郷潮美
平成28年度日臨技中部圏支部医学検査学会

平成28年12月 金沢

【はじめに】壊死性筋膜炎は起因菌により大きく2つ

に分類される｡ 嫌気性菌と腸内細菌やレンサ球菌など

の複数菌による感染であるTypeⅠとA 群レンサ球菌

や黄色ブドウ球菌の単一菌による感染であるTypeⅡ

がある｡ 当院にて2016年1月から壊死性筋膜炎TypeⅠ

と考えられた症例を3例経験したので報告する｡

【症例1】50歳代男性｡ 糖尿病は未治療であった｡ 左

上肢・両下肢の腫脹を認め､ 歩行困難になり､ 救急搬

送された｡ 血液培養からStreptococcus agalactiaeと

Staphylococcus aureus､ 切開部から採取された悪臭の

ある液状の検体からS. agalactiae とPrevotella bivia､

菌名不詳嫌気性グラム陰性桿菌が検出された｡ 治療の

結果､ 血液培養は陰性となったが､ 頸部や左前腕など

からS. agalactiaeが持続的に検出された｡

【症例2】30歳代男性｡ 基礎疾患に糖尿病があり､ 血

糖コントロール不良であった｡ 背部の粉瘤をつぶした

ことで疼痛・腫脹を認め､ 救急外来受診､ 抗菌薬が投

与された｡ 入院後､ 壊死の範囲が拡大したため､ デブ

リードマンが施行された｡ 入院後の開放膿のグラム染

色では､ グラム陰性桿菌が多数認められたが発育せず､

病状がよくなっていなかったため､ 遺伝子検査による

同定を提案した｡ 遺伝子検査でP. biviaが同定された｡

【症例3】60歳代男性｡ 基礎疾患に糖尿病､ 多発性筋

炎があった｡ 鼠径部にある腫瘤が破裂し､ 悪臭を伴う

膿汁が大量に排出したことで､ 救急搬送された｡ 膿汁

から複数菌検出され､ 嫌気性菌はFusobacterium

gonidiaformansとCampylobacter ureolyticusが同定された｡

【考察】壊死性筋膜炎は迅速に対応すべき疾患であり､

2つのTypeに違いがある｡ 糖尿病や肝障害・悪性腫瘍

など基礎疾患がある場合､ 嫌気性菌を含めた複数菌感

染であることが多いと言われている｡ 深部の感染組織

のグラム染色から起炎菌の推定をし､ 複数菌による感

染か､ 単一菌による感染かの区別をして､ 複数菌なら

ば嫌気性菌が疑われると主治医に報告することで起炎
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菌に対応した､ 処置・抗菌薬選択につながると考えら

れる｡

成人におけるFeNO測定と気道可逆性
試験の相関性の検討

診療検査科 (検査)
田畑明里､ 石郷景子､ 中島直美
澤村聖子､ 服部万奈代
平成28年度日臨技中部圏支部医学検査学会

平成28年12月 金沢

【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｡ 日常診療では､ ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰ､ 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｡ 当院では現在､ ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰ

による気道可逆性試験とFeNO測定を同時に検査して

いるが､ 両者の結果に相関性があるのならば､ より簡

易で患者負担の少ないFeNO測定のみで喘息患者の病

態評価を出来るのではないかと考えた｡ そこで今回､

実際にこの２項目に関して成人患者を対象として検討

を行ったので報告する

【方法】対象は､ 2015年9月1日～2016年5月31日まで

にｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰによる気道可逆性試験とFeNO測定を同時

に行った患者259名(15～89歳､ 60±17.2歳､ 男性139

名､ 女性120名)である｡ FeNO測定はNIOX MINO､

VERO (Aerocrine AB､ solna Sweden) を用いた｡ 気

道可逆性試験では､ 短時間作用型β2刺激薬としてメ

プチン吸入液を用い､ 吸入前と吸入10分後のFEV1.0

の改善率を測定した｡

【結果】ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰによる気道可逆性試験では､ 改善

率を以下のように求め､ 12％以上を可逆性陽性とした｡

改善率＝(吸入後FEV1.0-吸入前FEV1.0)/吸入前FEV1.0

×100 FeNO測定では､ 測定値25ppb以上をNO陽0性

とした｡ 全259例のうち､ 可逆性陽性が20例 (7.7％)､

NO陽性が142例 (54.8％)､ 可逆性とNO値ともに陽性

となるのは14例 (5.4％) であった｡ これらの近似曲

線はy=0.7002x+35.314､ 相関係数R2=0.0106となった｡

NO陽性142例のうち､ 可逆性陽性となるのは14例

(9.9％) であった｡ これらの近似曲線はy=0.3187x+55.

951､ R2=0.0023となった｡ 可逆性陽性20例のうち､

NO陽性となるのは14例 (70％) であった｡ これらの

近似曲線はy=2.5158x-3.3078､ R2=0.323となった｡

【考察】ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰによる気道可逆性試験は､ 特に高

齢の患者で､ 検査に時間が多くかかることや､ 疲労等

により吸入後の改善率が芳しくないことがある｡ そこ

で､ より簡易かつ短時間で行えるFeNO測定を代替検

査として用いることはできないかと考え､ 両者の相関

性の評価を行った｡ 今回の検討で､ 全259例における

可逆性陽性例とNO陽性例の間に相関性は確認できな

かった｡ また､ NO陽性例のみにおける2つの検査の相

関性も確認できなかった｡ しかし､ 対象を気道可逆性

陽性例に限定すると､ 両者の間に正の相関傾向が確認

された｡ 気道可逆性試験では､ β2刺激薬投与後の一

秒量変化をみることで可逆的気道閉塞の有無を確認し

ている｡ 一方で､ FeNO測定では､ 下気道における好

酸球浸潤の補足を目的としており､ 気道炎症をモニタ

リングしている｡ このように､ 2つの検査は異なる目

的を有しておりこれらの状態は必ずしも一致しない｡

このため､ 気道可逆性試験とFeNO値に乖離が見られ

ると考えた｡

【結語】ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰによる気道可逆性試験と呼気一酸

化窒素濃度検査の相関性について検討した｡ 検討の結

果､ 両者に相関性は見られなかった｡ 各々が別の検査

意義をもつため､ それぞれ別物と考えて検査を行うの

が望ましい｡

植物病原菌であるCorynespora属と
Colletotrichum属が原因となった
角膜真菌症の2例

診療検査科 (検査)
浅野裕子､ 後藤孝司､ 加藤康子
森永朝美､ 浅野麻衣､ 粟野祐子

眼 科
山田 渉

岐阜大学大学院医学系研究科眼科学
望月清文
第28回臨床微生物学会総会・学術集会

平成29年１月 長崎
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【はじめに】植物病原菌による角膜真菌症の2例を

経験したので臨床的経過と真菌学的検査について報告

する｡

【症例1】76歳男性｡ 他院にて角膜潰瘍と診断され､ 2週

間後に当院紹介､ 初診時は､ 右眼が光覚弁であった｡

27℃7日間培養でサブロー寒天培地表面は淡褐色､ 長

円筒形をした褐色分生子が形成された｡ 菌名はITS領

域rRNAの解析により､ 植物の葉に褐色斑点を作る褐

斑病の原因菌であるCorynespora cassiicolaと判明した｡

【症例2】69歳男性｡ 角膜異物侵入5日目に､ 他院にて

異物除去を行ったが､ 症状は改善されず､ 当院紹介と

なり､ 角膜潰瘍と診断された｡ 培養は､ 3日目に血液

寒天培地に羽毛状の白色糸状菌とCandida glabrataが

発育し､ 抗真菌薬治療が開始された｡ この時､ 糸状菌

に形態的な特徴は無かったが､ その後のPDA平板培地

27℃5日間培養で､ 表面中央が橙色､ 集落内に点状黒

色部分が認められた｡ 分生子は､ 両端が丸みを帯びた

円筒形であった｡ 菌名は､ 遺伝子解析により､ 植物を

枯らす植物炭疽病の病原菌であるColletotrichum

gloeosporioidesと判明した｡

【臨床経過】治療は､ 2症例共にミカファンギン､ ボ

リコナゾール点眼､ ピマシリン軟膏の併用､ 全身投与

は､ ボリコナゾール点滴､ イトラコナゾール経口によ

り症状は改善した｡

【考察】角膜擦過物は微量で､ 潰瘍の原因菌も広範囲

に想定されるが､ 植物病原菌も角膜真菌症の原因とな

ることを考慮する必要があると思われた｡

Clostridium difficile感染症における毒素
検出と培養併用の有用性に関する検討

診療検査科 (検査)
森永朝美､ 粟野佑子､ 森山麻衣
後藤孝司､ 浅野裕子､ 石郷潮美

感染対策室
佐藤絢子､ 田中広司

薬 剤 部
松岡知子

呼吸器科
進藤 丈

泌尿器科
藤本佳則

第32回日本環境感染学会総会・学術集会

平成29年２月 神戸

【目的】当院ではClostridium difficile感染症(CDI)の診

断補助として､ C. difficile抗原(GDH)・toxin同時検出

キットを使用した毒素検出を行っているが､ 便検体か

らのtoxin検出は感度が低いため､ 培養を併用してい

る｡ 今回､ 培養併用の有用性について検討したため報

告する｡

【対象と方法】対象は2013年10月から2016年7月にCD

I疑いで提出された便検体829件で､ C. difficile抗原・

toxin同時検出キットを使用した迅速検査と培養を実

施した｡ 培養には2014年9月までCCFA培地､ 2014年

10月よりCCMA培地を使用した｡ 迅速検査でtoxin陰

性であった場合は､ 菌株からtoxin再検査を行った｡

【結果】GDH陽性・toxin陽性(A群)107件､ GDH陽性・

toxin陰性(B群)141件､ GDH陰性・toxin陰性(C群)581件

であった｡ 培養陽性は､ A群92件(86.0％)､ B群105件

(74.5％)､ C群16件(2.8％)であり､ 菌株からのtoxin

再検査陽性は､ B群67件(63.8％)､ C群10件(62.5％)で

あった｡

【考察】菌株からのtoxin再検査で約半数がtoxin陽性

になり､ toxin検出率向上の効果から､ B群において培

養併用は有用である｡ GDHは感度が高いため､ C群は

CDIが否定され培養は省略してよいとされている｡ 今

回､ C群の一部で毒素産生C. difficileが検出され､ 培

養省略により見逃されるCDIの存在が示唆された｡ C

群においてもCDIが強く疑われる場合は､ 検体の再提

出や培養併用を考慮すべきである｡

Gitter染色において分別条件が染色性
に与える影響

診療検査科 (検査)
井筒萌香､ 奥田清司､ 浅野 敦
児玉千里､ �名裕子､ 石井辰弥
石川恵理､ 吉田知代､ 子安 光
第55回岐阜県医学検査学会

平成29年３月 多治見

【はじめに】鍍銀染色は各施設で多種の変法が用いら

れており､ 染色プロトコールが統一化されていない｡

標準プロトコールの確立のためには至適染色条件を決
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定しなければならない｡ 今回我々は､ 鍍銀染色におい

て重要な要素の1つとされている分別工程に着目し､

分別条件と染色性との関連について検討したため報告

する｡

【対象と方法】10%緩衝ホルマリンで96時間固定した

肝臓(肝硬変)および､ 24時間固定したリンパ節(正常)

の7μm連続切片を作製し､ 分別条件のみを変えて染

色を行った｡ エタノール濃度と分別時間を以下のよう

に設定し､ 染色には当院ルーチンのプロトコールを用

いた｡ 染色結果の再現性を確認するため､ それぞれ

2組ずつ染色を行った｡

■分別液蒸留水､ 50％エタノール､ 70％エタノール､

95％エタノール､ 100％エタノール

■分別時間5秒､ 15秒､ 1分､ 5分

染色標本を複数名の技師で鏡検し､ 染色性の評価およ

び比較を行った｡ 評価項目と評価基準は以下のごとく

設定した｡

■評価項目①細網線維の染色性②膠原繊維の染色性③

細胞質および核の染色性④非特異的銀粒子の沈着状況

【結果】細網繊維はリンパ節､ 肝臓共にどの条件でも

同様な染色性を示した｡ 膠原線維はエタノール濃度が

低い条件下において黒色調を呈する傾向があったが､

高濃度エタノール､ 長時間の分別で赤色調を呈し細網

繊維とのコントラストが良くなった｡ ただし長時間の

分別では染色性に低下がみられた｡ 細胞質と核の染色

性は､ リンパ節では明確な差はみられなかったが､ 肝

臓ではいずれの分別条件においても染色性が不安定で

あった｡

【考察】低濃度エタノールで長時間分別した時､ 膠原

繊維の染色性はわずかに低下したが､ 分別条件が細網

線維の染色性に及ぼす影響は小さいと考えられた｡ 線

維間のコントラストを考慮すると95％ないし無水エタ

ノールで15秒以上の分別した時の染色性が良好であっ

た｡ 今回細胞質と核の染色性が不安定であったが､ 分

別条件との相関性は明らかではなかったため､ 分別条

件以外の組織固定状態や銀液の状態などが影響してい

る可能性が考えられる｡ 今後はそれらについても追加

検討する予定である｡

当院における非心臓部治療前心エコ－
検査の現状

診療検査科 (検査)
後藤繁優､ 中村 学､ 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81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【目的】心エコ－検査は, 心臓の形態的､ 機能的診断

が可能である非侵襲的な検査法であり､ 当院では非心

臓術前及び化学療法前 (以下､ 治療前) 検査としても

実施している｡ 今回はその現状の分析を試みた｡

【対象】2014年7月～2016年6月までの2年間に治療前

心エコ－を施行した2,489例､ 男性：1.200 例､ 女性：

1,289 例､ 年齢：3～105才､ 平均 70.9才であり､ 内訳

としては手術前検査が2,219例､ 化学療法前検査が270

例である｡

【検討項目】心エコ-総検査数に占める割合､ 依頼科

内訳､ 有所見を認めた割合､ 所見種類の内訳､ 有所見

症例の既往歴の有無､ 検査結果に伴い治療に至らなかっ

た症例等について検討した｡ 尚､ 心エコ－検査上有所

見と判断するおおよその基準を独自に定めて分析した｡

【結果】2年間に施行した心エコ－検査総数は35,026

例であり､ 治療前心エコ－数2,489例の占める割合は

7.1％であった｡ またその内､ 有所見を認めた症例数

は269例であり､ その割合は10.8％であった｡ さらに

有所見中､ 13例が治療の中止・延期とされた｡ 有所見

の疾患別内訳では､ 多い順に弁膜疾患155例､ 虚血性

心疾患61例､ 左室収縮能低下36例､ 心筋疾患31例､ 心

嚢液貯留26例､ 右心負荷5例､ その他として13例であっ

た｡ 但し同一症例で複数の疾患がある場合は全てを総

計した｡ その他には､ 血栓・疣贅・シャント所見等が

含まれた｡

【結語】循環器以外の非心臓治療前心エコ－検査の必

要性・有用性が示唆された｡
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経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)の
人工弁サイズ決定における3D経食道
心エコー図(3D-TEE)の有用性

診療検査科 (検査)
北洞久美子､ 後藤繁優､ 橋ノ口由美子
藤原真喜

診療検査科 (画像)
堀 貴好､ 中村 学､ 澤 幸子

循環器内科�木健督､ 森田康弘､ 坪井英之
第81回日本循環器学会学術集会

平成29年３月 金沢

【背景】当院では2015年12月より経カテーテル大動脈

弁留置術(TAVI)が施行され､ 3D経食道心エコー図

(3D-TEE)の観察下で手技が行われている｡

【目的】TAVI症例において3D-TEEとMDCTから得ら

れた大動脈弁輪面積を比較し, 人工弁サイズ決定に

3D-TEEが有用であったかを検討した｡

【対象】当院で高度大動脈弁狭窄に対して, 3D-TEE

とMDCT両方のサイジングによりTAVIを施行した連

続15例

【結果】3D-TEE とMDCTのいずれも全例で大動脈弁

輪面積計測が可能で, TAVI後に大動脈基部損傷 (弁

輪破裂, 大動脈解離, 心タンポナーデ等) や中等度以

上の弁周囲逆流の合併は認めなかった｡ 大動脈弁輪面

積計測値はMDCTのほうが大きく (3D-TEE：410.9±

66.6mm2､ MDCT：422.7±54.6mm2)､ その差は11.8

±21.9mm2､ 3.1±5.5%であった｡ 大動脈弁輪面積が

CT計測で394mm2であった2例において､ 3D-TEEで各々

415mm2､ 350mm2であったため､ 人工弁サイズは26

mm､ 23mmを選択した｡

【考察】3D-TEE とMDCTの計測値は諸文献と比較し

て良好な一致が見られた｡ 3D-TEEの計測値を考慮す

ることで､ より適切な人工弁サイズの選択を行うこと

ができ､ 安全な手技につながった可能性が考えられた｡

[パネルディスカッション]

