




序 金岡祐次

Ⅰ 書籍の部

Ⅰ－１ (単行本)

新人ナースのための目で見る ペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア 森島逸郎 … 1

Ⅰ－２ (分担執筆) 4

Ⅱ 論文の部

・Discrepant imaging findings of portal vein thrombosis with dynamic computed tomography and

computed tomography during arterial portography in hepatocellular carcinoma: possible cause leading

to inappropriate treatment selection Hidenori Toyoda et al … 6

・超音波と MRI による脂肪肝の評価 多田俊史 他 … 11

・Liver fibrosis indices for identifying patients at low risk of developing hepatocellular carcinoma after

eradication of HCV Hidenori Toyoda et al … 14

・Differences in background characteristics of patients with chronic hepatitis C who achieved sustained

virologic response with interferon-free versus interferon-based therapy and the risk of developing

hepatocellular carcinoma after eradication of hepatitis C virus in Japan Hidenori Toyoda et al … 23

・Hepatitis B Core-Related Antigen: A Possible Indicator for the Termination of Prophylactic Nucleos(t)ide

Analogue Therapy in Patients After Immunosuppressive Therapy Hidenori Toyoda et al … 28

・Reply to: "HBV markers for HCC prediction: Three heads are better than two?" Toshifumi Tada et al … 30

・Role of hepatic resection in patients with intermediate-stage hepatocellular carcinoma: A multicenter

study from Japan Toshifumi Tada et al … 31

・B 型肝炎関連肝細胞癌の予後予測における ALBI grade の有用性 水野和幸 他 … 38

・Progression of liver fibrosis is associated with non-liver-related mortality in patients with nonalcoholic

fatty liver disease Toshifumi Tada et al … 45

・Hepatitis B virus core-related antigen levels predict progression to liver cirrhosis in hepatitis B carriers

Toshifumi Tada et al … 57

・Validation of serological models for staging and prognostication of HCC in patients from a Japanese

nationwide survey Hidenori Toyoda et al … 65

・Characteristics and Prognosis of Hepatocellular Carcinoma in Japanese Patients Undergoing Dialysis

Hidenori Toyoda et al … 75

・Improvement of liver stiffness in patients with hepatitis C virus infection who received direct-acting

antiviral therapy and achieved sustained virological response Toshifumi Tada et al … 83

………………………………………………………………………………………………………

…………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………

…

………

…

………………………………………………………………

……………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………

目 次



・Differences in the impact of prognostic factors for hepatocellular carcinoma over time

Hidenori Toyoda et al … 90

・Imaging basis of AFP and WFA+M2BP as indicators of the risk of HCC after SVR

Hidenori Toyoda et al … 97

・New scoring system combining the FIB-4 index and cytokeratin-18 fragments for predicting steatohepatitis

and liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease Toshifumi Tada et al … 99

・Efficacy and safety of glecaprevir/pibrentasvir in Japanese patients with chronic genotype 2 hepatitis

C virus infection Hidenori Toyoda … 106

・Viral eradication reduces both liver stiffness and steatosis in patients with chronic hepatitis C virus

infection who received direct-acting anti-viral therapy Toshifumi Tada et al … 115

・Significance of day-1 viral response of hepatitis C virus in patients with chronic hepatitis C receiving

direct-acting antiviral therapy Hidenori Toyoda et al … 126

・脂肪肝に対する Ultrasound-guided attenuation parameter を用いた減衰係数測定の経験 多田俊史 他 … 133

・呼吸ケア､ 急性期と慢性期の連携を巡って 院内連携の実際 安藤守秀 … 136

・COPD 検診による一般住民における COPD 認知度の変化 安藤守秀 … 142

・ハイフロ―ってどのくらいの設定から開始したらいいの？ 日比美智子 … 148

・この聴診器がすごい！ (第 1 回) 聴診器誕生秘話 日比美智子 … 150

・この聴診器がすごい！ (第 2 回) 聴診器購入ガイド 自分に合った聴診器を探そう 日比美智子 … 152

・この聴診器がすごい！ (第 3 回) お勧めの聴診器はこれだ！ 日比美智子 … 154

・臓器別 呼吸器がん患者の痛み (医師) 中島治典 … 156

・Impact of basal inferolateral scar burden determined by automatic analysis of 99mTc-MIBI myocardial perfusion

SPECT on the long-term prognosis of cardiac resynchronization therapy Itsuro Morishima et al … 160

・Neointimal hyperplasia covering the intraluminal neo-metal carina 12 years after the simultaneous kissing stenting technique

was performed: insight from optical frequency domain imaging findings Naoki Yoshioka et al … 168

・Comparison of Frequency and Characteristics of Patients With Atrial Fibrillation Having Ablation With

Versus Without Coronary Narrowing (＞50%) by Angiography Toshiro Tomomatsu et al … 170

・Successful Medical Treatment Using Tolvaptan of Ventricular Septal Rupture Following Myocardial

Infarction Kazushi Terada et al … 176

・Usefulness of the Jailed-Balloon Technique in Percutaneous Intervention for Severe Coronary Perforation

Involving Left Main Bifurcation Kensuke Takagi et al … 181

・否認がみられた進行がん事例に対する心の状態の理解と関与のあり方 澤 たか子 … 184

・経母乳感染が疑われた遅発型 B 群溶血性連鎖球菌敗血症の 2 例 山田佑也 他 … 195

・多飲多尿と体重増加不良を主訴に受診した乳幼児習慣性多飲多尿の 1 例 沼田侑也 他 … 201

・9 歳で神経性やせ症を発症した女児と母親に対する心理支援 福岡明日香 他 … 206

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………

…………………………………………………………………

……………………

………………………………………………

……

………………………

…………………………

………………………

…………………………………

…

……………………

………………………………………………

……

……………

……

………………………………………………………………………

……………………………………………

…………

……………

……

………………



・海綿状血管腫に起因した脊髄硬膜外血腫の 1 例 川合裕規 他 … 213

・食道異物による気管狭窄の 1 例 稲川明良 他 … 218

・NICU 入院中の管理 脳室周囲白質軟化症の評価と予防 谷口 顕信 他 …223

・Avoiding both the surgically and oncologically futile use of ALPPS Yasuyuki Fukami et al … 227

・Bilobar versus unilobar multiple colorectal liver metastases: a propensity score analysis of surgical

outcomes and recurrence patterns Yasuyuki Fukami et al … 229

・Ultrasonic energy device versus monopolar energy device in laparoscopic transabdominal preperitoneal

(TAPP) inguinal hernia repair Shimpei Otsuka et al … 237

・Preoperative radiographic vascular involvement score predicts the prognosis of resected pancreatic

head adenocarcinoma Shunsuke Onoe et al … 243

・A preoperative predictive scoring system to predict the ability to achieve the critical view of safety

during laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis Shunsuke Onoe et al … 251

・虫垂憩室炎の２例 米山将太郎 他 … 256

・小腸閉塞症の診断と治療方針決定のための水溶性造影剤(ガストログラフィン)を用いた経口造影

検査の有用性 高山祐一 他 … 260

・脾動脈瘤を形成した抗リン脂質抗体症候群の 1 例 寺崎史浩 他 … 266

・Determination of therapeutic strategy for adhesive small bowel obstruction using water-soluble contrast

agents: An audit of 776 cases in a single center Haruki Mori et al … 271

・ Extracorporeal Hand-Sewn Anastomosis Through a Minilaparotomy in Laparoscopic Distal

Gastrectomy Yuichi Takayama et al … 279

・Adjuvant hepatic artery infusion chemotherapy after hemihepatectomy for gastric cancer liver

metastases Yasuyuki Fukami et al … 286

・大動脈解離術後に発症し救命した非閉塞性腸間膜虚血症の 1 例 和田侑星 他 … 292

・術後32日目に多発肝転移と腹膜播種を来した紡錘細胞型退形成膵管癌の 1 例 今岡拓郎 他 … 298

・右下腹部痛を呈した化膿性恥骨結合炎の 1 例 寺崎史浩 他 … 305

・Internal hernia after proximal gastrectomy with jejunal interposition Yuichi Takayama et al … 310

・脳静脈洞血栓症を認めた 21 ヵ月後に新たに発生した硬膜動静脈瘻の 1 例 石井元規 他 … 316

・Selection of recipient vessels for free flap following intra-arterial chemoradiotherapy

Keishi Kohyama et al … 323

・ラグビー事業団選手に生じた明らかな自覚のない肩関節前方不安定症の２例 鷹羽慶之 他 … 329

・上腕骨内側上顆の投球骨折治癒後に上腕骨骨幹部の投球骨折を受傷した 1 例 鷹羽慶之 他 … 333

・野球肘との鑑別を要した滑膜性骨軟骨腫症の 1 例 鷹羽慶之 他 … 337

・前立腺癌内分泌療法執行症例における24週間持続LH-RH agonist リュープロレリン 22.5mgへの変更

に関する検討 宇野雅博 他 … 340

…………………………………

……………………………………………………

………………………

…

………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………

……………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………

…

……………………………………

…

…

………………………………………………………………………………

………………………………

…………………………………………………………………………



・血液透析中に発見された後腹膜悪性リンパ腫合併腎細胞癌の 1 例 川瀬 真 他 … 344

・前立腺癌アンドロゲン除去症例における 2014ISUP 新 Grade group 分類の臨床的検討

宇野雅博 他 … 348

・Decrease of bone mineral density in Japanese patients with non-metastatic prostate cancer treated

with androgen deprivation therapy Seikichi Kato et al … 353

・レンバチニブで延命効果が得られた 1 症例 大西将美 他 … 362

・自家脂肪注入術を施行した耳管開放症例 奥田 弘 他 … 369

・喉頭温存手術を施行した若年の喉頭軟骨肉腫例 奥田 弘 他 … 373

・Quantitative analysis of chronological changes in the volume of flaps used for reconstruction of

oral cavity defects Masashi Kimura et al … 379

・上顎骨に生じた歯原性粘液線維腫の 1 例 西脇宗介 他 … 384

・Idiopathic Isolated Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy: A Report of 2 Cases and Review of the

Literature Akio Shibata et al … 389

・Evaluation of antimicrobial stewardship (AS) for appropriate use of antimicrobial agents