PT延長

診療検査科 (検査)
杉 山 直 久
平成28年度日臨技中部圏支部医学検査学会

平成28年12月 金沢

【はじめに】PT (プロトロンビン時間) は､ 外因系

凝固因子 (第Ⅶ因子) と共通系凝固因子 (第Ⅰ､ Ⅱ､

Ⅴ､ Ⅹ因子) に異常がないか否かを検索する基本的な

検査である｡ これらの因子のうち共通系凝固因子 (第

Ⅰ､ Ⅱ､ Ⅴ､ Ⅹ因子) の欠乏や異常があるとPT､

APTT (活性化部分トロンボプラスチン時間) がとも

に延長する｡ 以下にPT､ APTTともに延長､ PTのみ延

長する代表的疾患・病態について記す｡ また凝固検体

を測定する際に生じるアーチファクトの影響について

も記す｡

【検査の意義】 (PT､ APTTともに延長する代表的疾

患・病態) 1)先天性疾患・病態：無フィブリノゲン血

症・フィブリノゲン異常症､ 第Ⅱ因子欠乏症・異常症､

第Ⅴ因子欠乏症・異常症､ 第Ⅹ因子欠乏症・異常症

(※) 2)後天性疾患・病態 (1) ワルファリン内服中：

ワルファリンはビタミンK拮抗薬であり､ ビタミンK

依存性凝固因子である第Ⅱ､ Ⅶ､ Ⅸ､ Ⅹ因子が低下す

る｡ これらの凝固因子のうち第Ⅶ因子の半減期が最も

短く､ 最初に低下するためAPTTよりもPTの方が先に

延長してくる｡ (2) ビタミンK欠乏症：凝固第Ⅱ､ Ⅶ､

Ⅸ､ Ⅹ因子はビタミンK依存性凝固因子であり､ 欠乏

をきたすと凝固時間は延長する｡ 原因として①ビタミ

ンK摂取量の著しい不足､ ②腸内細菌叢からの内因性

ビタミンKの供給低下､ ③胆汁や膵液の分泌障害に

よる吸収能の低下などがある｡ 欠乏を疑った場合は､

トロンボテストあるいはへパプラスチンテスト､

PIVKA-Ⅱの測定を行う｡ (3) 重症肝障害 (肝硬変､

劇症肝炎など)､ 低栄養状態:凝固因子は肝臓で産生さ

れるため､ PT､ APTTがともに延長する｡ その場合総

蛋白､ アルブミン､ コリンエステラーゼ等も測定する｡

(4) DIC (播種性血管内凝固症候群) ：凝固因子の消

費性欠乏によりPT､ APTTが延長する｡ DICを疑った

場合は血小板数､ FDP､ D-dimer､ フィブリノゲンな

どを測定する｡ (5) 新規経口抗凝固薬内服時：経口ト

ロンビン阻害剤 (ダビガトラン)､ 経口Ⅹa阻害剤 (リ
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バーロキサバンなど) は共通系凝固因子を阻害するた

めPT､ APTTがともに延長する｡ (6) 共通系凝固因子

(第Ⅰ､ Ⅱ､ Ⅴ､ Ⅹ因子) に対するインヒビターの存

在 (※) (PTのみ延長する代表的疾患・病態) 1)先天

性疾患・病態：外因系凝固因子 (第Ⅶ因子) 欠乏症・

異常症 (※) 2)後天性疾患・病態：外因系凝固因子

(第Ⅶ因子) に対するインヒビターの存在 (※)

(※) ワルファリン内服､ ビタミンK欠乏症､ 肝障害､

低栄養状態などが除外された場合､ 第Ⅰ､ Ⅱ､ Ⅴ､ Ⅶ､

Ⅹ因子欠乏症・異常症あるいはインヒビターの存在が

考えられる｡ その場合､ クロスミキシング試験を行う

とともに個々の凝固因子を測定する｡ (アーチファク

トの影響) 1)抗凝固剤 (クエン酸ナトリウム) との混

合比1:9を守らないと異常値となる｡ 血液量が少ない

と上清血漿中のクエン酸ナトリウムの濃度が高くなり

凝固時間は延長する｡ (APTT>>PT)｡ 2)クエン酸ナト

リウム以外の抗凝固剤 (例えばEDTA-2K) を使用す

ると凝固時間が延長する｡ 3)ヘパリンロックされたラ

インから採血すると凝固時間は延長する (APTT>>PT)｡

4)採血管内で凝固が極度に進行した検体では､ 凝固因

子が消費され凝固時間が延長する｡

【まとめ】異常値に遭遇した場合､ アーチファクトの

影響がないことを確認し､ 本来の臨床症状に合った正

確な測定値であるかを判断し､ 臨床側に正確な検査結

果を報告することは重要である｡

[ワークショップ]

Second look USと造影超音波の併用に
おける当院での検査方法とレポート作成

診療検査科 (検査)
今吉由美､ 高田彩永

診療検査科 (画像)
堀 優

外 科
亀井桂太郎
第36回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年５月 京都

【目的・対象】当院ではsecond look US時に､ Bモー

ドで認識し得た病変がMRIやCTなど他モダリティー

にて指摘された病変と一致するか否かを確認する方法

として造影超音波検査 (CEUS) を施行している｡ ま

たCEUSを行うことにより､ その病変がどのような病

態かを推定しうる場合もある｡ second look USを行う

例として､ MRIでのみ指摘された①悪性病変がある場

合の副病変 (娘結節) の同定｡ これは切除範囲など手

術方法決定目的となる｡ ②その他first USで指摘でき

なかった病変の検索｡ これは主に良悪性判定やインター

ベンション適応の有無を目的としている｡

【検査方法・画像の判定方法】CEUSを行うにあたり

Bモードで病変を認識し得ることが第一条件と考える

が､ 大まかな位置を推定できれば､ 染影が持続する､

あるいは背景乳腺と明らかに造影の様子が異なる場合

などでは病変の同定が可能となる場合もある｡ まず

MRI画像にて目的とする病変の位置や形状を確認し､

USではどこにどのような病変が存在するかを推定し

ながらBモードUSを行う｡ 認識困難な場合は､ 位置は

背景乳腺の形や血管走行を参考にし､ 形状を照らし合

わせるなどして大まかに同定する｡ 続いてCEUSを行

う｡ 病変が同定可能な場合は断面を固定して1分間観

察し､ その後任意断面で観察する｡ 病変の同定困難な

場合は､ 最も疑われる部位を固定して1分間観察し造

影されなければ推定領域をスイープして探索する｡ 造

影される部分が見つかれば､ その部分を再静注により

評価する｡ 造影パターンなどをMRIと比較し目的とし

た病変かどうか判定する｡ また良悪の判定が困難であ

る病変ではインターベンションの際にCEUS画像がター

ゲット同定に有用となる｡

【レポート作成】〈検査記録項目〉使用機器等の撮像

条件､ 患者体重とソナゾイド投与量､ 再静注の有無や

卵アレルギーの有無､ 病変の詳細 (Bモードに加えカ

ラードプラやエラストグラフィの所見)､ 造影所見｡

〈記載方法〉造影所見は染影パターンや血管構築パター

ンの用語を用い､ 造影のされ方､ 範囲などをフリーで

記載｡ 最終的な超音波判定はBモードを基に造影の結

果を加味して判定し､ 病変の推定やインターベンショ

ン適応の有無などを追記する｡ また臨床医に解り易い

画像を添付しておく｡

【結語】Second look USと造影超音波の併用における

当院での検査方法とレポート作成について紹介した｡

今後の乳房造影超音波検査の発展には目的に応じた

検査方法の確立や報告様式の統一化が望ましいと思わ

れる｡
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まずは見てみよう！造影超音波検査
(良悪性鑑別編) ～悪性の典型画像～

診療検査科 (検査)
今吉由美､ 高田彩永

診療検査科 (画像)
堀 優

外 科
亀井桂太郎
第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成28年10月 埼玉

【はじめに】乳房悪性病変の造影超音波 (CEUS) 所

見について, 典型的な症例を数例提示する.

【症例1】不整形で境界明瞭粗ぞうな腫瘤. 内部エコー

はやや不均一な低エコーで後方エコーは増強する. 前

方境界線は断裂し一部にhaloを認める. カラードプラ

では内部を貫通する線状の血流シグナルを認め, Bモー

ド上は充実腺管癌 (もしくは広義の硬癌) を疑う像で

ある. CEUSでは, 腫瘤内部は周囲乳腺が造影される

タイミングより早く, 強く造影される. 概ね均一な染

影を示すが, 腫瘤周囲にも広がるように強い染影が認

められ周囲への腫瘍の浸潤 (進展) が示唆される. 硬

癌の症例である.

【症例2】多角形～分葉形を呈する境界明瞭粗ぞうな

腫瘤. 内部は均一な低エコーで後方エコーは不変. 周

囲に脂肪が多く前方境界線断裂は不明瞭である. カラー

ドプラでは腫瘤を蛇行横断するように血流シグナルを

認める. Bモード上は充実腺管癌を疑う像である.

CEUSではBモードとほぼ同じ範囲が, やや不均一に

強く造影され, 明らかな不染域を認める. 充実腺管癌

の症例である.

【症例3】内部に点状高エコーを有する淡い低エコー

域. カラードプラ上, 内部血流は乏しい. Bモード上

は悪性病変があるとはっきり断定しえないがDCISを

疑う像である. CEUSではBモードと同じ範囲が周囲

乳腺より早く, やや強く不均一に造影される. Low

grade DCISの症例である.

【まとめ】 悪性病変の典型的な造影超音波所見とし

ては, 腫瘍の浸潤・進展を示唆する所見として ｢Bモー

ド像よりも広い範囲が造影される｣ こと, また病変内

部の壊死や繊維化などを反映する所見として ｢染影が

不均一で, 時に不染域が見られること｣ が挙げられる.

補助循環の最前線
～PCPS,ECPR,ECMO～

臨床工学技術科
山 田 哲 也
TERUMO セミナー

平成28年６月 名古屋

長期型遠心ポンプキャピオックス遠心ポンプ
SLを使用したEBS回路の使用経験

臨床工学技術科
小山富生､ 山田哲也､ 高木理守
川地大樹､ 山岸隆太､ 古田一成
高田賢斗
第42回日本体外循環技術医学会大会

平成28年10月 東京

現行販売されている短期型の遠心ポンプCX－SP45X

(SP) はハウジング底部の回転軸上で回転体を回す構

造で､ 回転軸ベアリングへの流体の侵入を防ぐ軸シー

ルが必用であった｡ 長期型のCX-SL45X (SL) は回転

体を貫いた軸がハウジング上下のスリーブで回転する

ピボット構造になっている｡ 回転体は放射状に延びる

6本の直線流路を持つ回転体を踏襲し､ 遠心ポンプの

力学的特性は大きく変更されていない｡ SPにおいて

は回転体底面の軸部にドーナツ状の血栓を作りやすく､

この血栓とともに熱の放散が妨げられる問題があった

がSLはこの部分が改善され､ 血栓の出来にくい構造

となっている｡

【目的】キャピオックス遠心ポンプSLが認可され､

2016年2月から5月までにこのポンプを組み込んだ経皮

的心肺補助回路を使用したので使用後回路を観察した

結果を報告する｡

【症例】SLポンプと長期型人工肺CX－LX2Lを組み込

んだEBSキットを循環不全及び呼吸不全に対して使用

した｡ 靜動脈｡ 静脈静脈による経皮的心肺補助を､ 延

べ4例11セットを使用した｡ ACTは概ね200から250秒

に調整した｡ 使用を開始した初期の症例では遠心ポン

プの連続使用に際し7日間を目途に交換したが､ 血栓

の発生が少なかったことより人工肺ハウジングの血栓､

ビリルビン､ LDHなど血液学的な急激な変動がなけ
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れば連続して使用する方針とした｡

【結果】EBSキットの連続使用時間は42から410時間

であった｡ 使用後のSLを観察すると､ 底面の軸に小

さなリング状の血栓が数個に確認されたが､ SPタイ

プで観察されたような回転体底面の軸中心部における

ドーナツ状の発達した血栓は見られなかった｡ 使用後

の人口肺を観察するとピボットで出来たと考えられる

血栓が少数確認された｡ 人工肺のガス交換性能が低下

する症例はなかった｡

【まとめ】少数の使用ではあるが､ 新たに開発された

SLは血栓の発生が少なく長期用の遠心ポンプとして

有用性が期待できる｡

PCPS施行中にSwan-Gabzカテーテル
による肺動脈穿孔を来した一症例

臨床工学技術科
山 田 哲 也
第42回日本体外循環技術医学会大会

平成28年10月 東京

人工肺圧力損失の評価のための圧力
損失-流量特性のリアルタイム表示

臨床工学技術科
小山富生､ 山田哲也､ 高木理守
川地大樹､ 山岸隆太､ 古田一成
高田賢斗
第31回心臓血管外科ウインターセミナー

学術集会

平成29年１月 長野

【はじめに】人工心肺において人工肺の圧力損失が上

昇することが極希ではあるが発生し､ 最近の話題となっ

ている｡

【目的】人工肺の圧力損失は流れている流量と関連付

けて判断することが必要である｡ 我々は流量-圧力損

失のプロットグラフをリアルタイムに表示するモニタ

リングを行ってきたので､ その有用性を報告する｡

【方法】圧力損失-流量グラフ上にカタログスペック

(Hb12g/dL, 牛血) にある圧力損失特性をグラフ上に

表示し､ これを基準線とした｡ グラフ上にリアルタイ

ムで表示されるプロットを観察した｡

【結果】希釈体外循環ではヘマトクリット(Ht)が低下

するため血液粘度が低下し､ 基準線より低い圧力損失

で推移する｡ 超低体温を併用する場合､ Ht 20%程度

でも血液粘度が上昇することにより､ 圧力損失は基準

線近くまで上昇する｡ また血液希釈を行わない小児の

輸血充填症例では基準線近くを推移する｡ 圧力損失-

流量グラフのリアルタイムプロットはおよそ推測され

る血液物性に応じた圧力損失変化を示した｡

【まとめ】人工肺の圧力損失-流量特性のリアルタイ

ム表示は人工肺の圧力損失特性を正確に把握する上で

有用である｡

[シンポジウム]

当院における房室伝導優先機能の
設定基準

臨床工学技術科
辻 善 範
第50回ペーシング治療研究会

平成28年９月 名古屋

[パネルディスカッション]

心室ペーシングは必要である
～房室伝導優先機能に依存するのは危険～

臨床工学技術科
辻 善 範
第26回日本臨床工学会

平成28年５月 京都

現在様々な大規模試験により､ 心室ペーシングの弊害

が報告されている｡ これらの結果から不要な心室ペー

シングを回避すべく､ 各種房室伝導優先機能が使用さ

れている｡ しかし､ これらの機能の登場によりペーシ

ングアルゴリズムは複雑化し､ 心室ペーシング抑制が
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かなり許容される作動状況を生み出すこととなった｡

これによりAAIでは房室ブロック発現時に対応し切れ

ず､ PQ時間延長症例における心機能への影響も懸念

される｡ またこの機能を設定した患者において､ 重篤

な致死性不整脈が発生した事例報告もされている｡ こ

れは様々な作動状況を作り出す房室伝導優先機能特有

の副産物であり､ この機能に依存して不用意なペーシ

ング回避を行うことは非常に危険である｡

今回のセッションではそれらを盲目的に用いるので

はなく､ リスクとベネフィットを熟慮したうえで設定

を考慮することの重要性を訴えていきたい｡

[ワークショップ]