Tomoko Matsuoka et al … 395

・感染管理支援システムを用いた薬剤師主導 antimicrobial stewardship program の有用性

大橋健吾 他 … 399

・レンバチニブ服用甲状腺癌患者への薬剤師による医師の診察前面談をとおしての診療支援

川地雄基 他 … 407

・Analysis of the incidence of tumor lysis syndrome in patients with hematological malignancies

treated with rasburicase Eiseki Usami et al … 412

・Comparing the cost-effectiveness of FOLFIRINOX, nab-paclitaxel plus gemcitabine, gemcitabine and

S-1 for the treatment of metastatic pancreatic cancer Machiko Kurimoto et al … 417

・中等度肝機能障害患者におけるカスポファンギンの安全性に関する検討 松岡知子 他 … 423

・Evaluation of efficacy and clinical utility of potassium peroxymonosulfate-based disinfectants

Tomoko Matsuoka et al … 428

・胃癌治療薬 岩井美奈 他 … 433

・経口抗がん薬に対する薬剤師による診察前面談と電話相談の評価 川地志緒里 他 … 438

・Efficacy and Safety of Daikenchuto for Constipation and Dose-Dependent Differences in Clinical

Effects Tatsuya Hirose et al … 444

・Risk factors for severe neutropenia induced by combination therapy of S-1 and cisplatin in Patients

with advanced/recurrent gastric cancer Shiori Kawachi et al … 451

・Evaluation of treatment outcomes of patients with MRSA bacteremia following antimicrobial

stewardship programs with pharmacist intervention Kengo Ohashi et al … 455

……………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………

…………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………

……

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………

…………………………………………………………………………

……………………………………

…………………………



・まずは見てみよう！造影超音波検査 (良悪性鑑別診断編) ～悪性の典型画像～

今吉由美 他 … 465

・【知っておきたい!臨床検査機器の安全管理とトラブルシューティング】 生理検査 眼振電図計測

装置(眼振計:ENG 計) 石郷景子 … 470

・生理検査のアーチファクト 脳波検査 眼球運動による脳波のアーチファクト 石郷景子 … 475

・生理検査のアーチファクト 脳波検査 筋電図による脳波のアーチファクト 石郷景子 … 479

・複数菌感染が原因と考えられた壊死性筋膜炎の 3 症例 粟野佑子 他 … 483

・顔面神経麻痺のおける左右の味覚閾値差および振幅比との相関について 石郷景子 他 … 488

・呼吸器がん患者の痛み (看護師) 田中美帆 … 493

・専門職種の感染リスクと感染対策の実際 診療放射線技師 野田孝浩 … 497

Ⅲ 講演の部

・糖尿病・腎臓内科 503

・神 経 内 科 504

・呼 吸 器 内 科 505

・循 環 器 内 科 508

・小 児 科 511

・第 ２ 小 児 科 512

・外 科 513

・脳 神 経 外 科 513

・整 形 外 科 514

・皮 膚 科 514

・泌 尿 器 科 514

・眼 科 515

・歯 科 口 腔 外 科 515

・放 射 線 科 515

・薬 剤 部 516

・診療検査科 (画像) 517

・診療検査科 (検査) 521

・臨 床 工 学 技 術 科 523

・医 療 安 全 管 理 部 523

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…

……

…………………………

……

………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



Ⅳ 学会発表の部

Ⅳ－１ (国際学会) 526

・呼 吸 器 内 科 526

・循 環 器 内 科 526

・外 科 531

・診療検査科 (検査) 536

・臨 床 工 学 技 術 部 537

Ⅳ－２ (国内学会) 538

・糖尿病・腎臓内科 538

・神 経 内 科 541

・消 化 器 内 科 541

・呼 吸 器 内 科 561

・循 環 器 内 科 565

・小 児 科 574

・第 2 小 児 科 580

・外 科 586

・脳 神 経 外 科 614

・胸 部 外 科 616

・呼 吸 器 外 科 618

・形 成 外 科 620

・整 形 外 科 621

・皮 膚 科 624

・泌 尿 器 科 624

・眼 科 626

・頭頸部・耳鼻いんこう科 627

・歯 科 口 腔 外 科 628

・放 射 線 科 631

・救 命 救 急 部 631

・薬 剤 部 632

・リハビリテーションセンター 650

・診療検査科(画像) 656

・診療検査科(検査) 686

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



・臨 床 工 学 技 術 科 697

・看 護 部 701

・医 療 安 全 管 理 部 713

・感 染 対 策 室 714

・緩和ケアセンター 714

Ⅳ－３ (大会長・司会・座長記録) 715

編集後記 719

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………





－ 1 －



－ 2 －



－ 3 －



－ 4 －

〈 著者 〉― 分担執筆 ―

著 者 書 籍 名 出 版 社 出版年

森 島 逸 郎
CARDIAC PRACTICE

拡張型心筋症の心室頻拍アブレーション治療の現状と将来 P33～39

ＭＥＤＩＣＡＬ
Ｖ Ｉ Ｅ Ｗ

2017

森 島 逸 郎

新人ナースのための目で見るペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア

－最新のデバイス治療がサクッとわかる！

Introduction デバイス治療って何？ P7～10

第 4 章 デバイス植込み手技にかかわるケア

・1 デバイス植込み手技は実際どんな手順で行うの？ P70～72

Column 新しいデバイス治療 P103～106

メディカ出版 2018

森 田 康 弘

新人ナースのための目で見るペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア

－最新のデバイス治療がサクッとわかる!

第 4 章 デバイス植込み手技にかかわるケア

・2 術前ケアの注意点は？ P73～76

・3 術中ケアはどうするの？ P77～79

・4 術後ケアの注意点は？ P80～88

メディカ出版 2018

高 木 肇
ガイドライン外来診療 2018

皮膚掻痒症 P274～279

日 経
メ デ ィ カ ル
開 発

2018

宇佐美英績
ハイリスク患者のがん薬物療法ハンドブック 2017

血液疾患 P233～252
羊 土 社 2017

宇佐美英績
がん薬物療法副作用管理マニュアル 2017

血小板減少 P273～284
医 学 書 院 2018

小 山 富 生

新人ナースのための目で見るペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア

－最新のデバイス治療がサクッとわかる!

第 1 章 ペースメーカーについて知ろう！

・1 ペースメーカーってどんな仕事をするの？適応は？ P11～16

・2 ペースメーカーの種類は？ P17～20

・3 センシング､ ペーシングって何？ P21～24

メディカ出版 2018



－ 5 －

著 者 書 籍 名 出 版 社 出版年

善 範

新人ナースのための目で見るペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア

－最新のデバイス治療がサクッとわかる!

第 1 章 ペースメーカーについて知ろう！

・4 実際のペースメーカー心電図を見てみよう！ P25～29

・5 ペースメーカーの不適切作動を知ろう！ P30～34

第 3 章 CRT について知ろう！

・1 CRT ってどんな仕事をするの？適応は？ P54～56

・2 Responder,Non-responder って何？ P57～59

・3 CRT の設定はどう決めるの？ P60～63

メディカ出版 2018

山 脇 大 輝

新人ナースのための目で見るペースメーカー・ICD・CRT の治療とケア

－最新のデバイス治療がサクッとわかる!

第 2 章 ICD について知ろう！

・1 ICD ってどんな仕事をするの？適応は？ P40～42

・2 ICD の適切作動を知ろう！ P43～45

・3 ICD の不適応作動を知ろう！ P46～48

メディカ出版 2018





Clinical Journal of Gastroenterology 10 (2) ; 163-167, 2017

－ 6 －

Discrepant imaging findings of portal vein thrombosis with
dynamic computed tomography and computed tomography
during arterial portography in hepatocellular carcinoma:

possible cause leading to inappropriate treatment selection

消化器内科
豊 田 秀 徳 熊 田 卓 多 田 俊 史 水 野 和 幸
小林奈津子 犬 飼 庸 介 竹 田 尭

放射線科
曽 根 康 博



Clinical Journal of Gastroenterology 10 (2) ; 163-167, 2017

－ 7 －



Clinical Journal of Gastroenterology 10 (2) ; 163-167, 2017

－ 8 －



Clinical Journal of Gastroenterology 10 (2) ; 163-167, 2017

－ 9 －



Clinical Journal of Gastroenterology 10 (2) ; 163-167, 2017

－ 10 －



Rad Fan 15 (5) ; 82-84, 2017

－ 11 －

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)
片 岡 咲 橋ノ口信一 小 川 定 信



Rad Fan 15 (5) ; 82-84, 2017

－ 12 －



Rad Fan 15 (5) ; 82-84, 2017

－ 13 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 14 －

Liver fibrosis indices for identifying patients at low risk of
developing hepatocellular carcinoma after eradication of HCV

消化器内科
豊 田 秀 徳 多 田 俊 史 熊 田 卓



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 15 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 16 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 17 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 18 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 19 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 20 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 21 －



Antiviral Therapy 22 (6) ; 185-193, 2017

－ 22 －



Journal of Viral Hepatitis 24 (6) ; 472-476, 2017

－ 23 －

Differences in background characteristics of patients with
chronic hepatitis C who achieved sustained virologic response
with interferon-free versus interferon-based therapy and the
risk of developing hepatocellular carcinoma after eradication

of hepatitis C virus in Japan

消化器内科
豊 田 秀 徳 多 田 俊 史 熊 田 卓



Journal of Viral Hepatitis 24 (6) ; 472-476, 2017

－ 24 －



Journal of Viral Hepatitis 24 (6) ; 472-476, 2017

－ 25 －



Journal of Viral Hepatitis 24 (6) ; 472-476, 2017

－ 26 －



Journal of Viral Hepatitis 24 (6) ; 472-476, 2017

－ 27 －



American Journal of Gastroenterology 112 (6) ; 969-970, 2017

－ 28 －

Hepatitis B Core-Related Antigen: A Possible Indicator for the
Termination of Prophylactic Nucleos(t)ide Analogue Therapy in

Patients After Immunosuppressive Therapy

消化器内科
豊 田 秀 徳 熊 田 卓 多 田 俊 史



American Journal of Gastroenterology 112 (6) ; 969-970, 2017

－ 29 －



J Hepatol 67 (1) ; 204-205, 2017

－ 30 －

Reply to: "HBV markers for HCC prediction:
Three heads are better than two?"