設定変更考察
～ベストな設定をみんなで熟慮～

臨床工学技術科
辻 善 範
第16回JSCIEDs研究会

平成28年６月 広島

[セミナー]

遠心ポンプの特性について
～補助循環における遠心ポンプ～

臨床工学技術科
小 山 富 生
補助循環の最前線 -PCPS,ECPR,ECMO-

平成28年６月 名古屋

不応期とブランキング

臨床工学技術科
辻 善 範
第16回JSCIEDs研究会 教育セミナー

平成28年６月 広島

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｡

遠隔モニタリングを活用した
デバイス管理

臨床工学技術科
辻 善 範
GACET教育セミナー2016 循環器関連セミナー

平成28年12月 岐阜

自己抜去予防に対するKYラウンド有効性の
検討～KYラウンド実施によるICU経験年数
別意識変化と自己抜去件数の関係～

看 護 部
武藤志帆､ 向後沙也佳､ 松尾美千代
藤井有里
日本集中治療医学会 東海北陸地方会

平成28 年６月 名古屋
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【目的】当院集中治療室 (以下ICU) では昨年度自己

抜去11件発生した｡ そこで､ KYラウンドを実施し､

自己抜去予防に取り組み､ 発生件数減少につながった

ため報告する｡

【方法】平成27年6月～12月：ICUに入室した全患者

に対してKYラウンドを実施｡ 12月：スタッフの自己

抜去に対する認識アンケート調査を実施｡

【倫理的配慮】研究の趣旨を説明し､ 個人が特定され

ない方法とする｡

【結果】アンケート調査では､ ｢担当患者以外の覚醒

状況・抑制状況等の把握をしている｣ と回答したスタッ

フをKYラウンド実施前後で比較すると､ ICU経験年

数別に１年目：37％→78％､ 2年目：63％→75％､ 3～

4年目：80％→86％､ 5年目以上88％→100％とどの段

階でも増加した｡ また､ ｢KYラウンド実施により事故

防止に対する意識が向上した｣ と回答したスタッフは

100％であった｡ その結果､ 本年度自己抜去発生件数

は2件と大幅に減少した｡

【考察】KYラウンド実施前後のアンケート調査の比

較と､ KYラウンド実施後の自己抜去件数が大幅に減

少したことから､ KYラウンド実施はスタッフの意識

向上に繋がり､ 自己抜去予防強化に対して有効である

と考える｡

【結語】１. KYラウンドは自己抜去予防に有効であ

る｡ ２. KYラウンドはスタッフの意識向上に有効で

ある｡

A病院におけるコードブルー182件の
検証と今後の課題

看 護 部
和 田 孝
日本看護学会 急性期看護

平成28年７月 那覇

【目的】A病院では､ 2007年 (平成19年) から院内患

者に対して､ 予測を超えた有害事象が生じた場合に急

変時対応システム (以下､ コードブルーと称す) を起

動する体制がある｡ これは心停止を対象としたシステ

ムではなく､ 意識低下やショック徴候による起動も容

認されている｡ システム開始から9年が経過したが内

容分析がされていない｡ 今回､ 事後検証と今後の課題

を明らかにしたため報告する｡

【方法】対象は2007年10月から2015年5月までの182件

で､ 診療録や看護記録から後ろ向きに調査した｡ 内容

は､ 患者年齢・性別､ 発生場所・時間帯､ コードブルー

発令までの時間､ AED装着までの時間を調査した｡

年齢は中央値 (四分位点)､ その他の数値は平均値を

用いた｡ コードブルー発令までの時間と患者転帰につ

いてはt検定を行い､ 両側検定でp値が0.05未満を有意

差ありとした｡ また､ 急変前 (8時間以内) の徴候

(気道・呼吸障害､ 循環障害､ 意識障害) について調

査した｡

【倫理的配慮】本研究で得られた情報は､ 本研究以外

では使用せず､ 個人が特定されないように管理した｡

なお本研究は､ A病院倫理委員会の承認を得て実施

した｡

【結果】症例の男女比は､ 男性122件 (67％)､ 女性60

件 (33％) と男性が多かった｡ 患者年齢は中央値73歳

(62-81) であった｡ 発生場所で多かったのは､ 循環器

科病棟が36件 (20％)､ 呼吸器科病棟が34件 (18％)

であった｡ 発生時間は､ 午前6時が21件と最も多く､

夜勤帯が全体の50％を占めていた｡ コードブルー発令

までの時間は､ 平均4.45分 (最小値1分､ 最大値22分)

であった｡ コードブルーの発令が遅いと患者死亡率は

増加傾向であった (p＜0.05)｡ 患者発見時の状態につ

いては､ CPAは122件 (69％)､ non-CPAは55件 (31%)

とCPAが多かった｡ AED装着までの時間は､ 平均6.71

分 (最小値1分､ 最大値34分) 要していた｡ 急変前の

徴候は､ 気道・呼吸障害が45％､ 循環障害が30％､ 意

識障害が7％､ その他18％であった｡

【考察】発生時間は､ スタッフが手薄になる夜勤帯が

50%を占めており､ 少ないスタッフでいかに質の高い

心肺蘇生法を実施して応援医師につなぐことができる

かが重要になる｡ 看護部での急変時教育は､ 新人看護

職員にはBLS (一次救命処置)､ 教育レベルⅡ (3年目

の看護師) は､ ICLS (Immediate Cardiac Life Support)

研修を実施している｡ しかし､ コードブルー発令まで

の平均時間が4.45分であり､ 急変の認識に時間がかかっ

ている事が考えられる｡ 院内では､ 3分を目標にAED

を装着することが推奨されており､ 今後さらに教育し

ていく必要がある｡ 急変前の徴候は､ 気道・呼吸と循

環障害で75％を占めている｡ Scheinら1) は､ ｢院内で

心肺停止に至った64人のうち､ 54人 (84%) に心停止

前の8時間以内に呼吸や循環､ 意識レベルの異常をみ
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とめた｣ と報告している｡ また発生場所は､ 循環器と

呼吸器の病棟で全体の約40％を占めており､ 呼吸・循

環に対して急変を見抜くための観察眼を養う必要があ

る｡ 現行の教育は､ 心停止に至ったあとの心肺蘇生法

が主であったが､ 急変を見抜くフィジカルアセスメン

トも並行して教育する必要がある｡ また､ 先行研究か

ら､ ｢心停止ではないが異常な徴候に対してコードブ

ルーを発令することに看護師は躊躇する｣ 2) と報告

されており､ 心停止に至る前の急変対応システムとし

て､ RRS (Rapid Response System) の構築がA病院に

も必要であると考える｡

【結論】１. A病院でのコードブルー症例の特徴と今

後の教育内容が明らかになった２. 心停止に至る前の

急変対応システム (RRS) の構築が必要である｡

【引用文献】1) Schein RM,Hazday N,Pene M et al:

Clinical antecedents to inhospital cardiopulmonary

arrest.Chest,98, 1388- 1392,19902) 児玉貴光,藤谷茂樹：

RRS院内救急急変対応システム, メディカル・サイエ

ンス・インターナショナル,132-133, 2013,

看護師で行う電子カルテのメンテナンス
による効果

看 護 部�木康裕､ 鬼頭典良､ 児玉憲子
熊沢満智子､ 小島美加､ 浅井紀子
尾石仁志
日本看護学会 急性期看護

平成28年７月 那覇

【目的】電子カルテのメンテナンスによって入院業務

の時間が短縮できることを明らかにする｡

【方法】1回目の調査は､ 2015年9月に実施｡ a病棟・

b病棟・c病棟・d病棟の教育レベルⅠ～Ⅳの看護師で

各病棟から教育レベル毎に1､ 2名を無作為に選出した

計26名を対象に､ それぞれの病棟の旧オーダと新オー

ダでの入力時間を調査した｡ 2回目の調査は､ 2016年

1月に実施｡ 教育レベルⅠ～Ⅳのa病棟看護師17名と

e病棟看護師8名を対象に､ e病棟での入院を想定した

看護オーダを入力してもらい､ 旧オーダと新オーダで

の入力時間を調査した｡ 入力時間は自己で測定し､ 結

果を調査用紙に記入してもらった｡ 結果の検証には､

マン・ホイットニーのU検定と多重比較検定を用いた｡

有意水準は１％とした｡

【結果と考察】1回目と2回目の調査のいずれにおいて

も､ 旧オーダと新オーダの入力時間には有意性が認め

られ､ 電子カルテのメンテナンスが時間短縮に効果的

であったといえる｡ ステップ1の短縮時間が大きく病

棟熟練度の低いものは､ 短縮時間の恩恵が大きいと考

えたが､ 1回目の調査では有意差は認められなかった｡

しかし､ 2回目の調査で､ a病棟とe病棟の新旧オーダ

間の入力時間の差に有位性が認められため､ やはり病

棟熟練度が低いものは､ 短縮時間の恩恵が大きいこと

が示唆される｡ 全てのものが､ 今までよりも看護ケア

自体に時間を費やすことができ､ 病棟熟練度の低いも

のは､ 看護ケアの技術や知識に習得にも力をいれるこ

とができると考える｡

【結論】電子カルテメンテナンスは､ 入院業務の短縮

において効果があった｡ また､ 病棟熟練度の低いもの

は､ 時間短縮の恩恵を受けやすい｡ このことは､ 看護

ケアの質の向上につながる｡

NICU/GCUにおける災害対策-減災
勉強会を実施して―

看 護 部
豊長寛臣､ 高木あゆみ､ 川瀬由加里
野村 彩､ 服部京子
日本看護学会 急性期看護

平成28年７月 那覇

【はじめに】巨大震災の発生が予想される現在､ 医療

機関における災害発生時の対応を検討することの重要

性が言われている｡ 当院でも､ 災害発生時の対応を定

めたマニュアルや､ 発災時初動を記したアクションカー

ドの整備が進められてきた｡ しかし､ 現在の災害対策

においては被害を小さくする ｢減災｣ の重要性が唱え

られており､ ｢防災｣ よりも ｢減災｣ に着眼されてい

る傾向にある｡ そこで今回､ 防災デザイン研究会が示

すクェイクシールを使用し､ 当院NICU/GCU内の環境

の現状を確認し､ 危険個所の把握とその対策について

話し合う減災勉強会に取り組んだ｡ 勉強会の効果と今

後の課題について報告する｡

【研究方法】1.研究期間：平成27年10月～平成28年
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1月 2.対象：NICU/GCU看護師30名 3.内容：1)平成

27年12月､ 1月に勉強会の実施①E-Defenseの加震実験

映像の視聴②クェイクシールを用いた環境評価③病棟

内の危険個所､ 改善策についての話し合い2)平成27年

10月､ 平成28年1月にアンケート調査を実施した｡

【倫理的配慮】スタッフに本研究の目的､ 方法､ 返答

によって不利益を受けないことを口頭で説明した｡

【用語の定義】クェイクシール： ｢動くもの､ 倒れる

もの､ 飛ぶもの､ 落ちるもの､ 割れるもの｣ の5種類

があり､ それぞれに対応した危険個所に貼り､ 震災時

に環境にどのような危険があるかを評価するために用

いるシールのこと｡

【結果】勉強会を実施し病棟内の危険個所として､ 動

くものについて40箇所､ 倒れる物について34箇所､ 飛

ぶものについて34箇所､ 落ちる物について32箇所､ 割

れる物について27箇所が抽出できた｡ 改善策として

｢窓のカーテンを開けっぱなしにしない､ 安全な場所

を作る､ ガラスに飛散防止フィルムを貼る､ 棚や家具

にL字金具を付ける､ 避難経路に物を置かない､ 保育

器の高さを常に低くしておく､ 椅子は使ったら片付け

る､ 高いところに物を置かない｣ などの意見がでた｡

現在までに､ ｢窓のカーテンを開けっぱなしにしない､

避難経路に物を置かない､ 高いところに物を置かない｣

の3点を改善した｡ また､ アンケートでは ｢減災とい

う言葉を知っているか｣ という問いに対し､ 知ってい

ると答えた看護師が勉強会前は50％であったが勉強会

後は90％になった｡ ｢減災のために日頃から気を付け

ていることは何か｣ の問いに対しては､ 勉強会前は

｢保育器のストッパーをかける､ シーリングモジュー

ルアウトレットの真下に保育器を置かない｣ という意

見が多かったのに対し､ 勉強会後は ｢病棟内の整理整

頓､ 椅子を使ったら片付ける｣ という意見が多かった｡

さらに勉強会後には､ ｢初めにE-Defenseの動画を見た

ことで具体的にイメージがもちやすくなった､ 自部署

だから評価がしやすく､ 興味も持てた｡｣ という意見

があった｡

【考察】勉強会を通して､ 病棟の環境のどこがどのよ

うに危険かをより明確に考えることができるようになっ

た｡ 日頃から気を付けることについても､ 患者視点か

らだけでなく看護師視点からも考えられるようになっ

た｡ これはE-Defenseの動画を見てイメージを持った

上で､ 自分たちの目で実際に環境評価をしたことでア

セスメントの視点が増えたためであると考えられる｡

また､ 稲田らは 1 ) ｢災害拠点病院はその責務として､

災害に強い病院を作り上げ､ 災害時の医療対応準備に

取り組む必要があるが､ 大前提として､ できるだけ多

くの職員を､ いかにしてその気にさせるかが重要であ

る｡｣ と述べている｡ 今回､ 全員で災害について考え

出す手掛かりにすることができたため､ 今回の勉強会

をきっかけとして､ 引き続き災害に強い病棟を作って

いく必要がある｡

【まとめ】1.マニュアルだけでなく､ 実際にイメージ

した上での日々の対応が必要である｡ 2.クェイクシー

ルを用いた環境評価は､ 災害時の対応を考える手掛か

りにできる｡ 3.引き続き､ 環境改善に努めていく4.ハー

ド面での改修には限界がある｡

引用文献1)稲田 眞治：すべての病院職員をその気に

させる災害準備と減災対策の試み 日本集団災害医学

会雑誌 第17巻 第4号 ｐ.624

看護師業務の負担軽減のための取り組み
～看護補助者の時差勤務を導入して～

看 護 部
清 水 より子
日本看護学会 看護管理

平成28年９月 金沢

【目的】看護補助員の時差勤務を導入することで､ 看

護師は看護業務に専念でき､ 看護サービスの質の向上

に繋げる｡ また､ 看護師の時間外労働時間が減少し､

看護師業務の負担を軽減する｡

【方法】１. 調査期間： 試行前Ｈ26 .10/21～24・試

行後Ｈ27.１/20～23・時差勤務後Ｈ27.10/19～23 2.