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 31 －

Role of hepatic resection in patients with intermediate-stage
hepatocellular carcinoma: A multicenter study from Japan

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳

手稲渓仁会病院 消化器病センター
邦 彦

愛媛県立中央病院 消化器病センター
平 岡 淳

旭中央病院 消化器内科
糸 林 詠

岡山市民病院 消化器内科
能 祖 一 裕 狩 山 和 也

済生会新潟第二病院
石 川 達



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 32 －



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 33 －



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 34 －



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 35 －



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 36 －



Cancer Sci. 7 (108) ; 1414-1420, 2017

－ 37 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 38 －

B型肝炎関連肝細胞癌の予後予測におけるALBI grade の有用性

消化器内科
水 野 和 幸 豊 田 秀 徳 多 田 俊 史 竹 田 尭
東 堀 諒 小林奈津子 山 剛 基 谷 川 誠
桐 山 勢 生 熊 田 卓



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 39 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 40 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 41 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 42 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 43 －



肝臓 58 (7) ; 379-385, 2017

－ 44 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 45 －

Progression of liver fibrosis is associated with non-liver-related
mortality in patients with nonalcoholic fatty liver disease

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 水 野 和 幸

放射線科
曽 根 康 博

広島大学院医歯薬学総合研究科
秋 田 智 之 田 中 純 子



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 46 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 47 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 48 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 49 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 50 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 51 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 52 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 53 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 54 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 55 －



Hepatol Commun 1 (9) ; 899-910, 2017

－ 56 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 57 －

Hepatitis B virus core-related antigen levels predict
progression to liver cirrhosis in hepatitis B carriers

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 小林奈津子

広島大学院医歯薬学総合研究科
秋 田 智 之 田 中 純 子



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 58 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 59 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 60 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 61 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 62 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 63 －



J Gastroenterol Hepatol 33 (9) ; 918-925, 2017

－ 64 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 65 －

Validation of serological models for staging and prognostication
of HCC in patients from a Japanese nationwide survey

消化器内科
豊 田 秀 徳 多 田 俊 史 熊 田 卓



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 66 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 67 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 68 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 69 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 70 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 71 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 72 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 73 －



Journal of Gastroenterology 52 (10) ; 1112-1121, 2017

－ 74 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 75 －

Characteristics and Prognosis of Hepatocellular Carcinoma in
Japanese Patients Undergoing Dialysis

消化器内科
豊 田 秀 徳 多 田 俊 史 熊 田 卓



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 76 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 77 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 78 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 79 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 80 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 81 －



Therapeutic Apheresis and Dialysis 21 (11) ; 465-472, 2017

－ 82 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 83 －

Improvement of liver stiffness in patients with hepatitis C virus
infection who received direct-acting antiviral therapy and

achieved sustained virological response

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳 水 野 和 幸

放射線科
曽 根 康 博

診療検査科 (画像)
片 岡 咲 橋ノ口信一



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 84 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 85 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 86 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 87 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 88 －



J Gastroenterolo Hepatol 32 (12) ; 1982-1988, 2017

－ 89 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 90 －

Differences in the impact of prognostic factors for
hepatocellular carcinoma over time

消化器内科
豊 田 秀 徳 熊 田 卓 多 田 俊 史
山 剛 基 水 野 和 幸

放射線科
曽 根 康 博

外 科
前 田 敦 行 金 岡 祐 次



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 91 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 92 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 93 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 94 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 95 －



Cancer Science 108 (12) ; 2438-2444, 2017

－ 96 －



Journal of Hepatology ; Epub-, 2018

－ 97 －

Imaging basis of AFP and WFA+M2BP as indicators
of the risk of HCC after SVR

消化器内科
豊 田 秀 徳 熊 田 卓 多 田 俊 史



Journal of Hepatology ; Epub-, 2018

－ 98 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 99 －

New scoring system combining the FIB-4 index and
cytokeratin-18 fragments for predicting steatohepatitis and

liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳

高知大学医学部 消化器内科
西 原 利 治 小 野 正 文

久留米大学 検査科病理
鹿 毛 正 義



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 100 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 101 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 102 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 103 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 104 －



Biomarkers. ; Epub-, 2018

－ 105 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 106 －

Efficacy and safety of glecaprevir/pibrentasvir in Japanese
patients with chronic genotype 2 hepatitis C virus infection

消化器内科
豊 田 秀 徳



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 107 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 108 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 109 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 110 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 111 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 112 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 113 －



Hepatology 67 (2) ; 505-513, 2018

－ 114 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 115 －

Viral eradication reduces both liver stiffness and steatosis in
patients with chronic hepatitis C virus infection who received

direct-acting anti-viral therapy

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳
小林奈津子 犬 飼 庸 介 竹 田 尭

放射線科
曽 根 康 博

診療検査科 (画像)
竹 島 賢 治 小 川 定 信 後 藤 竜 也 若 畑 茜

薬剤部
中嶋めぐみ

九州医療センター 消化器内科
中 牟 田 誠

広島大学院医歯薬学総合研究科
田 中 純 子



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 116 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 117 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 118 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 119 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 120 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 121 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 122 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 123 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 124 －



Aliment Pharmacol Ther. ; Epub-, 2018

－ 125 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 126 －

Significance of day-1 viral response of hepatitis C virus in
patients with chronic hepatitis C receiving direct-acting

antiviral therapy

消化器内科
豊 田 秀 徳 熊 田 卓 多 田 俊 史
山 剛 基 水 野 和 幸



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 127 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 128 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 129 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 130 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 131 －



Journal of Gastroenterology and Hepatology ; Epub-, 2018

－ 132 －



肝臓 59 (3) ; 194-196, 2018

－ 133 －

脂肪肝に対するU1trasound-guided attenuation parameter を用いた
減衰係数測定の経験

消化器内科
多 田 俊 史 熊 田 卓 豊 田 秀 徳

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一 小 川 定 信

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社超音波製品開発部
大 栗 拓 真 神 山 直 久



肝臓 59 (3) ; 194-196, 2018

－ 134 －



肝臓 59 (3) ; 194-196, 2018

－ 135 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 136 －

呼吸ケア､ 急性期と慢性期の連携を巡って
院内連携の実際

呼吸器内科
安 藤 守 秀



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 137 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 138 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 139 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 140 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 475-480, 2017

－ 141 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 142 －

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



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 143 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 144 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 145 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 146 －



日呼ケアリハ学誌 26 (3) ; 502-507, 2017

－ 147 －



呼吸器ケア 15 (8) ; 751-752, 2017

－ 148 －

ハイフローセラピーのなぜ？どうして？不思議 50

呼吸器内科
日比美智子



呼吸器ケア 15 (8) ; 751-752, 2017

－ 149 －



呼吸器ケア 15 (10) ; 1010-1011, 2017

－ 150 －

この聴診器がすごい (第１回)

呼吸器内科
日比美智子



呼吸器ケア 15 (10) ; 1010-1011, 2017

－ 151 －



呼吸器ケア 15 (11) ; 1110-1111, 2017

－ 152 －

この聴診器がすごい (第２回)

呼吸器内科
日比美智子



呼吸器ケア 15 (11) ; 1110-1111, 2017

－ 153 －



呼吸器ケア 15 (12) ; 1216-1217, 2017

－ 154 －

この聴診器がすごい (第３回)

呼吸器内科
日比美智子



呼吸器ケア 15 (12) ; 1216-1217, 2017

－ 155 －



がん看護 23 (2) ; 204-207, 2018

－ 156 －

呼吸器がん患者の痛み

呼吸器内科
中 島 治 典



がん看護 23 (2) ; 204-207, 2018

－ 157 －



がん看護 23 (2) ; 204-207, 2018

－ 158 －



がん看護 23 (2) ; 204-207, 2018

－ 159 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 160 －

Impact of basal inferolateral scar burden
determined by automatic analysis of 99mTc-MIBI
myocardial perfusion SPECT on the long-term
prognosis of cardiac resynchronization therapy

循環器内科
森 島 逸 郎 坪 井 英 之 森 田 康 弘 高 木 健 督
吉 田 路 加 永 井 博 昭 友 松 敏 郎 猪 飼 佳 弘

東濃厚生病院 循環器科
奥 村 健 二

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学
室 原 豊 明



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 161 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 162 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 163 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 164 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 165 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 166 －



Europace 19 (4) ; 573-580, 2017

－ 167 －



Cardiovasc Interv and Ther 33 ; 293-294, 2017

－ 168 －

Neointimal hyperplasia covering the intraluminal
neo-metal carina 12 years after the simultaneous kissing

stenting technique was performed:insight from
optical frequency domain imaging findings

循環器内科
吉 岡 直 輝 高 木 健 督 森 島 逸 郎 坪 井 英 之



Cardiovasc Interv and Ther 33 ; 293-294, 2017

－ 169 －



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 170 －

Comparison of Frequency and Characteristics of Patients
With Atrial Fibrillation Having Ablation With Versus
Without Coronary Narrowing (＞50％) by Angiography.

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

東濃厚生病院 循環器科
奥 村 健 二

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学
室 原 豊 明



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 171 －



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 172 －



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 173 －



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 174 －



American Journal of Cardiology 119 (11) ; 1770-1775, 2017

－ 175 －



Internal Medicine 56 (18) ; 2435-2439, 2017

－ 176 －

Succesful Medical Treatment Using Tolvaptan of Ventricular
Septal Rupture Following Myocardial Infarction

循環器内科
寺 田 和 始 高 木 健 督 森 島 逸 郎 坪 井 英 之



Internal Medicine 56 (18) ; 2435-2439, 2017

－ 177 －



Internal Medicine 56 (18) ; 2435-2439, 2017

－ 178 －



Internal Medicine 56 (18) ; 2435-2439, 2017

－ 179 －



Internal Medicine 56 (18) ; 2435-2439, 2017

－ 180 －



JACC Cardiovasc Interv 10 (22) ; e209-e211, 2017

－ 181 －

Usefulness of tha Jailed-Balloon Technique in
Percutaneous Intervention for Severe Coronary
Perforation Involving Left Main Bifurcation

循環器内科
高 木 健 督 古 井 宏 一 森 島 逸 郎 坪 井 英 之



JACC Cardiovasc Interv 10 (22) ; e209-e211, 2017

－ 182 －



JACC Cardiovasc Interv 10 (22) ; e209-e211, 2017

－ 183 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 184 －

否認がみられた進行がん事例に対する
心の状態の理解と関与のあり方

精神神経科
澤 た か 子



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 185 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 186 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 187 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 188 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 189 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 190 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 191 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 192 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 193 －



心理臨床学研究 35 (3) ; 267-277, 2017

－ 194 －



小児科臨床 70 (5) ; 693-698, 2017

－ 195 －

経母乳感染が疑われた遅発型B群溶血性連鎖球菌敗血症の２例

小児科
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

第２小児科
伊 東 真 隆

診療検査科 (検査)
浅 野 裕 子
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多飲多尿と体重増加不良を主訴に受診した乳幼児習慣性多飲多尿の１例

小児科
沼 田 侑 也 中 嶋 義 記 鹿 野 博 明
岩 田 晶 子 藤井秀比古
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小児の精神と神経 57 (2) ; 109-115, 2017
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９歳で神経性やせ症を発症した女児と母親に対する心理支援

小児科
福岡明日香 川 合 裕 規 藤井秀比古
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海綿状血管腫に起因した脊椎硬膜外血腫の１例

小児科
川 合 裕 規 鹿 野 博 明 岩 田 晶 子
藤井秀比古 中 嶋 義 記

脳神経外科
野 田 智 之
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食道異物による気管狭窄の１例

小児科
稲 川 明 良 鹿 野 博 明 加 藤 雅 弘 山 田 佑 也
岩 田 晶 子 藤井秀比古 中 嶋 義 記
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周産期医学 47 (7) ; 933-936, 2017
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NICU 入院中の管理
脳室周囲白質軟化症の評価と予防

第２小児科
谷 口 顕 信

名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門
早 川 昌 弘
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Translational Cancer Research 6 (sup2) ; s412-s413, 2017
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Avoiding both the surgically and oncologically futile use of ALPPS

外 科
Fukami Yasuyuki



Translational Cancer Research 6 (sup2) ; s412-s413, 2017
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J Hepatobiliary Pancreat Sci 24 (3) ; 153-160, 2017

－ 229 －

Bilobar versus Unilobar Multiple Colorectal Liver Metastases : A
Propensity Score Analysis of Surgical Outcomes and Recurrence Patterns

外 科
Fukami Yasuyuki, Kanaoka Yuji, Maeda Atsuyuki, Takayama Yuichi
Takahashi Takamasa, Onoe Shunsuke, Uji Masahito

名古屋市立大学医学部付属病院
Wakai Kenji
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Ultrasonic energy device versus monopolar
energy device in laparoscopic transabdominal
preperitoneal (TAPP) inguinal hernia repair

外 科
Otsuka Shimpei, Kaneoka Yuji. Maeda Atsuyuki. Takayama Yuichi
Fukami Yasuyuki. Onoe Shunsuke
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Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017
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Preoperative radiographic vascular involvement score predicts
the prognosis of resected pancreatic head adenocarcinoma

外 科
Onoe Shunsuke, Kaneoka Yuji, Maeda Atsuyuki
TakayamaYuichi, Fukami Yasuyuki



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 244 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 245 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 246 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 247 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 248 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 249 －



Langenbecks Arch Surg 402 (3) ; 439-446, 2017

－ 250 －



HPB 19 (5) ; 406-410, 2017
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A preoperative predictive scoring system to predict the
ability to achieve the critical view of safety during
laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis

外 科
Onoe Shunsuke, Kaneoka Yuji, Maeda Atsuyuki
Takayama Yuichi, Fukami Yasuyuki
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虫垂憩室炎の２例

外 科
米山将太郎 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
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日本腹部救急医学会雑誌 37 (4) ; 565-570, 2017
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小腸閉塞症の診断と治療方針決定のための水溶性造影剤
(ガストログラフィンＲ○) を用いた経口造影検査の有用性

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
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日本臨床外科学会雑誌 78 (6) ; 1400-1404, 2017

－ 266 －

脾動脈瘤を形成した抗リン脂質抗体症候群の１例

外 科
寺 � 史 浩 金 岡 祐 次 前 田 敦 行
高 山 祐 一 深 見 保 之 尾 上 俊 介
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SURGERY 162 (1) ; 139-146, 2017
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Determination of therapeutic strategy for adhesive
small bowel obstruction using water-soluble contrast

agents:An audit of 776 cases in a single center

外 科
Mori Haruki, Kaneoka Yuji, Maeda Atsuyuki, Takayama Yuichi
Takahashi Takamasa, Onoe Shunsuke, Fukami Yasuyuki
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Extracorporeal Hand-Sewn Anastomosis Through a
Minilaparotomy in Laparoscopic Distal Gastrectomy

外 科
Takayama Yuichi, Kaneoka Yuji, Maeda Atsuyuki
Fukami Yasuyuki, Onoe Shunsuke
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International Journal of Surgery 46 (46) ; 79-84, 2017
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Adjuvant hepatic artery infusion chemotherapy after
hemihepatectomy for gastric cancer liver metastases

外 科
Fukami Yasuyuki, Kaneoka Yuji, Maeda Atsuyuki
Takayama Yuichi, Takahashi Takamasa, Uji Masahito

消化器内科
Kumada Takashi
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日臨外会誌 78 (11) ; 2410-2415, 2017
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大動脈解離術後に救命した非閉塞性腸間膜虚血症の１例

外 科
和 田 侑 星 金 岡 祐 次 前 田 敦 行
高 山 祐 一 深 見 保 之 高 橋 崇 真
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日本消化器外科学会雑誌 50 (12) ; 965-971, 2017

－ 298 －

術後32日目に多発肝転移と腹膜播種を来した
紡錘細胞型退形成膵管癌の１例

外 科
今 岡 拓 郎 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
森 治 樹
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日本臨床外科学会雑誌 79 (1) ; 164-168, 2018
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右下腹部痛を呈した化膿性恥骨結合炎の１例

外 科
寺 � 史 浩 前 田 敦 行 高 山 祐 一
深 見 保 之 高 橋 崇 真 金 岡 祐 次
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Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 310 －

Internal hernia after proximal gastrectomy
with jejunal interposition

外 科
Yuichi Takayama, Yuji Kaneoka, Atsuyuki Maeda, Yasuyuki Fukami
Takamasa Takahashi, Shunsuke Onoe, Masahito Uji



Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 311 －



Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 312 －



Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 313 －



Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 314 －



Updates Surg 70 ; 85-90, 2018

－ 315 －



脳神経外科 45 (10) ; 889-895, 2017
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脳静脈洞血栓症を認めた21か月後に
新たに発生した硬膜動静脈瘻の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
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J Plast Reconstr Aesthet Surg 70 (1) ; 25-30, 2017

－ 323 －

Selection of recipient vessels for free flap
following intra-arterial chemoradiotherapy

形成外科
神 山 圭 史
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肩関節 41 (3) ; 842-845, 2017

－ 329 －

ラグビー実業団選手に生じた明らかな
自覚のない肩関節前方不安定症の２例

整形外科
鷹 羽 慶 之

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後 藤 英 之

ピッツバーグ大学 整形外科
武 長 徹 也

名鉄病院 整形外科
土 屋 篤 志

名古屋スポーツクリニック
杉 本 勝 正
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整スポ会誌 38 (1) ; 34-37, 2018
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上腕骨内側上顆の投球骨折治癒後に
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

ピッツバーグ大学 整形外科
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 大 塚 隆 信

名古屋スポーツクリニック
杉 本 勝 正
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JOSKAS 43 (1) ; 14-16, 2018
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野球肘との鑑別を要した滑膜性骨軟骨腫症の１例

整形外科
鷹 羽 慶 之

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後 藤 英 之

ピッツバーグ大学 整形外科
武 長 徹 也
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前立腺癌内分泌療法施行症例における24週間持続
LH-RH agonist リュープロレリン22.5㎎への変更に関する検討

泌尿器科
宇 野 雅 博 川 瀬 真 加 藤 大 貴
石 田 貴 史 加 藤 成 一 藤 本 佳 則
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血液透析中に発見された後腹膜悪性リンパ腫合併腎細胞癌の１例

泌尿器科
川 瀬 真 加 藤 大 貴 石 田 貴 史
加 藤 成 一 宇 野 雅 博 藤 本 佳 則
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泌尿紀要 64 (1) ; 7-11, 2018
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前立腺癌アンドロゲン除去症例における
2014 ISUP 新 Grade group 分類の臨床的検討

泌尿器科
宇 野 雅 博 川 瀬 真 加 藤 大 貴
石 田 貴 史 加 藤 成 一 藤 本 佳 則
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Journal of Bone and Mineral Metabolism ; Epub- 2018

－ 353 －

Decrease of bone mineral density in Japanese
patients with non-metastatic prostate cancer
treated with androgen deprivation therapy

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

ますえクリニック
増 栄 孝 子 増 栄 成 泰

岐阜大学泌尿器科
出 口 隆
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頭頸部外科 27 (3) ; 261-267, 2017

－ 362 －

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 � 木 千 晶 � 橋 洋 城 奥 田 弘

岐阜大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
梅 田 実 希
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頭頸部外科 27 (3) ; 369-372, 2017

－ 369 －

自家脂肪注入術を施行した耳管開放症例

頭頸部・耳鼻いんこう科
奥 田 弘 大 西 将 美 � 木 千 晶� 橋 洋 城 高 田 菜 月
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耳鼻臨床 111 (3) ; 185-190, 2017

－ 373 －

喉頭温存手術を施行した若年の喉頭軟骨肉腫例

頭頸部・耳鼻いんこう科
奥 田 弘 大 西 将 美 � 木 千 晶� 橋 洋 城 高 田 菜 月
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J Oral Sci 59 (4) ; 499-503, 2017

－ 379 －

Quantitative analysis of chronological changes in tha volume
of flaps used for reconstruction of oral cavity defects

歯科口腔外科
木 村 将 士 石橋謙一郎 大 音 博 之 柴 田 章 夫
山 田 宗 季 西 脇 崇 介 長 縄 吉 幸 梅 村 昌 宏

診療検査科 (画像)
高 田 賢
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愛知学院大学歯学会誌 56 (1) ; 39-43, 2018