対象：脳神経外科・耳鼻科混合病棟の看護師・補助員

3. 調査項目：1) 業務内容調査・排泄ケア件数・ナー

スコール対応時間・患者見守り/モニター当番､ 2) 時

間外労働､ 3) 苦情件数､ 4) やりたい看護のアンケー

ト調査､ 5)看護補助員のアンケート調査

【倫理的配慮】本研究は看護部教育委員会の同意を得

て進め､ アンケート内容は個人を特定せず研究以外で

は使用しない｡

【結果】1) 看護師・補助員業務の内容調査では看護

師がペアで排泄ケアをしていた件数が増加した｡ ナー

スコール対応平均時間は26年10月と比べ､ 27年10月は
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0.5分早くなった｡ 患者見守り・モニター当番は､ モ

バイル端末が導入され拘束時間は無い｡ 2) 時間外労

働は､ 26年1月に比べ27年10月は60分減った｡ 3) 苦情

件数は平成26年4月～11月までは9件､ 時差勤務後は看

護職員に対する苦情はない｡ 4) やりたい看護のアン

ケート調査では､ 看護の質が担保出来ているが50％､

できていないと回答した中には自分に余裕がなく患者

に優しく接することができない・ベットサイドにいる

時間が短い人が減った｡ 5) 看護補助員のアンケート

調査では､ 時間内に終了できた人できなかった人共に

40％､ 早く終了した人20％であった｡ 体調については

少々疲れるが40％､ 他は良好と問題なく､ 全員が家族

の協力を得られた｡

【考察】看護補助員の時差勤務導入後看護の質が担保

出来ている人は増加し､ 補助員の時差勤務による影響

は大きい｡ 看護の質が担保されていないと答えている

人も ベットサイドにいる時間や自分の余裕ができた

人が増えている｡ 27年の10月は必要度が高いにも関わ

らずナースコール時間は0.5分早くなり患者対応する

意識が高くなっている｡ 看護ケア件数では､ 必要度が

高い時期でも同じようにケアが実施できた｡ これは協

力的に業務ができ､ 補助員に必要時支援を受けること

ができている｡

【結論】１. 看護補助員の時差勤務は看護師の時間外

労働の減少には明らかな効果は得られなかったが､ 看

護の質が担保できるようになった｡ ２. 補助員の時差

勤務は病棟の状況に合わせて終了時間を決めることが

できるメリットがある｡

退院前・後家庭訪問を通しての人材育成
～地域を知る必要性～

看 護 部
服部京子､ 野村 彩､ 野村弥生
日本看護学会 看護管理

平成28年９月 金沢

【はじめに】医療・介護総合確保法の成立により､ 地

域包括ケアシステムの構築がうたわれ､ 医療と介護を

つなぎ､ 地域の特性に応じた連携・協働体制を整備す

ることが必要であるといわれている｡ 新生児看護を提

供する､ A急性期病院NICU/GCUは､ 入院児の円滑な

在宅療養への移行・維持を図るために､ 在宅支援を行

う医療福祉関係者と連携することが不可欠である｡ し

かし､ 病棟看護師は地域で家族がどのように生活を送っ

ているかを知らずに退院指導を行っている｡ そこで平

成26年度より､ 在宅療養移行支援のために退院前後家

庭訪問を開始した｡ この取り組みを通して､ 急性期病

院の看護師に求められる退院支援とはなにか方策と今

後の課題を明確化できた｡ 人材育成の視点での退院前

後家庭訪問の有用性について報告する｡

【研究方法】対象者：NICU/GCU看護師27名 調査期

間：平成28年1月 調査方法：自己記入式アンケート

調査【倫理的配慮】本研究は､ 看護部倫理委員会で承

認を得ており､ 研究対象者には研究の趣旨､ 個人を特

定しないこと､ 情報は研究のみに使用すること､ 不利

益を被る事のないことを口頭で伝え同意を得た｡

【用語の定義】退院前後家庭訪問：在宅療養において

①医療的ケア・運動リハビリの継続が必要②多胎児③

社会的事情や家庭事情により育児支援者がいないもし

くは少ない､ のいずれかに該当する患者に対して､ 退

院前後に退院予定先に病院看護師と地域支援者が共に

家庭訪問を行うこと

【結果】アンケート回収率は100％であった｡ 回答者2

7名のうち､ 部署経験1～5年目の看護師は (81％) 看

護師経験5年目未満の看護師 (51％) であった｡ また､

子育て経験のある看護師は (51％) であった｡ 退院前

後家庭訪問を経験した看護師は２１名であった｡ 訪問

に行って感じたことは何かの問いについては､ 患者家

族の生活の実際をみて在宅療養を想像することができ

たとの回答が (44%) あった｡ また､ 在宅療養に対す

る家族の不安を知ったが (20%) 従来の退院指導方法

の振り返りが2名であった｡ 訪問に行って退院支援に

行かせたことはあるかの問いに対して､ 積極的に情報

収集するようになったが (18%)､ ｢具体的に方法を提

示できるようになった｣ ｢家族と相談しながら育児方

法を検討するようになった｣ が (37％) であった｡

【考察】退院前後訪問により感じたことの問いに対し

て､ 多くの看護師が ｢患者家族の生活の実際を目にす

ることができ､ 患者が家庭で生活するイメージを持つ

ことにつながった｡｣ と回答し､ さらに､ その生活イ

メージから具体的な育児ケア方法の提示や､ 家族と相

談し家族に合わせた方法を提案するという回答もみら

れたことから､ 家庭訪問という機会を通して､ 退院指

導について患者のニーズを考え実践できるようになっ
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た｡ また､ 退院支援に活かせたことの問いに対して

NICU看護師は､ ｢情報収集するようになった｣ と回答

し､ GCU看護師は ｢指導に活かしている｣ と答えて

いることから､ 家庭訪問という経験を自身に引き寄せ､

学びに変えていることが分かった｡ 急性期病院での看

護師の現任教育は､ OJTにより看護技術のテクニカル

ラダー等を通して実践が評価され､ 院内研修等を通し

て自己研鑽により知識・技は磨かれていく｡ しかし､

退院支援に関する知識・スキルはOFF-JTが能力開発

の中心であり､ 学習の程度にはばらつきがある｡ 今回､

退院前後家庭訪問を実施したことは､ 患者に対する退

院支援を行うと同時にOJTによる能力開発につながっ

たと考えられる｡ 地域包括ケアであるからこそ､ 急性

期病院の看護師に求められる役割は何かを日々の実践

を通して習得していくことは効果的であり､ 患者への

利益も大きいと思われる｡ しかし､ OJTの欠点である｡

体系的､ 理論的な内容を教えるには不向きな点や職場

や教える人によって､ 内容にバラツキが出ること､

相互学習の刺激が得にくい点については､ 学習会や多

職種交流会などを通して是正していく必要があると考

える｡

【おわりに】１. 退院前後家庭訪問は地域包括ケアシ

ステムを目指す今､ 地域連携による退院支援を行う上

で有効なツールである｡ ２. 退院前後家庭訪問は､ 退

院支援における地域連携への有効性だけでなく人材育

成においても効果的なOJTである｡ ３. 退院支援の体

系的理論的理解や学習内容のばらつき等を是正するた

めには､ 学習会等の開催が必要である｡

臨地実習指導の看護の質の向上と統一
に向けた取り組み

看 護 部
古 川 美樹子
岐阜県看護実践研究交流会

平成28年９月 岐阜

【目的】臨地実習指導マニュアルを見直し指導体制の

充実を図ると共に､ スタッフが日常実施している看護

を見直し､ 病棟の看護実践の質の向上を図る｡

【方法】①平成26・27年度の当病棟臨地実習指導者

3名､ 初めて実習指導を行うスタッフ3名から聞き取り

調査を行う｡ ②当病棟で実習経験のある1・2年目スタッ

フにアンケート調査を行う｡ ③平成27年度当病棟で臨

地実習を行った学生46名から聞き取り調査を行う｡ ④

調査結果を基に修正したマニュアルを､ 指導者会議で

見直す｡ ⑤病棟看護師で共有し意見交換を行う｡

【結果】方法①では､ ｢オリエンテーションの内容や､

他部署との連携方法を明確にして欲しい｡｣､ ｢展開が

早い為､ いつどのような指導が必要なのか分からず不

安｡｣ 等意見があった｡ 方法②では､ ｢病棟の雰囲気が

明るく学生の時ここで働きたいと思った｡｣､ ｢報告し

たい時に指導者が見つからなかった時は辛かった｡｣

等､ 方法③では ｢患者の状態に合わせてケアの内容・

方法を考える必要性を学べた｡ ケアの手順を助言して

もらえた｡｣､ ｢排液時に感染予防具が装着出来ていな

い看護師がいる｣ 等の意見があった｡ 方法④でマニュ

アルの修正を行い具体的な指導方法やタイミング､ ポ

イントを追記した｡ ｢指導すべき内容が明確となり､

限られた実習期間を有効に活用できる様になった｣ と

指導者から意見が得られた｡ 方法⑤では ｢患者対応が

素早い｣､ ｢残務が無いか声を掛けてくれるスタッフが

多い｣､ ｢基準手順を遵守出来ていない｣､ ｢指導者以外

のスタッフも指導者であると自覚する必要がある｣､

等の意見がみられ､ 病棟の長所及び短所を振り返る機

会となった｡

【まとめ】マニュアルは､ 指導者､ 学生､ 病棟スタッ

フの意見を確認した見直しが有効である｡ またその取

り組みにより病棟スタッフが自己及び病棟の看護実践

を振り返る機会となった｡

地域を支える人材育成～訪問看護師の認知症
対応力向上を目指した取り組み 第1報～

看 護 部
鈴木弥生

特定医療法人博愛会 博愛会病院
名賀石志保

ＪA岐阜厚生連 揖斐厚生病院
東佐恵子

朝日大学 保健医療学部看護学科 基礎看護学領域
横田 知子
日本早期認知症学会

平成28年９月 熊本
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【はじめに】新オレンジプランでは 『認知症の人の意

思が尊重され､ できる限り住み慣れた地域のよい環境

で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を

目指す｡』 と謳われている｡ 多職種で地域の認知症の

人を支えるためには､ その生活を支える様々な環境の

整備が必要である｡ 我々は認知症看護認定看護師とし

て地域を支える人的環境である訪問看護師に着目し､

認知症対応力の向上を目指して取り組んだ｡ その結果

を報告する｡

【目的】身近な事例を基に認知症教育を行うことでア

セスメントの基礎となる認知症に関する知識力を上げ

ることができるのかを検証し､ 今後の教育的介入の課

題を明らかにする｡

【対象】A地域訪問看護ステーション連絡会に所属す

る訪問看護師

【方法】事例検討を交えた勉強会を年5回開催｡ 初回

と最終回で自己記入式質問紙による知識調査を行い､

結果を比較分析した｡

【倫理的配慮】調査を行うにあたり､ 回答者の個人が

特定されることはなくプライバシーは必ず守られるこ

と､ 質問紙の提出をもって研究への同意が得られたと

解釈すること､ 協力を拒否することにより不利益が生

じることはないことを明記し了承を得た｡

【結果】1. 勉強会の前後で調査結果に有意差はなかっ

た｡ 2. BPSDに関する質問より中核症状に関する質

問のほうが正答率は低かった｡ 3. どちらの症状とも

環境に関する質問における正答率が低かった｡

【考察】訪問看護師が介入するケースはBPSDなどに

より対応困難になっている場合が多く､ 問題解決の糸

口として目の前の現象にフォーカスを当てられがちに

なるため､ BPSD関連の知識をより多く習得している

のではないかと考えられる｡ また､ 在宅という環境は

その人にとって住み慣れた場所であるために､ 認知症

状に影響を与えるという発想には至らなかったのでは

ないかと考えられた｡ 今後は､ 中核症状とBPSDを関

連付けて考える視点を身に着けられるよう､ 強化して

いくことが課題となる｡

一般病棟におけるデイケア導入の
取り組み

看 護 部
清水弥生､ 浅野貴代､ 杉野真里
鈴木弥生
日本早期認知症学会

平成28年９月 熊本

【はじめに】高齢化社会に伴い､ 高齢者や認知症を有

する患者が増加している｡ そして､ 入院による認知症

の悪化やせん妄の発症､ ADLの低下など様々な問題

については先行研究が行われている｡ 当院でも病棟デ

イケアを行うことで､ 認知症状の悪化やADLの低下

に効果があるのか､ 調査した結果を報告する｡

【目的】病棟デイケアを行うことで､ 生活リズムの改

善につながりADLや認知機能の維持ができるのかを

明らかにする｡

【方法】対象者：80歳以上である・参加同意書が得ら

れている・主治医からの参加許可がある患者 13名｡ ・

データの収集は､ 障害老人の日常生活自立度とNMス

ケールを使用し､ 評価した｡

【倫理的配慮】病棟デイケアを行うことについては､

呼吸器内科医師に許可を得た｡ また､ 対象者と家族に

対して､ 参加は任意参加であり､ 情報については個人

が特定されないように配慮することを説明し､ 同意を

得た｡ 当院の教育委員会の承諾を得ている｡

【結果】デイケア実施は計12回で､ 参加人数は2～8名

であった｡ ADLと認知機能について､ 維持・向上で

きているが6割以上を占め､ 睡眠時間の評価では､ １3

名中４名で当日の睡眠時間が改善した｡ また､ 認知症

のある患者１名は､ 問題行動が改善した｡

【考察】病棟デイケアへの参加が離床の機会となり､

患者の生活リズムが改善することでＡＤＬや認知機能

の維持､ 向上につながったと考えられる｡

【結論】病棟デイケアが､ 患者のＡＤＬや認知機能に

良い結果をもたらす｡
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急性期脳卒中患者への聴覚刺激と背面
開放座位を併用した介入の検討

看 護 部
荒井智子､ 市川和哉､ 林 初美
杉山 愛
日本脳神経看護研究学会

平成28年９月 福岡

【目的】意識レベル改善と機能回復の相乗効果を考え､

簡易に導入が可能な聴覚刺激と背面開放座位を併用し

た介入の検討を行う｡

【方法】2015年12月から5症例を対象に､ 聴覚刺激は

発症5日目から日中に患者が好む音楽やラジオを流し

た｡ 背面開放座位は日中に端座位を施行し､ 平均8日

目に開始､ 1ヶ月間実施した｡ 評価項目はGCS,NIHSS,

Brunnstrom stage(以下Brs)を用いた｡

【倫理的配慮】A病院の倫理審査で承諾を得た後､ 患

者・家族へ目的・方法・個人情報の保護・参加及び拒

否の自由について説明を行い書面で同意を得た｡

【結果】GCSの合計は､ 症例1 (9点→11点)､ 症例2

(6点→15点)､ 症例3 (9点→15点)､ 症例4 (8点→11点)､

症例5 (9点→15点) に改善した｡ NIHSSの合計は､ 症

例1 (37点→20点)､ 症例2 (15点→6点)､ 症例3 (17点

→1点)､ 症例4 (33点→7点)､ 症例5 (14点→0点) に

改善した｡ Brsは症例1､ 3､ 5変化なし､ 症例2 (手指L:

Ⅳ→Ⅴ､ 下肢L:Ⅲ→Ⅳ)､ 症例4 (上肢L:Ⅰ→Ⅲ､ 手指

L:Ⅰ→Ⅲ､ 下肢L:Ⅰ→Ⅱ) に改善した｡ 運動麻痺の変

化ではNIHSSとBrsの結果から､ 症例2と症例4に改善

を認めた｡ 言語機能の変化ではGCSとNIHSSの結果か

ら症例4に改善を認めた｡

【考察】聴覚刺激で患者の嗜好を取り入れた介入と

共に､ 背面開放座位で意識の覚醒へと働きかけた介入

の併用が､ 複合的に作用し回復過程へ影響を及ぼした

と考える｡ 同時に､ 多職種と連携し積極的な介入を

１ヶ月間継続したことが機能転帰に効果をもたらした

と推測する｡ また､ 背面開放座位の実施前・中・後の

血圧測定では中止基準を満たす事例は無く､ 神経学的

徴候の低下も認めなかった｡ これは神経活動が活発に

なり､ 副交感神経が抑制され交感神経が亢進し､ 自律

神経が緊張したことが循環動態に大きく影響しなかっ

たと推測する｡ 今後､ 離床を推進する上で病型に限ら

ず危険回避のためのモニタリングとリスク管理は重要

と考える｡

【結論】背面開放座位と聴覚刺激を併用した介入は意

識改善や機能転帰に影響を与える一助となる｡ 自覚症

状と他覚的変化を見逃さずリスク管理を行い､ 良好な

機能転帰が得られるよう慎重な取組が必要である｡

使用済みの針のとり扱い方を見直して

看 護 部
村 山 恵 子
日本糖尿病学会 中部地方会

平成28年10月 名古屋

【目的】患者・家族が使用済み針の正しい取扱いを理

解して､ スタッフの針刺し事故がなくなる

【方法】①インスリン導入患者の外来受診日に､ 聞き

取り調査をする｡ ②糖腎内科外来・病棟でインスリン

指導に関わるスタッフに実施｡ ①・②を基に､ 指導内

容を抽出する｡

【結果】①使用済み針は医療機関に持参96％ 針の捨

て方を説明90％ ②使用済み針の取り扱いを知ってい

る100％ 使用済み針の取り扱いを説明82％ 患者が

持参した使用済みの針でヒヤッとしたことがある22％

【考察】患者は､ 針の分別廃棄は必要と理解している

が､ ﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れて持参する｡ いつどこで針刺しが

起きてもおかしくない｡ 看護師は､ 感染に対する意識

はあるが､ 針のごみとしての説明に差があり､ 廃棄方

法の認識が違う事が明確になった｡

【結論】今後､ 針刺しがおこらないように､ 看護師の

指導を統一することが大切である｡ また､ 私たち病院

関係者として､ 患者指導は必要不可欠である｡

最期まで ｢かっこよく死にたい・迷惑
を掛けたくない｣ 思いで､ 治療・療養
場所の選択に苦悩した患者の関わり方

看 護 部
岸戸由里子､ 黒澤美鈴､ 土屋光子
田中美帆
日本死の臨床研究会年次大会

平成28年10月 札幌
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【目的】今回､ ｢かっこよく死にたい・決して家族に