－ 384 －

上顎骨に生じた歯原性粘液線維腫の 1例

歯科口腔外科
西 脇 崇 介 木 村 将 士 石橋謙一郎
柴 田 章 夫 長 縄 吉 幸 梅 村 昌 宏
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J Oral Maxillofac Surg ; Epub, 2018

－ 389 －

Idiopathic Isolated Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy:A
Report of 2 Cases and Review of tha Literature

歯科口腔外科
柴 田 章 夫 木 村 将 士 石橋謙一郎 梅 村 昌 宏
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Pharmazie 72 (4) ; 296-299, 2017

－ 395 －

Evaluation of antimicrobial stewardship (AS)
for appropriate use of antimicrobial agents

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

岐阜薬科大学病院薬学研究室
舘 知 也 寺町ひとみ
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感染管理支援システムを用いた薬剤師主導
antimicrobial stewardship programの有用性

薬剤部
大 橋 健 吾 松 岡 知 子 篠 田 康 孝 吉 田 真 也
新井かおり 加 藤 未 紗 森 卓 之 吉 村 知 哲
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癌と化学療法 44 (6) ; 507-511, 2017

－ 407 －

レンバチニブ服用甲状腺癌患者への薬剤師による
医師の診察前面談をとおしての診療支援

薬剤部
川 地 雄 基 木村美智男 郷 真 貴 子 吉 村 知 哲

頭頸部・耳鼻いんこう科
大 西 将 美
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Mol Clin Oncol 6 (6) ; 955-959, 2017

－ 412 －

Analysis of the incidence of tumor lysis syndrome in patients
with hematological malignancies treated with rasburicase

薬剤部
宇佐美英績 木村美智男 岩 井 美 奈 吉 村 知 哲

岐阜薬科大学実践薬学大講座
寺町ひとみ
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Mol Clin Oncol 7 (1) ; 125-130, 2017
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Comparing the cost-effectiveness of FOLFIRINOX,
nab-paclitaxel plus gemcitabine, gemcitabine and S-1
for the treatment of metastatic pancreatic cancer

薬剤部
栗本麻千子 木村美智男 宇佐美英績 岩 井 美 奈
廣 瀬 達 也 川地志緒里 吉 村 知 哲
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日本化学療法学会雑誌 65 (4) ; 597-601, 2017

－ 423 －

中等度肝機能障害患者における
カスポファンギンの安全性に関する検討

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

岐阜薬科大学病院薬学研究室
寺町ひとみ



日本化学療法学会雑誌 65 (4) ; 597-601, 2017

－ 424 －



日本化学療法学会雑誌 65 (4) ; 597-601, 2017

－ 425 －



日本化学療法学会雑誌 65 (4) ; 597-601, 2017

－ 426 －



日本化学療法学会雑誌 65 (4) ; 597-601, 2017

－ 427 －



Canadian Journal of Infection Control 32 (2) ; 93-97, 2017
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Evaluation of efficacy and clinical utility of
potassium peroxymonosulfate-based disinfectants

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

ＩＣＴ
田 中 広 司 佐 藤 絢 子 後 藤 孝 司 浅 野 裕 子
石 郷 潮 美 進 藤 丈 藤 本 佳 則

岐阜薬科大学病院薬学研究室
寺町ひとみ
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薬局 69 (1) ; 139-143, 2018

－ 433 －

胃癌治療薬

薬剤部
岩 井 美 奈 吉 村 知 哲
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日本病院薬剤師会雑誌 54 (2) ; 185-190, 2018
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経口抗がん薬に対する薬剤師による
診察前面談と電話相談の評価

薬剤部
川地志緒里 木村美智男 五十川万喜幸 浅 野 裕 紀
郷 真 貴 子 岩 井 美 奈 宇佐美英績 吉 村 知 哲
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Int J Chronic Dis ; Epub, 2018
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Efficacy and Safety of Daikenchuto for Constipation
and Dose-Dependent Differences in Clinical Effects

薬剤部
廣 瀬 達 也 篠 田 康 孝 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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Pharmazie 73 (3) ; 174-177, 2018
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Risk factors for severe neutropenia induced by
combination therapy of S-1 and cisplatin in

patients with advanced/recurrent gastric cancer

薬剤部
川地志緒里 篠 田 康 孝 木村美智男
宇佐美英績 吉 村 知 哲
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Int J Clin Pract 72 (3) ; e13065, 2018

－ 455 －

Evaluation of treatment outcomes of patients with MRSA bacteremia
following antimicrobial stewardship programs with pharmacist intervention

薬剤部
大 橋 健 吾 松 岡 知 子 篠 田 康 孝 吉 村 知 哲

外 科
深 見 保 之

呼吸器内科
進 藤 丈

名古屋大学医学部付属病院感染統御学分野
八 木 哲 也

岐阜薬科大学実践社会薬学研究室
杉 山 正
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乳腺甲状腺超音波医学 6 (3) ; 18-22, 2017

－ 465 －

まずは見てみよう！造影超音波検査 (良悪性鑑別診断編)
～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
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MEDICAL TECHNOLOGY 45 (13) ; 1559-1563, 2017

－ 470 －

知っておきたい臨床検査機器の安全管理とトラブルシューティング
８.眼振電図計測装置(眼振計:ENG計)

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
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検査と技術 46 (1) ; 61-64, 2018

－ 475 －

脳波検査①
眼球運動による脳波のアーチファクト

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
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検査と技術 46 (2) ; 144-147, 2018
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脳波検査②
筋電図による脳波のアーチファクト

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
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岐阜県臨床検査技師会誌 47 ; 9-13, 2018

－ 483 －

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 後 藤 孝 司 加 藤 康 子
森 山 麻 衣 森 三 依 森 永 朝 美
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岐阜県臨床検査技師会誌 47 (151) ; 17-21, 2018

－ 488 －

顔面神経麻痺のおける左右の味覚閾値差と口輪筋の閾値差
及び振幅比との相関について

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 内 藤 裕 介
高 木 千 晶 奥 田 弘
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がん看護 23 (2) ; 208-211, 2018

－ 493 －

呼吸器がん患者の痛み (看護師)

看護部
田 中 美 帆
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感染対策ICTジャーナル 12 (4) ; 323-328, 2017

－ 497 －

専門職種の感染リスクと感染対策の実際
診療放射線技師

医療安全管理部
野 田 孝 浩
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[特別講演]

糖尿病腎症の透析予防について

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
もとす医師会 糖尿病学術講演

平成29年４月 瑞穂

[特別講演]

GLP-1受容体作動薬とインスリン製剤
の併用療法は有用か否か

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
GLP-1 conference in Gifu 岐阜

平成29年６月 岐阜

[特別講演]

療養担当者が知っておきたい糖尿病
連携手帳のポイントと活用術

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
糖尿病患者教育担当者セッション2017

平成29年９月 大垣

[特別講演]

２次性糖尿病について

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第２回岐阜県糖尿病薬剤師会糖尿病領域

研修会

平成29年９月 岐阜

[セミナー]

糖尿病患者さんの“よりゆたかな暮らし”
を目指して

糖尿病腎臓内科
柴 田 大 河
第91回日本糖尿病学会中部地方会

平成29年10月 金沢

[セミナー]

2型糖尿病の薬物療法におけるGLP-1
受容体作動薬の位置付け

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第91回日本糖尿病学会中部地方会

平成29年10月 金沢

[特別講演]

糖尿病地域連携と腎症重症化予防

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
糖尿病重症化予防を考える会

平成29年10月 宇都宮

[特別講演]

持効型インスリンの使用経験

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第29回実地医科糖尿病勉強会

平成29年10月 大垣
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[特別講演]

高齢者糖尿病の治療と薬剤選択

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第367回岐阜県保険医協会医科研究会

平成29年11月 大垣

[特別講演]

2型糖尿病の薬物療法のすすめ方

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
不破郡糖尿病勉強会

平成29年11月 不破

[特別講演]

肥満糖尿病に対するアプローチ
～減量手術の有効性について～

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
不破郡糖尿病勉強会

平成29年11月 不破

[特別講演]

糖尿病地域連携と腎症重症化予防の
取り組み

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
第１回八王子DM医療連携を考える会

平成30年１月 八王子

[特別講演]

糖尿病地域連携と腎症重症化予防
～岐阜県西濃地域における取り組み～

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
安城糖尿病アカデミー

平成30年１月 安城

[特別講演]

当院における糖尿病透析予防指導の現状

糖尿病腎臓内科
傍 島 裕 司
T-Friendsセミナー

平成30年１月 名古屋

[特別講演]

糖尿病療養指導・支援の変遷

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
T-Friendsセミナー

平成30年３月 大垣

脳卒中を予防するために

神経内科
三 輪 茂
第10回岐阜脳卒中市民公開講座

平成29年５月 大垣
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多発性硬化症の薬物療法

神経内科
三 輪 茂
薬物治療を考える会

平成29年６月 大垣

パーキンソン病の診断と治療

神経内科
三 輪 茂
もとす医師会臨床研究会

平成29年９月 瑞浪

頭痛診療

神経内科
三 輪 茂
第66回岐阜県内科医会講演会

平成29年11月 大垣

パーキンソン病の症状・治療

神経内科
三 輪 茂
岐阜ラジオ

平成30年２月 岐阜

COPDの診断と治療で気をつけていること

呼吸器内科
白 木 晶
大垣市内科会講演会

平成29年４月 大垣

[セミナー]

実践：ハイフローセラピー 導入の実際

呼吸器内科
白 木 晶
第57回日本呼吸器学会学術講演会

平成29年４月 東京

ハイフローセラピーはこれまでの高流量システムに

比べ､ 比較的正確にFiO2を設定でき､ 経鼻で高濃度

酸素を投与できる画期的な酸素療法である｡ 昨年保険

収載がなされ､ 使用される機会が増加していると予測

される｡ ハイフローセラピーの位置づけは､ 通常の酸

素療法とNPPV・気管挿管の間と解釈されるようになっ

ている｡ しかし導入・管理の容易さ､ 患者への侵襲性

の低さから､ 特に緩和領域など状況によってはハイフ

ローセラピーの方が優れることもある｡ 逆に､ ハイフ

ローセラピーは換気補助を行わないためII型呼吸不全

に対する使用については未解決であり､ 次の治療への

移行遅れによる転帰不良といった問題点も挙げられて

いる｡ 本セミナーでは､ 私達が行った多施設使用実態

調査の結果を報告しながら､ 実際にハイフローセラピー

を導入・管理していく際に注意すべき点について提示

したい｡

喘息とCOPDの吸入療法

呼吸器内科
白 木 晶
岐阜西地区薬薬連携勉強会

平成29年５月 岐阜

喘息とCOPDの吸入療法概論

呼吸器内科
白 木 晶
吸入支援研修 in 加賀

平成29年５月 加賀

－ 505 －



酸素について

呼吸器内科
安 藤 守 秀
ぎふ低肺機能者のつどい

平成29年５月 各務原

西濃地域におけるCOPD連携パスに
ついて

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第16回西濃COPDフォーラム

平成29年６月 大垣

呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第１回南大阪呼吸器リハビリテーションフォーラム

平成29年６月 岸和田

[セミナー]
第57回臨床呼吸機能講習会

平成29年８月 横浜

[セミナー]
第22回３学会合同呼吸療法認定士認定講習会

平成29年８月 東京

[セミナー]

早期リハビリテーションエキスパート
コンセンサス

呼吸器内科
安 藤 守 秀
日本集中治療医学会第１回東海北陸支部学術集会

平成29年６月 名古屋

[セミナー]

血ガスの読み方

呼吸器内科
日 比 美智子
呼吸療法セミナーI～呼吸療法を学ぼう､ 基礎編～

平成29年７月 名古屋

[教育講演]

気管支喘息とCOPDの病態と治療

呼吸器内科
白 木 晶
第15回吸入指導勉強会

平成29年７月 不破

急性期から慢性期までの連続性のある
呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第32回熊本呼吸ケア研究会

平成29年７月 熊本

[教育講演]

人工呼吸管理中の呼吸理学療法から
早期モビライゼーションへ

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第39回日本呼吸療法医学会学術集会

平成29年７月 東京
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VAPの予防―理学療法の役割―

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第11回早期リハビリテーション研究会

平成29年７月 名古屋

[セミナー]

急性期呼吸リハ

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第８回東海呼吸ケア・リハビリテーション

研究会講習会

平成29年９月 名古屋

[セミナー]

人工呼吸管理と理学療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
急性期呼吸リハビリテーションセミナー

平成29年９月 金沢

[セミナー]

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17回兵庫医科大学呼吸リハビリテーション

セミナー

平成29年９月 西宮

[教育講演]

COPDの病態と治療～気管支喘息と
何が違うの？

呼吸器内科
白 木 晶
第16回吸入支援勉強会

平成29年10月 大垣

[教育講演]

特発性肺線維症のガイドラインについて

呼吸器内科
白 木 晶
呼吸器疾患ガイドライン勉強会

平成29年10月 大垣

大垣市におけるCOPD検診への
取り組み

呼吸器内科
安 藤 守 秀
Respiratory care meeting in Ise

平成29年10月 伊勢

[セミナー]

COPD・リハビリ領域

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第26回名古屋呼吸器領域卒後専門教育セミナー

平成29年10月 名古屋
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ハイフローセラピーがもたらしたこと

呼吸器内科
白 木 晶
第27回神奈川在宅呼吸管理研究会

平成29年11月 横浜

[セミナー]

COPDの日常管理―薬物療法と非薬物
療法を組み合わせて―

呼吸器内科
安 藤 守 秀
COPD Webinar in Tokai

平成29年11月 岐阜

COPD検診と地域連携

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第９回COPDシンポジウム岐阜

平成29年12月 岐阜

[セミナー]

呼吸リハビリテーションのための運動
生理学

呼吸器内科
安 藤 守 秀
平成29年度静岡呼吸リハビリテーション講習会

平成29年12月 静岡

[セミナー]

呼吸器疾患に対する作業療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
大阪作業療法士協会事業部身体部門講習会

平成30年１月 大阪

[セミナー]

呼吸理学療法

呼吸器内科
安 藤 守 秀
早期リハビリテーション普及啓発セミナー

2017

平成30年１月 岡山

[教育講演]

慢性心不全治療における心リハと
チーム医療について

循環器内科
坪 井 英 之
第23回日本心臓リハビリテーション学会

平成29年７月 岐阜

静脈血栓症の現在

循環器内科
森 田 康 弘
大垣市内科会

平成29年８月 大垣
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[特別講演]

心房細動治療のリアルワールド

循環器内科
森 島 逸 郎
揖斐郡医師会学術講演会 第13回病診連携検討

平成29年10月 揖斐

[セミナー]

慢性心不全の病態と最新治療

循環器内科
坪 井 英 之
第３回日本心筋症研究会

平成29年４月 岐阜

[セミナー]

GuideLiner Experience for All

循環器内科
吉田 路加､ 杉山 大記､ 米山将太郎､
山内 良太､ 吉岡 直輝､ 古井 宏一､
神崎 泰範､ 永井 博昭､ 高木 健督､
森田 康弘､ 森島 逸郎､ 坪井 英之
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29年５月 名古屋

[セミナー]

Utilization of New Hybrid System
―Impedance and Magnetic―

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

関連大会2017

平成29年７月 札幌

[セミナー]

心房細動の最新治療
―カテーテルアブレーションとフレイル対策―

循環器内科
森 島 逸 郎
第23回日本心臓リハビリテーション学会各術集会

平成29年７月 岐阜

[セミナー]

循環器内科医から見たSGLT2阻害剤
の有効性

循環器内科
坪 井 英 之
Diabetes Seminar 2017

平成29年８月 名古屋

[セミナー]

Terumo IVUSの臨床での有用性

循環器内科
吉田 路加､ 杉山 大記､ 米山将太郎､
山内 良太､ 吉岡 直輝､ 古井 宏一､
神崎 泰範､ 永井 博昭､ 高木 健督､
森田 康弘､ 森島 逸郎､ 坪井 英之
POPAI

平成29年９月 岐阜
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[セミナー]

Resolute Onyx Feel the Difference,
Get the Power

循環器内科
吉田 路加､ 杉山 大記､ 米山将太郎､
山内 良太､ 吉岡 直輝､ 古井 宏一､
神崎 泰範､ 永井 博昭､ 高木 健督､
森田 康弘､ 森島 逸郎､ 坪井 英之
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29年10月 金沢

[セミナー]

Optimiaing LV Pacing Site: LV4極の
QLVから

循環器内科
森 島 逸 郎
第51回ペーシング治療研究会

平成29年12月 東京

心臓再同期療法(CRT)は､ 薬剤抵抗性重症心不全の

治療法として確立されている｡ 一方､ 線維化心筋の多

い虚血性心筋症､ 非LBBB､ Narrow QRS(<150ms)な

ど､ 必ずしもCRT responderにならない患者群が多数

存在する｡ CRT効果を最大化するためには､ 左室ペー

シング部位の選択が大きなKeyとなるが､ これは､ 特

に､ こうした患者群において､ 予後を左右するものと

なる｡ 理想的な左室ペーシング部位はどう定義される

のか？TARGET試験は､ 2D speckle trackingを用いて､

最遅延収縮部位でありなおかつ線維化心筋から離れた

場所への左室リード留置が､ そうでない場所へ留置し

た場合と比較して､ 総死亡や､ 死亡＋心不全入院を

減少させることを示した｡ STARTER試験でも同様に

speckle trackingを用いて最も遅く収縮する部位に左室

リードを置くことの有用性が示されている｡ しかしな

がら､ 実臨床では､ エコーの再現性や左室ペーシング

部位は冠静脈の走行に規定されることなどが問題とな

ろう｡ QLV時間は､ より現実的な最遅延収縮部位の

選択法として､ 注目されている｡ QLV時間は､ 体表

面心電図におけるQRS波の立ち上がりから､ 左室リー

ドの局所心内電位までの時間と定義される｡ すなわち､

理論上､ QLVの長い部位は､ 局所の心筋収縮が遅い

部位であることを示し､ 左室ペーシングにより適した

部位であると考えられる｡ SMART-AV 試験のサブ解

析では､ QLV値が長いほど､ より左室リバースリモ

デリングが得られ､ quality of lifeもより改善すること

が示された｡ それでは､ 実際に個々の症例でQLV値がどの

程度の分布を示し､ 左室再同期の程度やCRT response

とどう相関するのか？

LBBB､ RBBB､ IVCD､ narrow QRSなどの虚血性

心筋症をとりあげ､ 線維化心筋の分布､ radial strain

dyssynchrony､ LV volume responseなどの指標を介し

て､ QLVの可能性を共有したい｡

[ランチョンセミナー]

SAPIEN3が変えたTAVIのプラクティス

循環器内科
高木 健督､ 森島 逸郎､ 森田 康弘､
吉田 路加､ 神崎 泰範､ 永井 博昭､
坪井 英之
Complex Cardiovascular Therapeutics

平成29年10月 神戸

[ライブ術者]

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2018

平成30年１月 津
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ガイドライン2016に基づいた食物
アレルギー診療の実際

小 児 科
藤 井 秀比古
平成29年度第２回岐阜市保険薬局研修会

平成29年６月 岐阜

日本小児アレルギー学会の食物アレルギー診療ガイ

ドライン2016が刊行された｡ 主要な内容としては､ 1)

予知と予防､ 2)食物アレルゲン､ 3)診断と検査､ 4)食

物負荷試験､ 5)栄養食事指導､ 6)経口免疫療法､ 7)症

状の重症度判定と対症療法 について､ 5年間の進歩が

盛り込まれた内容となっている｡

今回の改訂のポイントとして､ 正しい診断に基づい

た必要最小限の食物除去をさらにすすめ､ 原因食物を

可能な限り摂取させるにはどうすればよいかが基本コ

ンセプトとなっていること､ また診断において食物ア

レルゲンの知識が一層重要になり､ 詳細に記載された

ことが挙げられる｡

学校検尿・３歳児検尿と小児腎疾患

小 児 科
中 嶋 義 記
岐阜県医師会学校医部会研修総会・

健康スポーツ医合同研修会

平成29年８月 岐阜

学校検尿は1974年にはじまり､ 糸球体腎炎による末

期腎不全を著しく減少させるなど大きな成果を上げて

きた｡ これは, 慢性糸球体腎炎の治療の進歩によると

ころが大きいといえる｡ 一方､ 3歳児健診における検

尿は1961年に開始され､ 先天性腎尿路奇形 (CAKUT)