迷惑を掛けたくない｣ という患者に出会った｡ 私たち

は患者の思いに関心を示し続けたことにより､ 患者に

変化が起きた｡ この事例を振り返ることで､ 今後に繋

げたいと考える｡

【対象と経過】Ｚ氏 70歳代 男性 Ｘ月３日 ○○

癌○○転移の診断 会社社長で妻と2人暮らし｡ Ｘ月

29日化学療法施行後 ｢かっこよく死にたい､ 家族に迷

惑を掛けたくない｣ ｢抗癌剤をやめて緩和ケアはどう

だろう｣ と話す｡ その後､ ２回目の化学療法を決意し

た｡ 副作用で血小板の低下を認めたが外出を希望した

為､ 医療者間そして妻と相談し､ 本人へ説明した結果､

妻のサポートを受け入れ外出した｡ その後､ 緩和ケア

外来を予約し退院した｡ 緩和ケア外来受診後､ 当院へ

入院する｡ 一旦在宅に戻りタイミング見て緩和ケア病

棟または当院へ入院することを提案､ 在宅サービスの

説明をした｡ 自宅に退院し､ 好きなゴルフ等で過ごす

ことが出来た｡ Ｘ＋5月23日呼吸不全で入院し､ 翌24

日家族の見守る中永眠した｡

【結果と考察】Ｚ氏は､ 最期までかっこよい生き方を

目指し､ ｢治療はしたくない｣ と話していたが､ 徐々

に怖さや療養先の選択の困難さを表出し始め､ その後

意思決定をした｡ この変化は､ 最初の ｢治療をしたく

ない｣ という選択を看護師がそのまま受け入れ､ 否定

するのではなく､ 何故そのように思うのかと寄り添う

中で起きた｡ かっこ良くいたいという生き方を続けて

行く為に､ 医療者には弱さを伝えることができ､ 一緒

に考えることが出来る存在として認識された事による

と考える｡ また外出時､ 妻はサポートすることを望み､

本人にも伝えた｡ これは､ 妻が迷惑に思っていないこ

とを感じ取る機会となり､ その後の在宅療法の選択に

繋がったと考える｡

看護師の心不全患者に対するアセスメント
能力の違いによる再入院率への影響

看 護 部
中 村 智 香
日本心臓リハビリテーション学会：東海地方会

平成28年10月 名古屋

【はじめに】当院ではパンフレットを用いて心不全患

者に生活指導を行っている｡ そのため､ 統一した内容

で指導が行えているが､ 個別性のある支援が行えなく

なってきていると感じる｡ そこで看護師の心不全患者

に対するアセスメント能力の現状を調査し､ 心不全患

者に個別性のある支援が行え､ 再入院の予防に繋げる

ことができているか検証した｡

【方法】2015年10月1日から2016年7月31日に入院した

心不全患者73名の看護師と医師の患者に対するアセス

メント内容を調査し､ アセスメントが一致した群と

一致しなかった群で再入院率に違いがあるか比較検討

した｡

【結果】アセスメントの一致率/原疾患:21%､ 増悪の

原因:26%､ 症状:34%-すべて一致:16%､ 再入院率/一致

した群:8.3%､ 一致しなかった群:11.4%

【考察】看護師の心不全患者に対するアセスメント能

力は低い現状にあった｡ 看護師は形式知より経験知で

支援を行っていると考えられる｡ アセスメントが詳細

に行えていると再入院率は低下傾向にあり､ 支援も個々

に合わせて行えていると考えられる｡

【まとめ】①看護師の心不全患者に対するアセスメン

ト能力は低い現状であった｡

②アセスメントを詳細に行い､ 患者を支援すると､ 再

入院率は低下傾向となる｡

岐阜県西濃地区における吸入指導への
取り組み

看 護 部
齋藤修平

呼吸器内科
白木 晶
日本呼吸ｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝ学会

平成28年10月 横浜

【背景と目的】西濃地域においては ｢地域は一つのホ

スピタル｣ を理念とし､ 当院では2009年7月より患者

に対して喘息教室､ 2010年11月より西濃地域を中心に

吸入指導講習会を開催している｡ 当院の吸入指導では

初回は薬剤師が実施､ 2回目以降､ 外来での吸入指導

は看護師が実施している｡ 吸入療法において看護師の

役割が大きい中で､ 看護師に対して十分な教育ができ

ていないのが現状である｡ 今回､ 院内外の看護師に向
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けた吸入指導への取り組みについて報告する｡

【方法】2013年7月以降に講師､ スタッフ参加した喘

息教室､ 吸入指導講習会､ 西濃吸入指導勉強会､ 名古

屋吸入指導講習会､ 第1回在宅吸入支援勉強会の看護

師参加状況について報告する｡

【結果】院外における吸入指導講習会の参加総数：

440名中､ 看護師 (80名) 19%の参加であった｡ 2013年

の講習会では看護師参加数4%であったが､ 2015年

10月の講習会では看護師が全体の45%と参加人数が増

加した｡

【考察】院内外において看護師の教育を行う場も重要

であり､ 薬剤師､ 医師のみではなく看護師に対しても

積極的に行う必要がある｡ そのためにも､ 教育の場を

提供し､ 医師・薬剤師との連携役となる必要がある｡

また､ 県内外の慢性呼吸器疾患看護認定看護師と連携

して看護看護師に対して教育の場を提供していく必要

がある｡

院内統一の酸素流量札に向けての
取り組み

看 護 部
神谷未香､ 日比美智子､ 斎藤修平
安藤守秀
日本呼吸ｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝ学会

平成28年10月 横浜

【背景】当院では酸素指示吸入量を酸素流量札を用い

てベッドサイドに表示している｡ しかし､ ①病棟毎に

流量札が違う②小さく見にくい③裏返り正確な吸入量

が表記されていない問題点があった｡ 今回､ 院内統一

の酸素流量札を作成するに向けて活動をした｡ その酸

素流量札を使用し､ 問題解決のために活動したため報

告する｡

【倫理的配慮】研究対象者に趣旨および､ 参加の自由､

データは本研究以外に使用しない事を説明し､ 同意を

得た｡

【方法】当院RST主体に新たに酸素流量札を作成し直

し関連病棟で使用した｡ 使用後アンケートを看護師対

象に行った｡

【結果】アンケートを実施し回収率は91％であった｡

見やすいが94.5％､ 使いやすいが93.2％と高い評価を

得た｡ これらの理由は文字が大きい､ デバイスごとに

色分けた事が挙げられた｡ 問題点は救命救急センター

でネブライザー付き酸素吸入器の流量表示があるとよ

い｡ 呼吸器内科病棟で安静・労作時の指示量が異なる

場合があり､ 自由記入できるものがあるとよいと回答

があった｡ 医師からは院内で統一されており､ 使用中

のデバイスと流量がわかりやすいと評価が得られた｡

患者からは表示と流量が適切かと気にする言葉が聞か

れるようになった｡

【考察】流量の確認がしやすくなったのは､ 表示を大

きくし､ 表裏で表示するデバイスを変えた為医師・看

護師の確認のしやすさに繋がった｡ そして酸素療法受

ける患者も札は見やすく関心に繋がったと考える｡ し

かし､ 流量札の院内統一は部署により使用するデバイ

スが異なる為､ 使用部署の特異性を考慮した工夫が必

要である｡

身体抑制に関する病棟スタッフの意識
についての実態調査

看 護 部
鈴木弥生､ 柴田真紀､ 古川美幸
古澤雅子
全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【目的】病棟スタッフの身体抑制に関する知識の程度

や考え方を知ることで､ 身体抑制基準順守のために必

要な課題を明らかにする｡

【方法】対象：A病棟スタッフ 調査期間：平成27年

7月～11月 調査方法：①平成27年4月～6月の間にA

病棟に入院した患者のうち身体抑制を受けた患者につ

いて電子カルテより情報収集?看護職員に対し自己記

入式アンケート調査施行

【倫理的配慮】看護部教育委員会による審査を受け､

研究実施の了承を得た｡

【結果および考察】身体抑制基準に満たない状況での

身体抑制は3件であり､ いずれも認知スコアと行動体

動スコア及びその合計が基準を満たしていなかった｡

身体抑制に関するアンケート調査では､ 『身体抑制が

許される緊急やむを得ない場合の3要素を知らない』

が78.2％､ 『身体抑制手順に目を通したことがない』
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が30.4％､ 『身体抑制の適応となる身体抑制基準スコ

アがわからない』 が21.7％であった｡ また 『身体抑制

基準適応外でも身体抑制をしたことがある』 が34.8％

おり､ 理由として 『危険行為の既往 (37.5％』 『認知

症があり行動に予測がつかない (37.5％)』 が挙げら

れた｡ 身体抑制が許される3要素についての問いに､

多くの看護師が 『安全』 や 『治療の継続』 と答え､ 30

％の看護師が 『いつまでも抑制を継続しないよう､ 抑

制を外す検討が必要』 と答えている｡ これらのことか

ら､ 看護師は身体抑制解除の必要性を感じながら患者

の治療や安全を優先するがゆえに身体抑制を行ってい

るという現状がわかった｡ しかし､ 身体抑制が許され

る3要素を正しく答えられないことや身体抑制基準を

正しく把握していないなど､ 身体抑制解除の検討を行

うための知識が曖昧であることが浮き彫りとなり､ そ

のことが基準に満たない状況での身体抑制を行う原因

ではないかと考えられた｡ 今後､ 私たち看護師は､ 高

齢者や認知症患者が増えていく中で患者の安全を守り

ながら入院生活や治療をサポートしていかなければな

らない｡ 身体抑制についての適切な状況・方法がアセ

スメントできるように知識を持ち､ 個々の判断で身体

抑制されることのないよう基準・手順を徹底していく

ことが課題となる｡

【結論】身体抑制基準順守のためには､ 身体抑制に

ついての正しい知識を持つことやマニュアルの周知徹

底の必要がある｡

外来応援体制の現状調査

看 護 部
兵頭博美､ 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28年10月 富山

【目的】外来看護師は､ 正規職員､ 部分職員､ パート

職員で構成されている｡ 大半の看護師が､ 短時間勤務

であり､ 子育て中であり人員不足が問題となっている｡

人員不足になった場合は､ 他部署へ応援要請を行う｡

その頻度は多く､ 応援要請された看護師は慣れない環

境での業務に戸惑い､ 不安がある｡ 応援要請の頻度や

業務内容など現状を可視化することで､ 今後の応援体

制の方向性を見出すことができたので報告する｡

【方法】応援要請された部署が､ 応援に行った部署と

時間､ 実施した業務内容を調査､ 集計をした｡

【結果】１か月の応援要請回数の平均は､ 32回だった｡

外来22部署中､ 応援要請した部署は18部署､ 応援に行っ

た部署は16部署だった｡ 応援依頼の業務は､ 診察介助､

点滴や採血､ Ｗチェックの確認者､ 検査移送などだっ

た｡ 応援要請された看護師は､ 外来看護師の76％だっ

た｡ 応援依頼した理由として､ 突然の欠勤による人員

不足や点滴､ 採血などの処置が一時的に多くなり煩雑

となった場合､ 部分職員の勤務終了後の人員不足が主

な理由だった｡ 物品の場所がわからない､ 慣れない部

署での勤務は不安があり誤って事故を起こさないかな

どの意見が多かった｡

【結論】調査結果から､ 欠勤による人員不足と一時的

に業務が煩雑になる場合や部分職員の勤務終了後の人

員不足が応援要請する理由であると考えられる｡ 業務

に内容は､ 点滴や採血など一般的な処置が多く､ 特殊

な知識､ 技術を必要としないためと特定した看護師で

なくても良いと考える｡ しかし､ 物品の場所や業務手

順など説明する手間や業務に対する不安を考えると固

定した看護師が応援に行く方が望ましい｡ 独立した外

来ではなくチーム化することで､ 応援に行く看護師や

部署を固定できると考える｡ 限られた人員を有効的に

配置でき応援体制を行うことで､ 看護の質の向上につ

ながると考える｡

白内障手術後患者への退院指導～調査から
見えてきた退院指導の有効性､ 改善点～

看 護 部
中川麻友､ 田丸貴代､ 橋本有梨沙
三輪明子
全国自治体病院学会

平成28年10月 富山

【目的】白内障術後患者における退院指導後の現状を

把握し､ 退院指導が有効であるのかを明確にする｡ ま

た医師に現状報告し指導内容の検討を行う｡

【方法】調査期間：H27年6月～8月 対象者：以前に

白内障の手術後退院指導を受け､ 今回反対側の手術目

的で入院した患者35名 (男性17名､ 女性18名 年齢
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50歳～89歳) ①アンケート調査：退院指導で説明し

た防水シート､ 金眼帯の使用状況､ 退院後困ったこと

について､ 調査を実施し､ 単純集計､ 分析を行った｡

②アンケート結果を元に今後の退院指導について医師

と検討した｡

【結果】退院時に指導した内容が指示通りにできてい

たのは①防水シートの使用が54％､ ②金眼帯の使用が

57％であった｡ 1度も使用していない対象者もいた｡

退院後困った理由として防水シートに関して使いづら

い､ 1人でうまくできない､ 値段が高いという理由で

あった｡ 防水シート､ 金眼帯を退院後1ヶ月間使用と

いうのは医師からの指示である為､ 今回の調査結果を

医師に報告し､ 一緒に検討した｡ その結果､ 使用期間

を1ヶ月から10日に短縮することができ､ また指導用

パンフレットの内容､ 指導方法も文字を減らし､ 写真､

絵を増やして退院後実施できるよう練習シートを付け

加えた｡

【結論】白内障の患者は高齢者が多く､ 現在の退院指

導は継続困難であることが明らかとなった｡ 杉田らは

｢目覚ましい眼科技術の発展は､ かなりのものを不要

にしている可能性がある｡ ナースは自施設の規則をも

う一度見直し､ 不要なものは除く努力をすべきである｡｣

と述べている｡ 患者指導していく上で指導内容に疑問

を感じた場合医師からの指示であっても医師へ働きか

け､ 検討するきっかけを作る工夫が必要である｡ また

小出らは ｢退院指導は､ 退院後も､ 点眼､ 内服､ 日常

生活における注意事項が守れるなど､ 自宅で継続した

治療が行えるようにする目的で行う｡｣ と述べている｡

退院指導は指導したことを患者が理解でき継続して行

える事が重要である｡ 患者にとっても指導する看護師

にとっても退院指導が有効であるための見直しが必要

である｡

新生児ケアの不安を無くすための基準
の活用の検討

看 護 部
桐山奈津子､ 坂井田晴美
岐阜看護学会

平成28年10月 岐阜

【目的】地域周産期母子医療センターでハイリスクな

対象が多く､ 新生児ケアとしてNCPRを実施している｡

ケアの観察項目および報告基準を統一し､ 実施時の不

安を無くしたいと考え本研究に取り組んだ｡ 統一した

新生児ケアによって､ 不安無く実施できるようになっ

たかをアンケート調査結果で確認する｡

【方法】対象は､ 新生児ケアに携わるスタッフ19名で

ある｡ 期間は､ 2015年7月～12月である｡ 独自にアン

ケートを作成し､ 期間中に２回実施した｡ 回収人数は

1７名､ 回収率89％であった｡

【倫理的配慮】当研究は､ 院内看護研究委員会の倫理

審査を受けて行った｡

【結果】産科勤続年数5年未満10名 (59％)､ 5年以上

7名 (41％) であった｡ NCPR取得者は14名 (82％)､

経膣分娩の新生児ケアの経験がある13名 (76％) 帝王

切開は14名 (82％) であった｡ ケア時に不安に思う15

名 (88％)､ 作成した基準を活用した14名 (82％) 基

準によってケアが明確になった15名 (88％) であった｡

不安の要因は､ 新生児の状態は常に変化し､ 一つとし

て同じ経過を辿る事例がないという事であった｡

【考察】ケア時は､ ほぼ全員が不安を感じている事が

明らかになり､ 資格や経験値は関係ない事が分かった｡

全員が理解した基準で実施できていなかった事が､ ケ

アの統一および不安の軽減に繋がらなかった原因では

ないかと考える｡ 今回､ 基準の作成が観察項目および

報告する状態を明確にしたが､ 新生児ケアを不安無く

実施できるまでには至らなかった｡ 基準に､ 簡潔すぎ

る一面があったことが原因と考える｡ 不安無く統一し

たケアを実施できるようになる事が目標のため､ 今後

も基準の改訂が必要である｡

【結論】観察項目および報告基準を作成し活用するだ

けでは､ 新生児ケアを不安無く実施できるまでには至

らなかった｡

酸素療法マニュアル作成の歩み

看 護 部
三谷理恵､ 斎藤修平､ 宮川亮太
沖 将義､ 日比 香

呼吸器内科
中島治典､ 安藤守秀
日本呼吸ｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会

平成28年10月 横浜
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【はじめに】当院､ 呼吸ケアサポートチーム (ＲＳＴ)