や糸球体腎炎の発見､ 治療に役立っている｡ 今回学校

検尿・3歳児検尿などを契機に発見された小児の腎疾

患の症例を供覧し､ 腎疾患患児の生活指導区分､ 運動

強度区分の目安などについて解説した｡

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29年度食物アレルギー対応研修会

平成29年８月 養老

食物アレルギーを有する児童生徒の増加に伴い､ ア

ドレナリン自己注射薬を処方される生徒が増えている｡

生徒が､ 安全､ 安心な学校生活を送るために､ 教職員

が食物アレルギーに関する必要な知識を身につけ､ 学

校､ 保護者､ 学校医､ 調理関係者が連携して､ 事故の

未然防止を含め､ 適切に対応をすることが必要である｡

2016年に改定されたガイドラインに準じて､ 食物アレ

ルギーの理解と対応について最新の知見を交え解説し

た｡

教育現場での食物アレルギー対応について

小 児 科
鹿 野 博 明
平成29年度食物アレルギー対策研修会

平成29年８月 海津

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､ 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
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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Ig

E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｡

小児の心電図異常と運動制限

第２小児科
倉 石 建 治
平成29年度岐阜県医師会学校医部会研修総会､

健康スポーツ医学合同研修会

平成29年８月 岐阜

小児の心電図異常の多くは無症状で制限も不要であ

る｡ しかし､ まれではあるが失神や突然死を生じる危

険な疾患もある｡ また､ 先天性､ 後天性を問わず心臓

病が就学後に発見されることもある｡

一方､ 学校心臓検診では､ 毎年多くの心電図異常が

検出され､ その危険性や運動可否の判断が難しいと感

じることもある｡ そこで､ 日本小児循環器学会のガイ

ドラインに基づき､ 学校検診でよく見られる心電図異

常について､ その危険性や管理基準について解説する｡

１､ 右脚ブロック：器質的心疾患の除外が重要で､

そのためには心臓超音波検査 (UCG) が不可欠であ

る｡ 器質的心疾患は心房中隔欠損が多く､ 稀に左室心

筋緻密化障害などが見つかっているが､ 無症状で家族

歴のない場合､ 受診までは管理指導区分のE禁で良い

と思われる｡ Brugada様心電図の場合は早期の専門医

受診が望ましく､ 受診までは､ 失神歴またはBrugada

症候群の家族歴がない場合はE禁､ 失神などの症状の

既往がある場合はCが良い｡

２､ 心室肥大：心筋症や器質的心疾患､ 肺高血圧症

の除外のためにUCGが必要である｡ それらの疾患を

認めなければ管理不要である｡

３､ 上室期外収縮と上室頻拍：上室期外収縮は制限

不要である｡ 上室頻拍は心収縮能低下を伴うことがあ

り､ 早期の専門医受診が望ましい｡ しかし自覚症状が

ない場合､ 受診まではE禁で良いと考えられる｡

４､ 心室期外収縮：リスク分類のためには運動負荷

心電図検査が望ましい｡ 失神歴がある場合は早期の専

門医受診が必要である｡ 運動負荷で単形性心室期外収

縮の増加または2連発を認めた場合､ 多形性の場合は

運動制限を考慮する｡ カテコラミン誘発多形性心室頻

拍が多形性心室期外収縮で発見されることがある｡

５､ 心室頻拍：早期の専門医受診が望ましい｡

1)単形性非持続性：制限不要なことが多いが､ 運動負

荷で不変または増加する場合. 頻拍時の心拍数が多い

ものは運動制限が必要である｡

2)単形性持続性：無症状で運動負荷によって誘発され

ない場合以外は運動制限が必要である｡

3)多形性心室頻拍： QT 延長症候群の可能性もある｡

特に失神, 突然死の家族歴などを認めた場合には注意

が必要である.

６､ WPW症候群：頻拍発作や失神の既往がある場

合は専門医に紹介する｡ 心エコー検査でEbstein 病や

心筋症などの器質的心疾患を除外することも重要であ

るが､ 頻拍発作がなく, 心収縮能・構造に異常がない

場合は制限不要である｡ 尚､ 頻拍発作がある場合の制

限は上室頻拍に準ずる｡

７､ QT延長：抽出された場合, マニュアル計測

(接線法) での再判読が推奨される｡ 水泳を禁止して

専門医に紹介することが望ましい｡ QT延長症候群は､

症状がなく､ 安静時のQTc延長が軽度で家族歴がなく､

運動負荷でQTc が延長しない場合でもE 禁またはE可､
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水泳は監視下となる｡

８､ 房室ブロック： PR 間隔>0.24 秒 (小学生),

PR 間隔>0.28 秒 (中・高校生) の1度房室ブロック

とWenckebach 型2 度房室ブロックは専門医に紹介し､

運動負荷心電図を行う｡ 夜間や安静時だけにみられ､

運動負荷で正常房室伝導となれば管理不要である｡

Mobitz II 型2 度房室ブロック､ 2：1 房室ブロック､

高度房室ブロックや3 度房室ブロックは早めに専門医

に紹介する｡

小児期には危険性の分類が明らかでない疾患もあり､

経過観察の中で制限の要否を決定していくこともある｡

しかし､ 危険性の高い異常は早々に専門医を受診させ､

危険性の低いものは運動制限を必要最小限とすること

が望まれる｡

アフィニトールを長期使用するための
AEマネージメント

外 科
亀 井 桂太郎
Advanced Breast Cancer Forum

平成29年４月 名古屋

アフィニトールを使いこなすコツ

外 科
亀 井 桂太郎
三岐乳がん薬物療法サミット

平成29年４月 四日市

乳癌チーム医療フォーラム

平成29年６月 福岡

外科手術術式を知ろう！
(術中ビデオによる解説)

外 科
前 田 敦 行
第２回中部圏認定病理の会病理技術研修会

平成29年７月 名古屋

これだけは知っておきたい乳癌診療の
イロハ

外 科
亀 井 桂太郎
第24回西濃在宅緩和ケア研究会

平成29年７月 大垣

2nd look CE-US after MRI

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､ 宇治 誠人

平成29年10月 台北

It is difficult to identify whether the tumor is malignant

or not when the tumor having the high contrast effect

in MRI (Magnetic Resonance Imaging). 2 nd look CE-

US (Contrast Enhanced Ultrasound) after MRI is an

effective way to detect the nature of the tumor combined

with biopsy. Though, careful scanning technique was

needed for successful MRI-ultrasound correlation, 2 nd

look CE-US of MRI-detected lesions was useful for

decision making as part of the diagnostic workup. To

verify the efficacy of 2 nd look CE-US, we reviewed

our cases in the past 5 years retrospectively.

脳卒中のお話し

脳神経外科
槇 英 樹
第10回岐阜脳卒中市民公開講座

平成29年５月 大垣
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[教育講演]

脊椎硬膜外血腫について

脳神経外科
野 田 智 之
第46回大垣脳と神経懇話会

平成29年９月 大垣

[特別講演]

下腿開放骨折に対する
TrueLok創外固定器の使用経験

整形外科
米 津 大 貴
東海イリザロフ法研究会

平成29年11月 浜松

褥瘡と栄養

皮 膚 科
高 木 肇
NST研修会

平成29年10月 大垣

アトピー性皮膚炎における外用療法

皮 膚 科
高 木 肇
第172回羽島薬剤師会研修会

平成29年12月 羽島

皮膚・結合組織系

皮 膚 科
高 木 肇
難病指定医研修会

平成30年１月 岐阜

皮膚の悪性腫瘍について

皮 膚 科
高 木 肇
岐阜市皮膚科医会

平成30年２月 岐阜

Cabazitaxel投与にて著明な好中球減少症
を来した後､ 用量調節により継続投与して
いる1例

泌尿器科
宇 野 雅 博
岐阜県前立腺癌講演会

平成29年５月 岐阜

ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の臨床
統計及び切除断端陽性に及ぼす因子の検討

泌尿器科
加藤 大貴､ 川瀬 真､ 石田 貴史､
加藤 成一､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
第37回Gifu Urologists’Youth Seminar

平成29年６月 岐阜
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当院におけるタダラフィルの使用経験

泌尿器科
川瀬 真､ 加藤 大貴､ 石田 貴史､
加藤 成一､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
西濃排尿障害2017

平成29年６月 大垣

当院における前立腺生検の現状及び生検

泌尿器科
川瀬 真､ 加藤 大貴､ 石田 貴史､
加藤 成一､ 宇野 雅博､ 藤本 佳則
西濃泌尿器フォーラム

平成29年10月 大垣

前立腺癌内分泌療法施行症例に対する
リュープロレリン22.5mg投与の臨床的検討

泌尿器科
宇 野 雅 博
西濃ウロロジストミーティング

平成29年12月 大垣

レーザー治療と緑内障手術

眼 科
説 田 雅 典
福井県視能訓練士会

平成30年３月 福井

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
不破郡学校保健会研究大会講演会

平成29年８月 不破

周術期口腔機能管理
―大垣市民病院での取り組み―

歯科口腔外科
梅村 昌宏､ 石橋謙一郎､ 木村 将士､
柴田 章夫､ 西脇 崇介
平成29年度大垣市歯科医師会

多職種連携福祉講演会兼大垣地域在宅歯科

医療スキルアップ研修会 (第２回)

平成30年３月 大垣

[教育講演]