は2014年に発足し､ 呼吸管理委員会の下部組織として

診療支援・教育・医療安全・マニュアル作成等を行っ

ている｡ 今回､ 院内統一マニュアルとして酸素療法マ

ニュアル作成の取り組み及び酸素療法マニュアル使用

について､ 医師・看護師に現状調査を行い今後の課題

を明確にした｡

【方法】2015年度に酸素療法マニュアルを作成､ その

過程及び医師と看護師対象に2016/8/15～8/26の期間､

酸素療法マニュアルに関するアンケートを実施した｡

【倫理的配慮】アンケートの実施に際し､ 文章をもっ

て説明しデータの使用について同意を得た｡ 院内倫理

検討にて承認を得る｡

【結果】作成手順として､ 委員会でマニュアル項目の

選定を行った｡ 各項目毎 (経鼻カニュラ､ リザーバー

マスク等のデバイス毎) にＲＳＴメンバーの担当を割

り当てマニュアルの基盤を作成した｡ この時点で院内

で認知度が低かったオキシマスクについての内容も盛

り込んだ｡ 毎月の委員会でデバイスの内容を吟味し､

意見交換を行った｡ 誤った使用方法についても明記し

た｡ 意見集約の後､ 医師による校正を加えた｡ また､

酸素療法に不慣れな職員が一目で分かるよう､ デバイ

ス選択のためのフローチャートを作成した｡ マニュア

ルは電子カルテ内で閲覧できるようにした｡ さらにマ

ニュアル周知のため､ 院内全体で勉強会を開催した｡

アンケート結果については､ 回収率は全体で80.6％

(医師66.4％・看護師91.6％) であった｡ 酸素療法マニュ

アルについての認知度は51.9％であった｡ マニュアル

についての意見として ｢診療標準化のためマニュアル

は不可欠である｣ ｢オキシマスクやネーザルハイフロー

の利用に役立った｣ ｢講演が良かった｣ と回答があっ

た｡ その反面､ マニュアル・フローチャート共に利用

率は半数に満たない｡ ネーザルハイフロー利用率49.2

％､ オキシマスク利用率74％であった｡ 酸素療法マニュ

アルの認知度は医師40.8％看護し54.7％､ 酸素療法マ

ニュアル閲覧場所の認知度は医師74.4％看護師67.6％.

マニュアル利用率は医師40.3％看護師25.9％､ フロー

チャート利用率は医師19.1％看護師6.4％であった｡

【考察】マニュアル作成により各デバイスの使用方法

が明確になり､ 酸素療法の標準化を図ることができた｡

また､ ＲＳＴ内で作成過程や必要な情報を共通認識す

ることができ利用しやすいマニュアルを作成すること

が出来た｡ しかし､ マニュアルやフローチャートの利

用率は低く､ 部署毎での利用率の差もあり学習会などの

開催を行い認知度や利用率の向上を目指していきたい｡

【まとめ】今回､ マニュアルの作成や勉強会の開催に

よって院内で酸素療法についての理解を深めることが

できた｡ 今後は､ 更なる利用率の向上を目指しＲＳＴ

として活動していくことが必要である｡

業務の可視化を試みて

看 護 部
坂之上妙子､ 小野幸恵､ 篠田真帆
伊奥田実果
第32回岐阜県病院協会

平成28年10月 高山

【はじめに】当病棟は､ 昨年度から全勤務帯でPNSを

導入した｡ しかし､ リーダーやメンバー各々のマネジ

メント能力の違いや業務内容により､ 終業時間に大き

な差があった｡ そこで､ チームの業務を可視化する為､

業務調整表を取り入れ､ 補完体制に結びつけることが

できた｡

【目的】業務調整表を用いて､ 残務の可視化､ 補完､

リシャッフルの有効化を図り､ 終業時間に帰ることが

出来るようにチームを超えた協力体制を整える｡

【研究方法】調査機関2015年5月～12月末｡ 対象：2病棟

3階病棟看護師29名｡ ① ｢補完とリシャッフルの違い

が分かるか､ リーダーに自ら報告できているか｣ につ

いてのアンケート調査｡ ②中・夜勤帯でPNSを導入し､

病棟カンファレンスで業務の見直しについて検討｡ ③

チーム会で補完システムについて評価・検討｡ ④ ｢リー

ダーが補完している時間・メンバーが補完をしてほし

いと思う時間｣ についてのアンケート調査｡ ⑤業務調

整表を活用｡

【倫理的配慮】アンケートは研究目的を説明し､ 同意

を得て個人が特定されないよう配慮した｡

【結果】①の結果では､ リーダーに自ら報告できてい

る者が9名しかいなかった｡ また､ ④の結果､ 7時､ 14

時､ 19時に補完してほしいという意見が多くあった｡

そこで自らリーダーへ報告する姿勢の意識づけをする

ために､ 業務調査表を作成・活用し､ 病棟カンファレ

ンスで意見交換を行い､ 業務調査表の内容を改善した｡

その結果､ 一日を通して業務の可視化をすることがで
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きた｡

【考察】業務の進捗状況の可視化をすることで､ リー

ダーは情報共有や補完・リシャッフルもしやすくなっ

たと考えられる｡ また､ メンバーは残務を自ら業務調

整表に記入することで､ 業務調査の振り返りにもつな

がったと考えられる｡

【結論】各チームメンバーが､ タイムリーに情報を報

告することで､ リーダーは業務調査表を活用し､ 円滑

に補完体制を整えることができる｡

緩和ケアに関する看護師の意識調査
～勉強会と緩和カンファレンスを行って～

看 護 部
田中絢子､ 高崎眞里愛､ 竹内沙希
松野純奈､ 傍島一恵

消化器内科
多田俊史
第32回岐阜県病院協会

平成28年10月 高山

【はじめに】当病棟は､ 検査や治療などの医療行為が

多い患者が優先され､ がんターミナル期患者への看護

が十分提供できていない現状があった｡ そこで緩和ケ

アに関する看護師の意識調査を行い､ 症状緩和とコミュ

ニケーションにおいて困難と感じていることが明らか

になった｡ そのため､ 緩和カンファレンス・勉強会な

どの取り組みを行い､ 緩和ケアに対する看護師の意識

の変化が認められたためここに報告する｡

【方法】期間：平成２７年６月～平成２７年１１月

対象：消化器内科病棟看護師２５名 方法：６月に緩

和ケアに対する意識調査を行った｡ 意識調査を分析し､

明らかとなった課題をもとに､ 緩和ケアチームの医師

と勉強会や､ 週に1回ほど緩和カンファレンスを行っ

た｡ その後の緩和ケアに対する看護師の意識の変化を

把握するために8月と11月に調査を行った｡

【倫理的配慮】当病棟看護師２５名に研究の主旨､ 個

人の特定がされないことを説明し同意を得た｡

【結果】痛みを和らげる知識・技術は十分であるが４

％→３９％､ 患者の痛みを和らげることに困難を感じ

るについては５６％→３１％､ 他職種とのコミュニケー

ションに困難を感じるは４４％→２１％､ 看護師間の

コミュニケーションに困難を感じるは１２％→０％と

減少が認められた｡

【考察】勉強会により緩和ケアに関する知識が増え､

緩和カンファレンスを通してターミナル期の患者にお

ける問題点を明らかにし､ 目標を設定や介入方法を見

出すことで､ 看護師の意識向上につながったと考える｡

また､ カンファレンスの継続は､ 看護師間や他職種と

のコミュニケーションが活発化され､ コミュニケーショ

ンにおける困難も減少してきたと考える｡

【まとめ】勉強会・緩和カンファレンスにより､ 緩和

のケアの知識・技術における看護師の意識が向上した｡

今後は､ 緩和ケアにおける実践的知識やケア技術の獲

得に向けた教育的関わり､ 他職種とのカンファレンス

を継続して行っていく｡

呼吸フィジカルアセスメント向上への取り
組み～理学療法士との連携を通して～

看 護 部
西川奈見､ 沖 将義､ 宮川亮太
日比 香
第32回岐阜県病院協会

平成28年10月 高山

【目的】私たち看護師は､ 臨床の場で自分の確認した

呼吸音やレントゲンの評価が正しいのか不安を抱くこ

とがある｡ 呼吸サポートチームの理学療法士(以下､

PTとする)と共に呼吸音の聴取や呼吸リハビリテーショ

ン(以下､ 呼吸リハビリとする)を行うことで､ 呼吸音

の評価や聴診に対する不安が軽減し自信に繋がるか検

討する｡

【方法】2015年6月?9月に救急病棟の看護師に実施す

る｡ 1.活動前アンケートの実施(自信の程度を5段階で

調査)2.PTと共に呼吸リハビリ時に聴診を行い障害部

位､ 呼吸音の記載をする｡ 3.呼吸器勉強会の開催(肺

の解剖・聴診方法・呼吸音)､ 呼吸音のテストを実施

する｡ 4.活動3ヶ月後にアンケート､ 呼吸音のテスト

を実施する｡

【倫理的配慮】スタッフに書面を持って同意を得る｡

【結果】聴診､ 画像の評価共に活動前より活動後は

自信の程度が高くなった｡ 勉強会後の呼吸音のテスト

では活動前は正解率49.2％､ 活動3か月後は68.4％で
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あった｡

【考察】PTと一緒に聴診を行い､ 呼吸音､ 障害部位

を記載することで呼吸音の違いをその場で確認でき正

確に呼吸音を聴取することができる｡ 呼吸リハビリ時､

PTの前に呼吸音の評価をすることで聴診に対する意

識が高まったと考える｡ 障害部位の記載正解率､ 呼吸

音テストの結果から正確に呼吸音の評価ができるよう

になり､ 聴診に対する不安が軽減し自信に繋がったと

考える｡

【結論】1.PTと呼吸音を聴診することで正しく呼吸音

の評価をすることに繋がる｡ 2.聴診や呼吸音の評価に

対するスタッフの意識が高まる｡ 3.正しい呼吸音の評

価ができるようになることで､ 聴診に対する不安が軽

減し自信に繋がる｡

術中体温管理に深部温モニタリング
システムを使用した経験

看 護 部
牧 村 将 和
日本手術看護学会東海地区

平成28年11月 名古屋

【はじめに】シバリングは､ 術後疼痛の増強や創傷治

癒遅延, 手術部位感染率が上がることは周知のとおり

で､ 可能な限り回避すべきである｡ しかし1か月間の

事前調査では､ 25名にシバリングが発生していた｡ 本

研究で､ 前額部にセンサーを貼付する深部温モニタリ

ングシステム (以下､ 深部温計とする) を使用し､ 入

室直後の深部温を基準に体温管理を行い､ 目標にする

体温を知ったうえで体温管理を行う事の大切さを改め

て理解した｡ この経験をもとに体温管理に対する教育

や実践についての振り返りを行う｡

【研究目的】A病院手術室看護師が､ 体温管理開始の

タイミングと加温の必要性について実践から学ぶこと

ができる｡

【倫理的配慮】A病院看護部教育委員会で倫理検討し､

承認を得た｡

【方法】平成27年10月18日～11月10日に手術を受ける

患者から無作為に12名を選択し､ 深部温計を使用して

体温管理を行う｡

【結果】深部温計で体温管理を行った患者のシバリン

グ発生数は0名であった｡

【考察】A病院は､ 体位や術式に応じて食道または直

腸に温度プローブを挿入し､ 連続的に測定している｡

しかし､ 気管内挿管や点滴ルートの確保､ 体位固定が

終了した後に体温プローブを挿入している為､ 麻酔導

入後30分以上経過したのちの体温を体温管理の基準と

して認識している｡ 本研究で使用した深部温計は､ 温

度センサーを前額部に貼付するため､ 入室直後から非

侵襲的に患者の深部温測定が可能であった｡ 担当看護

師には､ 入室時の深部温に復温するまで積極的に加温

をするよう助言した｡ 担当看護師からは ｢目標とする

体温が明確になり､ いつまで加温しその後保温に切り

替えればよいかの判断ができ､ 体温管理が行いやすい｣

や ｢入室時の体温から手術開始時までに起こる熱の再

分布の様子が実感できるので､ 今後の体温管理の参考

になる｣ という発言が聞かれた｡ 深部温計で体温管理

を行った患者12名を担当した看護師は､ 入室時の患者

の体温を基準として捉え､ この値を目標に積極的な加

温や保温を行う事が可能となったことが､ シバリング

を起こさなかった一因になったのではないかと考える｡

【結論】体温モニターを開始した時点では熱の再分布

により体温低下が起きている事､ シバリングはどの患

者にも起こる可能性がある事を踏まえて､ 今後の体温

管理を行う必要がある｡

A病院における生理的体重減少に
かかわる因子と援助の方向性

看 護 部
四井知佳､ 渡邊富紗子､ 安部結里
日本看護学会ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｬﾝ

平成28年11月 津

【目的】生理的体重減少に関わる因子を調査し母児へ

の援助について検討したので報告する｡

【方法】在胎週数が36週以降で平成27年4月から7月に

出生したA病棟管理の児99名を対象とし､ 生理的体重

減少と母体・児因子における関連性を調査し､ 各因子

の平均値を比較､ 単純集計した｡

【結果】生理的体重減少は全体平均で-5.4%であった｡

各項目における平均値の差は､ 初・経産別では､ 初産-

－ 693 －



5.1%､ 経産-5.8%であった｡ 分娩方法別では経膣分娩-

4.9%､ 帝王切開-5.2%であった｡ ハイリスク因子があ

る場合-5.8%､ ない場合は-5.4%であった｡ 出生体重別

では2500g未満-6.8%､ 2500g以上は-5.3%であった｡ 在

胎週数別では37週未満-5.8%､ 37週以降-5.4%であった｡

哺乳種類別では､ 母乳-3.8%､ ミルク-5.0%であった｡

最も差が大きかったのは出生体重別であった｡ 生理的

体重減少が最も大きかった対象の因子は､ 初産､ 帝王

切開､ ミルク哺乳の児であった｡

【考察】斎藤１) は､ ｢やや帝切分娩時の方が高率を

示しているが､ 正常範囲と言われている10%以上のも

のは少ない｡｣ と述べている｡ A病院でも帝王切開児

のほうが0.3%の差でやや高率であった｡ 低出生体重

児は生理的体重減少が大きくなると考えられる｡ それ

に加え､ 母体ハイリスク因子があり､ 在胎週数が37週

未満であると生理的体重減少はさらに大きくなると考

えられる｡ 低出生体重児､ 出生週数37週未満の児に対

して､ A病院では直接母乳時間を短時間とし､ 体力消

耗の負担を軽減するため低出生体重児用乳首を選択し

ている｡ 今後も､ 母体ハイリスク (特に双胎)､ 低出

生体重児､ 在胎週数37週未満の児には生理的体重減少

が大きくなることを予測し乳首の選択､ 哺乳介助など

介入が必要である｡ また､ 該当する母へ事前に生理的

体重減少が大きくなる可能性､ 乳首の選択､ 哺乳につ

いて､ 生理的体重減少が10%までなら心配ないことに

ついて説明し､ 不安を取り除く必要がある｡ ハイリス

ク分娩は母体への負担は大きく､ 産後も児の哺乳力が

弱く､ 生理的体重減少が大きければ母の不安・負担は

大きくなる｡ 母への指導として､ 三宅２) は､ ｢生理

的体重減少を病的と考えず､ 母乳哺育に重点を置きゆっ

たりとした心構えを持たせる｡ 母親が体重増加ばかり

考えるとストレスがたまり､ それが乳汁分泌の悪化の

原因につながる｡｣ と述べている｡ そのため､ 母体の

身体的・精神的負担を軽減していける個別性のあるケ

ア介入が必要である｡

【結論】１) 分娩方法別では､ 帝王切開で出生した児の

方が生理的体重減少はやや高率である｡ ２) 低出生体

重児に在胎週数37週未満､ 母体ハイリスク因子が加わ

ると､ さらに生理的体重減少は大きくなる｡ ３) 生理

的体重減少が大きくなると予測される場合､ 事前に母

への指導､ 哺乳介助､ 哺乳瓶使用時の乳首の選択を行

うことが必要である｡ ４) 母体の身体的・精神的負担

を軽減していける個別性のあるケア介入が課題となる｡

NICUにおける家族支援の現状と課題

看 護 部
藤原毬絵､ 野村 彩
日本新生児看護学会

平成28年12月 大阪

【はじめに】居住地から離れた病院での入院治療を行

う児の親が児との関係を構築し役割獲得していくため

の援助と課題について検討し､ 報告する｡

【事例の経過と看護の実際】児は巨大リンパ管腫 (20

×14×15cm) の治療のため､ 居住地から60km離れた

当院で出生しNICUに入院した｡ 児の母は自身の退院

まで毎日母一人で､ 30分程度NICUに面会に来た｡ 表

情が硬く､ 児を見て ｢少しびっくりした｣ と涙を流し

ていた｡ 母の退院後は祖母の運転で1時間半かけ､ 週2

～3回程度の面会があった｡ 面会時は介抱や哺乳を実

施し笑顔がみられた｡ 祖母は母と看護師のやり取りを

見守っていた｡ 退院の目処が立った頃でも面会頻度は

変わらなかった｡ 巨大なリンパ管腫がある状態で在宅

療養することになるため､ 母と祖母に退院指導の必要

性を説明した｡ しかし､ 祖母から ｢これ以上面会回数

を増やすことは経済的に難しい｣ と言われた｡ そこで､

退院後の生活について家族参加型カンファレンスを行っ

た｡ 母は ｢お世話を覚えたいから毎日面会にきたい｡｣

と発言があり､ 毎日面会に来るようになった｡ そして

退院に向けて準備を進めることができた｡

【考察】入院初期の母の様子からも不安と葛藤があっ

たと考える｡ この危機的な状況に対して､ 母に寄り添

うことはできていたものの､ 入院初期にこの家族の関

係性､ 両親のコミュニケーションの程度､ キーパーソ

ンについて把握することはできていなかった｡ 退院の

目処がたったころ､ 家族主体の退院支援につなげるた

めに家族参加型カンファレンスを行った｡ 母が自身の

思いを語り家族が自身の役割を見出すことができ､ 祖

母の意識も変化した｡ 今回､ 家族参加型カンファレン

スの開催は退院が視野に入った時点での実施であった

が､ 家族の役割獲得のためには､ 家族間のコミュニケー

ションの程度や関係性について早期から情報収集し､

支援していくことが重要であり今後の課題である｡
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アファチニブ(ジオトリフ)の教育指導統一
―多職種と連携を図って

看 護 部
岡本真美､ 横田千帆､ 犬飼皇人
日本肺癌学会

平成28年12月 福岡

【目的】アファチニブ(ジオトリフ)導入患者は先行導

入されている抗がん剤よりも副作用が強く出現し治療

を中断せざるを得ない事例があった｡ そのため入院中

の患者指導の意義と多職種と連携して入院中のみでは

なく退院後もサポートできる体制づくりが出来たため

報告する｡

【方法】調査期間：2015年3月?2015年12月 対象者：

８名 内容：入院後指導パンフレットを使用し薬剤師・

看護師から指導 退院時外来に入院中の状況を報告し

継続して副作用出現観察を依頼 初回受診時に患者に

聞き取り調査を外来看護師が実施

【結果】医師・薬剤師など多職種を交えてスタッフに

勉強会をしたことで患者指導の必要性を理解し､ また

パンフレット・運用基準などを作成したことで統一し

た指導ができた｡ 実際行った看護師から ｢指導しやす

かった｡｣ などの意見があった｡ 期間中８名の対象患

者の4名が現在も継続出来ている｡ 残りの4名は発疹や

下痢が強く中止している｡ 聞き取り調査の結果から

｢退院後に症状が出てきたが対応が早くできた｡｣ など

指導が有効である意見があった｡

【考察】外来と連携して入院時から予防方法・受診の

タイミングなどを指導することで副作用出現時の対処

方法を理解し副作用が抑えられ治療を継続できたと考

える｡ 対象患者が少なく有用性があるとは言い切れな

いが入院中から退院後も出現する副作用についての患

者指導は治療を継続する上で必要だったと考える｡ 新

しい薬剤に対し看護師教育も必要になり医師､ 薬剤師､

病棟看護師､ 外来看護師でチームを作り､ 多職種と連

携しシステム作りをして患者が治療を継続できるよう

にしていくことが大切である｡

【結論】今後も新薬が次々と出てくる為､ 退院後も継

続して治療出来るように多職種と連携していくことが

今後も必要である｡

ORPNS導入に向けての取り組み

看 護 部
石井 誠 栗林 都 林 文子
ＰＮＳ研究会

平成29年３月 福井

【背景と目的】A病院の看護方式は､ 平成10年より

｢固定チームナーシング｣ を導入していたが､ ①新人

看護職員の離職回避､ ②患者の安全なケアの提供､ ③

タイムリーな記録､ ④超過勤務の減少というメリット

に期待し､ 平成26年度よりPNSを導入している｡ しか

し､ 手術室では業務の特殊性などを理由に未導入であっ

た｡ 看護部の方針に基づき､ 平成28年度より手術室で

もPNSを本格導入することとなり､ これに先駆けた

1年間の取り組みについて報告する｡ 〈用語の定義〉

ORPNS (Operation Room's Partnership Nursing System)

：手術室におけるPNS

【取り組み】①認識調査：看護方式とPNSについて

(質問紙) ②ルールの設定:1患者に対し､ 直接介助者

と間接介助者と補完看護師1名を加えた3名で協働をす

る｡ ③作戦会議の実施：術前患者ミーティング ｢作戦

会議｣ を実施する｡ 実施状況の聞き取り調査｡ ④教育：

PNS勉強会 (3回)､ 通信の発行 (5回)｡ ⑤ORPNSを

導入に対する問題点の抽出と業務改善｡

【結果】①看護方式がPNSであると回答をしたのは､

27%と低値であった｡ 第1回の勉強会後には､ 正解率

が100%となり､ 看護方式がPNSであることは認識さ

れた｡ しかし､ 意識調査では､ PNSに対して ｢何も変

わらない｣ ｢みんなの意識改革が感じられない｣ といっ

た消極的な意見が得られた｡ ②直接介助者と間接介助

者は､ ペアであっても業務内容が異なるため､ 自分の

業務だけをこなすという 『自己完結型』 であった｡ ペ

アが互いの業務を気にかけ言葉を掛けるなど術前・術

中のコミュニケーションが増加した｡ また､ ペアで

｢手術を担当する＝業務中心｣ ではなく､ ｢患者を受け

持つ＝患者中心｣ という認識の変化があった｡ ③ORPNS

導入初期の ｢作戦会議｣ への参加率は､ 直接介助者が

96%､ 間接介助者100%､ 補完者30%であった｡ お互い

意見交換ができたかについては､ 経験年数が浅い看護

師は ｢言えない｣ ｢うなずく､ 聞いているだけ｣ とい

う結果であった｡ そこで④を行った結果､ 直接介助者､

間接介助者共に100%､ 補完者は55%と増加した｡ ⑤

日替わりリーダーや術前術後訪問担当者､ 麻酔物品準
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備担当者は自己完結型業務であった｡ また､ 特に経験

の浅い者は実施漏れが起きていた｡ これに対し各勤務

帯のリーダー同士､ また術前術後訪問担当者と麻酔物

品準備担当者をペアとして､ 自己完結型を廃止した｡

各リーダーは､ 師長と3名でラウンドしながら進行状

況と残務量を把握することで､ リシャッフルや残務の

依頼についての意見交換や検討ができ､ 若い日替わり

リーダーのフォローアップや育成の場ともなった｡ 術

前術後訪問担当者や麻酔物品準備担当者の業務の最終

確認はリーダーが実施していたが､ ペアとして補完し

協働することで､ リーダーの負担も軽減し業務に集中

できるようになった｡

【考察】橘は ｢工夫しながらPNSを導入することで､

働きやすい環境が熟成される｣ と述べている｡ ペアを

組む中でリーダー同士のラウンドや自己完結型業務の

廃止､ ｢作戦会議｣ の実践により､ コミュニケーショ

ンが活発となる｡ これは安全な手術の提供､ 事故防止

や実施漏れ防止､ 業務負担の軽減などの業務改善にも

つながるものと考える｡ 定期的な勉強会の開催や通信

の発行で継続的に働きかけることで､ PNSに対する意

識が高まり ｢作戦会議｣ の必要性も理解され定着する｡

しかし､ ペアは対等関係にあるとしながらも若年者が

発言を出来ないことから､ パートナーシップマインド

を醸成させるため､ さらに継続的な働きかけが必要で

あると考える｡

【まとめ】PNSを導入することで一時的な混乱が起き

るのは想定できる｡ どんなに良いシステム (看護方式

PNS) があっても､ 始める前から ｢できない｣ ｢変わ

らない｣ というネガティブ思考であったり､ 各個人が

理解したうえで責務や役割を果たさないと成功はしな

い｡ ①PNSのメリットを最大限に活かし､ 工夫しなが

らORPNSを確立させる｡ ②全勤務帯での導入を成功

させる｡ ③成功のカギはパートナーシップマインドに

あるため､ マインド醸成の働きかけが今後の課題であ

る｡ 参考・引用文献 橘 幸子：新看護方式ＰＮＳ導

入・運営テキスト Ｐ181､ Ｐ112 日総研, 2014

転倒転落の予防における排泄誘導の必要性
～当病棟における転倒転落予防方法～

看 護 部
寺倉明希､ 浦野智美､ 小島美加
川口智里､ 平野美佳､ 丹羽恵里奈
日本医療安全学会

平成29年３月 東京

【はじめに】A病棟では､ 白血病・悪性リンパ腫・悪

性貧血などの疾患で輸血や化学療法を目的とした入院

患者が多い｡ 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｡ 昨年度､

過去４年分の転倒・転落の症例86件を調査した｡ 日常

生活自立度A2 ～B2の患者が夜間の排泄時に転倒・転

落した件数が86件中55件という結果から排泄が主な原

因だと分かった｡ そのため､ A病棟の該当患者に排泄

介助を行う事で転倒・転落の減少につなげる事が出来

るのではないかと考えこの研究を行った｡ 昨年度､ 調

査した結果を基に今年度は排泄誘導を実施し､ その効

果を明らかにしたい｡

【研究目的】過去４年分の転倒転落調査結果と今年度

排泄誘導を行った結果を基に､ 排泄誘導の有効性を明

確にするため｡

【研究方法】平成２７年５月～平成２７年１２月 ①

転倒転落アセスメントスコアＡ･Ｂ判定､ 日常生活自

立度Ａ2～Ｂ2に該当する２４名の患者に排泄誘導の実

施 ②病棟スタッフへ排泄誘導に対する意識調査

【倫理的問題】調査結果は研究以外使用しない事､ 個

人が識別できないようにする｡

【結果】該当患者計２４名を調査した結果排泄誘導実

施前は､ ナースコール作動回数は合計３１２回であっ

たが排泄誘導後ナースコール作動回数は１１４回｡ 該

当患者２４名の内､ 計８名が離床センサーを設置して

おり排泄誘導前は離床センサー作動回数７１回､ 排泄

誘導後は離床センサー作動回数２１回｡ よって､ ナー

スコール作動回数６３％減少､ 離床センサー作動回数

６９％減少という結果となった｡ 転倒転落件数の比較

では､ 平成２６年度転倒転落件数が２１件｡ 平成２７

年度の転倒転落件数は､ １３件となり､ ４０％の減少｡

病棟スタッフのアンケート調査結果では､ 排泄誘導に

対する意識の変化､ 有 １００％・無 ０％｡ 排泄誘導

の看護オーダーに従って排泄誘導を実施したか はい

９１. ３％・いいえ 8.7％｡ 排泄誘導を業務に取り入
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れる事は可能か､ はい８７％・いいえ１３％であった｡

【考察】今年度５月?１０月の間に排泄誘導を実施し､

昨年度の転倒転落件数を比較すると４０％減少してい

る事からA病棟では排泄誘導は有効的であると明らか

になった｡ また､ 排泄誘導前と排泄誘導後にナースコー

ル作動回数と離床センサー作動回数が減少している事

から排泄パターンに基づく排泄誘導は予防策として有

効であったと考える｡ 今回はプレテストとして計２４

名の患者に排泄誘導を行ったが､ その日の水分摂取量・

点滴内容・不感蒸泄が変化すると排泄量も変化する｡

そのため､ 患者の排泄パターンを日々把握し､ 患者の

状態に合わせて排泄誘導時間も変更する事が望ましい

事が明らかになった｡ また､ 排泄誘導を行う事で患者

自身もトイレに行くまでの間､ 精神的に余裕をもって

排泄をする事ができた｡ 患者の中には看護師に遠慮し

ナースコール指導を行うがナースコールを押さずに排

泄する患者にも排泄誘導は有効であった｡

【まとめ】今回の研究で明らかになったことは､ A病

棟における転倒転落の予防方法の一つとして 1.排泄

誘導は有効的であった｡

大垣市民病院における医師賠償責任保険
についての考察

医療安全管理部
水田 恒､ 藤本佳則､ 小林譲司
栗田恭子､ 野田孝浩､ 平墳論嘉子

庶 務 課
説田 誠､ 三宅孝治
第55回全国自治体病院学会

平成 28年10月 富山

【目的】多くの医療機関では､ 医療事故や医療紛争を

想定し医師賠償責任保険に加入しているが､ 加入形態

や契約内容については様々な状況になっている｡ 当院

では平成２４年４月から医療安全管理体制をさらに充

実させるため､ 医療安全管理部門を独立した部署とし

４年以上が経過した｡ 部門独立前後での当院における

保険の状況と医療安全管理部門との関係について調査

する｡

【方法】部門独立前後における各年度の支払保険金と

病院が負担する保険料の関係について分析した｡

１ 支払保険金については次のとおり分類した｡

Ａ 紛争相手に支払われる損害賠償分

Ｂ 病院側の弁護や調査に要する費用

また紛争の内容でさらに次のとおり分類した｡

ａ 過失あり (法的､ 道義的責任あり)

ｂ 過失なし

２ 病院が負担する保険料については該当年度の前々

年度から過去５年間の支払保険金と病院の規模等で決

定する保険料を基に算出されることから､ 各年度の計

算を行った｡

【結果】当院の医師賠償責任保険における経済的環境

が明確になった｡ 医療従事者が医療事故を防止するこ

とは言うまでもないが､ 医療事故と医療紛争における

支払保険金の違いや､ 各年度での保険料の負担額が明

確化されたことにより､ 過失のない医療紛争における

医療機関の金銭的負担は､ 病院経営的にも問題視する

必要があることが分った｡ 広い意味での医療事故防止

として､ 患者等に対する十分な説明や対応を行うこと

は､ 無駄な負担を減らすことにつながり､ また､ 医療

機関の資質向上が患者や地域住民の利益に直結するこ

とになると考えられる｡

【結論】医師賠償責任保険について考察することによ

り､ 医療の質向上の一要因として経済的環境を明確に

できた｡

医療安全管理課職員による全死亡患者
カルテ確認の取り組み

医療安全管理部
野田孝浩､ 小林譲司､ 栗田恭子
水田 恒､ 平墳諭嘉子､ 藤本佳則
第32回岐阜県病院協会医学会

平成28年10月 高山

【はじめに】平成27年10月より医療事故調査制度 (以

下､ 制度) が施行され､ 医療法上､ 制度の対象となる

医療事故 (当該病院等に勤務する医療従事者が提供し

た医療に起因し､ 又は起因すると疑われる死亡又は死

産であって､ 管理者が死亡又は死産を予期しなかった

もの) に該当すると管理者が判断した場合には､ 遺族

へ説明の上､ 医療事故調査・支援センター (以下､ 支

援センター) へ報告し､ 遺族へ院内調査の結果を説明
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するとともに､ 再発防止に向け支援センターへ結果報

告することが義務付けられた｡

【目的】制度上の医療事故であるか否か､ 担当者から

の報告のみでなく､ 医療安全管理課の多職種 (医師・

薬剤師・看護師・診療放射線技師等) が客観的に評価

し､ 担当者へ疑義照会することにより､ 医療安全を推

進する｡

【方法】勤務日の朝礼後､ 医療安全管理課職員複数名

により､ 当院における前勤務日から当日朝までの死亡

患者のカルテを確認する｡ 疑義が生じた場合には､ 担

当医または担当看護師へ聞き取り調査した上で､ 医療

安全担当副院長の判断により委員会開催等の対応を検

討する｡

【結果】平成27年10月から平成28年5月までの8ヶ月間､

当院における死亡患者数は759名であった｡ この中で､

疑義照会45件､ 委員会開催3件､ 支援センターへの相

談1件実施したが､ 制度上の医療事故は0件であった｡

【考察】疑義の内容は､ カルテ記載と面談書の不備に

関するものが多く､ 担当者へフィードバックできた｡

一方､ 支援センターによれば､ 同期間に全国で251件

の報告と1250件の相談があったが､ 当初の想定よりも

少なかったと発表している｡ 今年6月の制度見直し後､

厚労省主催の研修等へ積極的に参加し､ 知識を吸収し

ていく必要がある｡

【結語】当院における全死亡患者のカルテを､ 医療安

全管理課職員が確認することは､ 多職種の視点から医

療行為を客観的に評価でき､ 医療安全推進の一助とな

り得る｡

[セミナー]

講座Ⅱ 感染対策

医療安全管理部
野 田 孝 浩
平成28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28年７月 岐阜

【はじめに】近年､ 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・ジカ熱など､ 様々な感

染症の話題がマスコミを賑わし続けている｡ 昨年は､

韓国でMERS (中東呼吸器症候群) コロナウィルスが

猛威を振るい､ 僅か数ヶ月間で死者38名､ 感染者186

名を数え､ 当時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｡

これらの他にも､ 一昨年ウガンダでマールブルグ熱が

感染拡大し､ 当時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｡ 私共は医療従事者

として､ 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

就職された皆さんにとって､ 最低限これだけは知って

おくべきと思われる感染管理の基礎知識について紹介

する｡

【本日の内容】１. 感染対策は何故必要か？

２. 感染防止対策加算について

３. 手指衛生の重要性とタイミング

４. 個人防護具 (PPE) について

５. 標準予防策と感染経路別予防策

６. ポータブル撮影時の注意点

７. 各種認定資格と感染管理

８. 診療放射線技師の業務範囲拡大と感染管理

【まとめ】患者だけでなく､ 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｡ 新入会の皆さんは､ 本日の受講によっ

て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､ ご自身の職場環境を見直

していただきたい｡ 感染対策を有効に実施できる物・

風土・意識改革が必要であり､ 職員が感染症関連の情

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

も技師会関連の各種セミナー・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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診療放射線技師も知っておきたい
感染症の知識

医療安全管理部
野 田 孝 浩
第６回岐阜救急画像技術セミナー＆第11回

愛知＠災害・救急撮影研究会コラボ企画

平成29年１月 名古屋

2016年11月に韓国では初のH5N6型高病原性鳥イン

フルエンザが見つかり､ その後約2か月間で3,200万羽

以上の鳥が殺処分されたとの発表があった｡ 日本にお

いても2016年12月から2017年1月にかけて､ 愛知県名

古屋市の東山動物園や岐阜県山県市の養鶏場などで､

同じくH5N6型高病原性鳥インフルエンザ感染が拡大

し､ 全国で114万羽以上の鳥が殺処分されていると報

道されたことは記憶に新しい｡ 一方で､ 中国を中心に

世界では､ H5N1型高病原性鳥インフルエンザやH7N9

型高病原性鳥インフルエンザなど､ 数百人が感染し死

亡率が非常に高いことが報告されているが､ 今のとこ

ろヒトーヒト感染はなく､ 日本では二類感染症に指定

されていることが知られている｡ しかしながら､ やは

り中国において2014年以降､ 今回のH5N6型高病原性

鳥インフルエンザに16人が感染し､ うち10人が死亡し

たという事実はあまり知られていない｡ 万が一､ これ

らの鳥インフルエンザウィルスが変異し､ ヒトーヒト

感染を引き起こすようになると､ 新型インフルエンザ

のパンデミックとなってしまうことは､ ほぼ間違いな

いであろう｡

私共診療放射線技師は､ 医療従事者として正しい手

指衛生を理解し､ 新型インフルエンザ対応訓練や､ 現

在各地で猛威をふるっているノロウィルスを想定した

嘔吐物処理訓練に参加するなど､ 感染対策の重要性を

理解しておく必要がある｡

本日は､ 流水と石けんでの手洗いのポイント､ 洗い

残しが生じやすい所など､ 手指衛生について解説する

とともに､ アルコール消毒では効果が弱い病原体によ

る感染症についてUSやCT等の検査画像を交えながら､

検査前後における感染対策の注意点や､ 大垣市民病院

における取り組みについても述べる予定である｡
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(大会長・司会・座長記録)
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16. 5.19 消化器内科 熊 田 卓 第52回日本肝臓学会総会 千 葉

16. 5.19 消化器内科 豊 田 秀 徳 第52回日本肝臓学会総会 千 葉

16. 5.27 消化器内科 金 森 明 第89回日本超音波医学会 京 都

15. 5.28 消化器内科 熊 田 卓 第89回日本超音波医学会 京 都

16. 5.28 消化器内科 金 森 明 12 t h AFSUMB 京 都

16. 5.28 消化器内科 多 田 俊 史 第89回日本超音波医学会 京 都

16. 7. 2 消化器内科 熊 田 卓 第52回日本肝癌研究会 東 京

16. 7.13 消化器内科 豊 田 秀 徳 西濃肝炎 Conference2016 大 垣

16. 9.25 消化器内科 金 森 明 第37回中部地方会学術集会 名 古 屋

16.10. 1 消化器内科 熊 田 卓 第40回超音波ドプラ研究会 東 京

16.11.26 消化器内科 熊 田 卓 第46回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会 津

17. 1.14 消化器内科 熊 田 卓 第14回日本肝がん分子標的治療研究会 東 京

17. 2.18 消化器内科 熊 田 卓 第７回びまん性肝疾患の画像研究会 東 京

16. 4.10 呼吸器内科 安 藤 守 秀 第56回日本呼吸器学会学術講演会 京 都

16. 4.23 呼吸器内科 安 藤 守 秀
第３回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会東海地
方学会 (大会長)

大 垣

16. 4.23 呼吸器内科 中 島 治 典
第３回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会東海地
方学会

大 垣

16. 5.21 呼吸器内科 日比美智子 第109回日本呼吸器学会東海地方学会 名 古 屋

16. 6.23 呼吸器内科 進 藤 丈 第39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 名 古 屋

16. 7.16 呼吸器内科 安 藤 守 秀 第38回日本呼吸療法医学会学術集会 名 古 屋

16.10.11 呼吸器内科 安 藤 守 秀
第26回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術
集会

横 浜

16.11. 5 呼吸器内科 日比美智子 第110回日本呼吸器学会東海地方学会 名 古 屋

17. 3.10 呼吸器内科 安 藤 守 秀 第44回日本集中治療医学会学術集会 札 幌

16.7.14・15 循環器内科 森 島 逸 郎
第63回日本不整脈心電学会学術集会 (14日：コメン
テーター)

札 幌

16. 9.16 循環器内科 森 島 逸 郎 Nagoya Clinical Cardiology Conference 名 古 屋

16. 9.21 循環器内科 森 島 逸 郎 第14回若手循環器セミナー 名 古 屋
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16. 9.25 循環器内科 森 田 康 弘 日本超音波医学会第37回中部地方会学術集会 名 古 屋

16. 9.30 循環器内科 吉 田 路 加
第36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

浜 松

16.10. 8 循環器内科 吉 田 路 加 第11回濃尾ペリフェラル研究会 名 古 屋

16.10.28 循環器内科 森 島 逸 郎
日本不整脈心電学会カテーテルアブレーション関連
秋季大会2016

福 岡

16.11.24 循環器内科 森 島 逸 郎 第28回岐阜循環器核医学研究会 岐 阜

16.12. 2 循環器内科 吉 田 路 加 Cutting Balloon 研究会 名 古 屋

17. 1.21 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2017 伊 勢

17. 2.17 循環器内科 森 島 逸 郎
第９回日本不整脈心電学会植込みデバイス関連冬季
大会

大 阪

17. 3.10 循環器内科 坪 井 英 之 第44回日本集中治療医学会総会 札 幌

16. 5.28 小 児 科 藤井秀比呂 第24回西濃小児アレルギー研究会 大 垣

16. 9.29 小 児 科 岩 田 晶 子 夜尿症を考える会 大 垣

16.12. 1 小 児 科 藤井秀比呂 西濃てんかん診療研究会学術講演会 大 垣

17. 1.26 小 児 科 中 嶋 義 記 第19回岐阜小児感染症懇話会 岐 阜

16. 8.20 第 2 小児科 倉 石 建 治 第23回西濃心臓病研究会 大 垣

16.10.30 第 2 小児科 倉 石 建 治
平成28年度第２回岐阜県小児科医会・第 45 回西濃小
児科医会学術講演会

大 垣

16. 4.16 外 科 金 岡 祐 次 第116回日本外科学会定期学術集会 大 阪

16. 4.29 外 科 高 山 祐 一 第291回東海外科学会 名 古 屋

16. 6.16 外 科 亀井桂太郎 第24回日本乳癌学会学術総会 東 京

16. 7.18 外 科 尾 上 俊 介 第46回愛知臨床外科学会 名 古 屋

16.10. 6 外 科 亀井桂太郎 第４回日本乳房ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｲｯｸｻｰｼﾞｬﾘｰ学会総会 千 葉

16.10.16 外 科 高 山 祐 一 第292回東海外科学会 岐 阜

16.11.11 外 科 前 田 敦 行 第15回岐阜膵臓外科研究会 岐 阜

16.11.24 外 科 高 山 祐 一 第78回日本臨床外科学会総会 東 京

16.11.26 外 科 前 田 敦 行 第78回日本臨床外科学会総会 東 京

17. 1.14 外 科 尾 上 俊 介 第60回名古屋腫瘍外科内外研究会 名 古 屋
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17. 2.11 外 科 高 橋 崇 真 第47回愛知臨床外科学会 名 古 屋

17. 2.25 外 科 前 田 敦 行 第75回東海胆道研究会 名 古 屋

17. 3. 2 外 科 高 山 祐 一 第53回日本腹部救急医学会総会 横 浜

16. 6. 7
心 臓 血 管
外 科

玉 木 修 治 第59回関西胸部外科学会 三 重

17. 2.10 脳神経外科 和田健太郎 第33回白馬脳神経外科セミナー 湯 沢

16. 5.28
歯 科 口 腔
外 科

梅 村 昌 宏
第41回公益社団法人日本口腔外科学会中部支部学術
集会

名 古 屋

16. 7. 9 皮 膚 科 高 木 肇 第69回東海膠原病研究会 (世話人) 名 古 屋

16. 6. 4 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第８回日本がん薬剤学会 名 古 屋

16. 6. 5 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第10回日本緩和医療薬学会年会 浜 松

16.10.30 薬 剤 部 宇佐美英績
日本病院薬剤師会東海ﾌﾞﾛｯｸ
日本薬学会東海支部合同学術大会2016

岐 阜

16.10.30 薬 剤 部 安 田 親 由
日本病院薬剤師会東海ﾌﾞﾛｯｸ
日本薬学会東海支部合同学術大会2016

岐 阜

16.10.30 薬 剤 部 鈴 木 宣 雄
日本病院薬剤師会東海ﾌﾞﾛｯｸ
日本薬学会東海支部合同学術大会2016

岐 阜

17. 1.27 薬 剤 部 安 田 親 由 第１回岐阜県病院薬剤師会栄養領域研修会 岐 阜

17. 3. 3 薬 剤 部 安 田 親 由 第１回岐阜県病院薬剤師会糖尿病領域研修会 岐 阜

16. 5.21 画 像 小 川 定 信 第55回岐阜県 MR 技術研究会 多 治 見

16. 6. 4 画 像 木 等 第60回岐阜県放射線治療技術研究会 美濃加茂

16. 6.11 画 像 川 地 俊 明 日本超音波検査学会第41回学術大会 仙 台

16. 7.16 画 像 乙 部 克 彦 第31回岐阜県肝画像研究会 (コメンテーター) 岐 阜

16. 9.11 画 像 安 田 英 明 第４回東海血管検査研究会 豊 明

16. 9.18 画 像 木 等 第32回日本放射線技師総合学術大会 岐 阜

16.10. 8 画 像 川 地 俊 明
日本消化器がん検診学会第１回胃癌検診専門技師研
修会

東 京

16.11. 5 画 像 川 地 俊 明 第９回中部放射線医療技術学術大会 鈴 鹿

16.11. 5 画 像 竹 中 和 幸 第９回中部放射線医療技術学術大会 鈴 鹿

16.12. 3 画 像 木 等 第61回岐阜県放射線治療技術研究会 多 治 見

17. 2.11 画 像 川 地 俊 明 第29回日本消化器画像診断情報研究会 福 岡
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17. 3. 4 画 像 竹 中 和 幸 第45回血管造影技術研究会 岐 阜

16. 5.29 検 査 今 吉 由 美 第36回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 京 都

16. 7. 2 検 査 中 島 直 美 岐臨技研修会臨床生理部門研修会 (世話人) 大 垣

16. 7.24 検 査 石 郷 景 子 第24回日本PSG研究東海支部例会 (世話人) 名 古 屋

16.10. 8 検 査 石 郷 景 子
第26回日本神経生理検査研究会中部支部研修会 (世
話人)

浜 松

16.11.13 検 査 石 郷 景 子 岐臨技秋季拡大研修会 中 津 川

16.11.13 検 査 後 藤 孝 司 岐臨技秋季拡大研修会 中 津 川

16.11.26 検 査 中 島 直 美 岐臨技研修会臨床生理部門研修会 (世話人) 大 垣

16.12.11 検 査 中 島 直 美 日臨技中部圏支部医学検査学会 金 沢

17. 1.22 検 査 石 郷 景 子
第30回日本臨床衛生検査技師会中部圏支部生理検査
研修会

静 岡

17. 2.12 検 査 後 藤 孝 司 日臨技中部圏支部遺伝子染色体検査部門研修会 名 古 屋

17. 2.24 検 査 石 郷 潮 美 第32回日本環境感染学会 神 戸

17. 3.11 検 査 石 郷 潮 美 第15回東海院内感染フォーラム 名 古 屋

17. 3.12 検 査 石 郷 景 子 第25回日本 PSG 研究会東海支部例会 大 垣

17. 3.25 検 査 石 郷 景 子
第27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

16. 6. 4 臨 床 工 学 辻 善 範 第３回 TOKAI Device Management Conference 名 古 屋

16. 8.20 臨 床 工 学 辻 善 範 第７回東海テクニカルセミナー 名 古 屋

16. 9.17 臨 床 工 学 辻 善 範 第２回静岡アドバンステクニカルセミナー (ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ) 静 岡

16.10.22 臨 床 工 学 小 山 富 生 第42回日本体外循環技術医学会大会 東 京

17. 1.27 臨 床 工 学 小 山 富 生 第31回心臓血管外科ウィンターセミナー学術集会 長 野
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