バリウム検診でわかる胃がんとピロリ菌

放射線科
曽 根 康 博
第10回県民公開講座

平成30年２月 岐阜

胃は､ 大きな筋肉の袋に食べ物をためて胃液と動き

で消化する単純な臓器です｡ 手術で全部取っても生き

ていけますが､ 思うようにたくさん食べる事ができな

くなるので､ 人生の楽しみが大きく減ってしまいます｡

ピロリ菌は､ 胃の中に住んでいる細菌で､ 胃炎を起こ

し､ 胃潰瘍や十二指腸潰瘍､ 胃がんの原因になってい

ます｡ ピロリ菌が､ 水や食べ物から胃に入って住みつ

きます (子供の頃)｡ 数年で慢性胃炎を起こし､ 十数

年で粘膜が荒れてザラザラになると､ 潰瘍を起こしや

すくなります｡ 数十年たつと粘膜がペラペラに薄くな

ります (萎縮性胃炎)｡ 萎縮性胃炎になると､ 胃がん

が発生しやすくなります｡ 一方､ ピロリ菌のいない正

常な胃は､ 粘膜がツルツル､ スベスベでとてもきれい

です｡ この粘膜の状態は､ 胃内視鏡でよく分かります

が､ バリウムを飲んで行う胃のX線検診でも分かりま

す｡ X線検診の主な目的は､ 胃がんを発見することで

す｡ しかし､ 小さいがんや､ 浅いがんは異常が少なく､

発見が難しいことがあります｡ ピロリ菌による胃炎は､

胃全体に変化を起こすので､ バリウムを飲んだX線で

よく分かります｡ 皆様は､ ABC検診について聞かれ

たことがあると思います｡ ABC検診は､ 採血でピロ

リ菌と萎縮性胃炎の状態を調べる検査です｡ X線検診
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よりずっと楽で､ 胃がんになりやすいかどうかが分か

るので､ リスク検診と言われています｡ しかし､ 胃の

具体的な形や､ 病変があるかどうかは分かりません｡

また､ ピロリ菌を内服薬で退治 (除菌) した人では､

正確な判定ができなくなる欠点があり､ ABC検診だ

けで済ますのは危険と考えます｡ なお､ 除菌が成功し

ても､ リスクは残っているので注意が必要です｡ 現在

では､ 胃がんを早期発見すると､ 内視鏡で正確に切り

取ることができます｡ ESDという治療法で､ 岐阜県で

も良く普及しています｡ ESD治療は､ 短い入院で済み､

治療後の食生活への影響がほとんどありません｡ 日本

人には､ 胃がんが多く､ がん総数の２位､ 死因の３位

を占めています｡ 胃がん発見のために､ バリウムでも

内視鏡でもかまいませんので､ ぜひ検診を受けましょ

う｡

[セミナー]

Oncologyと緩和ケアの融合
―がん医療―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
薬剤師力セミナー

平成29年６月 東京

[セミナー]

今こそ､ 薬剤師による医療イノベーション
を巻き起こせ！―がん医療を中心に―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
医療薬学フォーラム2017

平成29年７月 鹿児島

[特別講演]

薬剤師力を発揮するための戦略と人材
育成―がん医療を中心に―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
三重県病院薬剤師会平成29年度研修会

平成29年10月 津

[セミナー]
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

[教育講演]

妊婦､ 授乳婦と薬について

薬 剤 部
日 野 光記枝
岐阜薬科大学薬剤師生涯教育講座

平成29年10月 岐阜

病院薬剤師への招待 薬学の専門性を
最大限に生かそう！

薬 剤 部
宇佐美 英 績
病院薬剤師会

平成29年10月 岐阜

[セミナー]

経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師
外来による支援

薬 剤 部
宇佐美 英 績
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大垣がん薬物療法セミナー

平成29年11月 大垣

[教育講演]

周産期病棟およびNICUにおける病棟
薬剤業務

薬 剤 部
日 野 光記枝
第27回日本病院薬剤師会東海ブロック学術大会

平成29年11月 鈴鹿

[特別講演]

前立腺癌疾患の薬物治療における
薬剤師の役割

薬 剤 部
川 地 雄 基
西濃ウロロジストミーティング

平成29年12月 大垣

薬物療法の基本とポイント <大腸がん>

薬 剤 部
伊 藤 大 輔
第１回岐阜県病院薬剤師会がん領域研修会

【Basic course】

平成29年12月 岐阜

[特別講演]

がんチーム医療において薬剤師力をいかに
発揮するか！―その戦略と人材育成―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第３回中国四国ブロックがん専門薬剤師フォーラム

平成30年１月 徳島

[教育講演]

服薬指導のコツを学ぶ
～オピオイド鎮痛薬を中心に～

薬 剤 部
鈴 木 宣 雄
緩和ケア薬剤師養成研修会 基礎セミナー

平成30年２月 大垣

[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！―その戦略と人材育成―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
松山大学大学院医療薬学研究科

がんプロ第２回公開講座

平成30年２月 松山

やってみようCT読影

医療技術部 (画像)
北 川 博 文
中部SOMATOM研究会

平成29年５月 名古屋
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一次所見レポートに関する内容をクイズ形式にし出

題､ 解説を行った｡

腹部CTの読影補助 ―アプローチ～実践―

診療検査科 (画像)
竹 中 和 幸
第７回長野東芝CTユーザーミーティング

平成29年６月 長野

当院の紹介としてCT検査､ 読影環境､ 読影手順を

紹介した｡ 診療放射線技師の読影補助の有用性および

必要性について述べた後､ 取り掛かりやすい症例とし

て4つの疾患を例に読影補助の際に気を付けたいポイ

ントを臨床画像を元に概説した｡ 全国的にはまだまだ

普及していない ｢CTの読影補助｣ をより多くの施設

で取り組める手助けになる講演が行えたものと思わ

れる｡

JRC2017､ ITEM2017で得られること

診療検査科 (画像)
浦 崎 昇 平
平成29年度第１回西濃画像研究会

平成29年６月 養老

RC：Japan Radiology Congressとは､ 日本放射線学

会総会(JRS：Japan Radiological Society)､ 日本放射線

技術学会総会(JSRT：Japan Society of Radiological

Technology)､ 日本医学物理学会学術大会(JSMP：Japan

Society of Medical Physics)が一体となった学会である｡

また､ 放射線機器に関わる各メーカーにより行われる

国際医用画像総合展(ITEM)も一体となっている｡ JRS

では､ 放射線科医師による癌のステージングなどの読

影や臨床に沿った内容についての演題が主体となって

いる｡ 当院では技師が読影補助によるレポート作成を

行っており､ 読影や画像所見の解釈に関する医師の演

題を聞くことにより､ 日常業務における撮影方法や

CT等の再構成の効率性や良質な画像提供のみでなく､

レポート作成時にも役立つと思われる｡ JSRTでは､

低電圧撮影における造影剤減量などの放射線技師によ

る物理評価や撮影技術などについて演題が主体となっ

ている｡

また､ JRCの特徴としては3学会とも英語抄録､ 英

語スライドが基本となっている｡ 慣れない英語で抄録､

スライドを作るには､ 自身の発表に沿う内容の英語論

文を熟読し､ 論文を真似ることが一番の近道となると

思われる｡ そのまま引用するのではなく､ 理解した上

で作成することが重要となる｡ また､ どのような演題

においてもいえる事だが同じ検討をするのではなく新

規性のある､ 聞きたいと思える内容であることが一番

重要である｡ JRCには英語発表を支援する講義もある

ため､ 発表をせずとも参加することで今後に生かすこ

とが出来､ 十分有意義であると思われる｡

救急CT画像で放射線技師がみるべき
ポイント

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第４回全国SOMATOM研究会

平成29年７月 岡山

当院では一般撮影を除く全てのモダリティにおいて､

検査後に診療放射線技師が一次所見レポ―トを作成し､

診療科へ提供している｡ 救急CT検査において､ 診療

放射線技師が見るべきポイントについて症例を提示し

ながら解説する｡

診療放射線技師が検査後に画像を見る目的としては､

病変が見易い画像の提供のため､ 付加情報の提供のた

め､ 自身の知識向上のためといった理由が挙げられる｡

実際に画像を見る際には､ 病変が1つとは限らない､

単純CTでのCT値を見る､ 臓器のみでなく血管構造に

も意識する､ 典型的な画像所見のサインを知る､ window

level/window widthを変更して観察する､ 病的意義の

有無について考える､ といったことが重要であり､ い

ずれも基本的なことではあるがこれらを確実に実行す

ることで有用な情報を取得できる可能性が高い｡ 画像

を提供する側として､ 撮影後の画像の観察 (確認) は

必須であり､ その中で拾い上げた情報を診療側に提供

することでよりよい医療の提供に貢献できる可能性が

あると考える｡
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CT画像におけるアーチファクトと
その評価について

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第46回北海道ヘリカルCT研究会

平成30年１月 札幌

X線CTにおいて､ アーチファクトとは ｢｣ 再構成画

像におけるCT値と物体の真の吸収係数の系統的不一

致｣ と定義され､ ストリーク・リングなど種々の形態

を呈する陰影が診断能を低下させる｡ その原因と対策

について一般的事項を解説し､ アーチファクトの評価

方法に関する現状と今後の課題について述べる｡

Segmental arterial mediolysisが
原因と考えられた左胃大網動脈瘤破裂
による腹腔内出血の１例

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
第８回岐阜救急画像技術セミナー＆

第13回愛知＠災害・救急撮影研究会

平成30年２月 大垣

40代男性､ 主訴：腹痛, 嘔吐, 下痢

経過：2日前から左下腹部から徐々に痛みあり. 我慢

出来るぐらい. 嘔気なし. 1日前に左下腹部付近にじ

わじわとした痛みあり. 本日 朝食後から突然腹痛増

悪あり. トイレに行くと水様便, その後嘔吐. 一瞬L

OCあり. 診察時嘔気なし. 造影CTにて腹腔内出血を

認めた. arterial phaseにて左胃大網動脈に分節状の瘤

形成を認め, Segmental arterialmediolysis(SAM：分節

型中膜融解症)が原因と考えられた｡

上記症例を画像諸検査の時系列に沿ってクイズ方式

で報告した｡

チャレンジしてみよう国際発表

診療検査科 (画像)
高 田 賢

平成29年度第3回西濃画像研究会

平成30年３月 大垣

診療放射線技師が研究発表を行う場合､ 代表的な大

きな学術大会として日本診療放射線技師学術大会､ 日

本放射線技術学会総合学術大会が挙げられるが､ その

他にも地方部会が開催する学会・研究会､ 各種モダリ

ティごとの研究会・学会､ 循環器や消化器など各診療

科ごとの学会など､ その機会は非常に多くある｡ 学術

大会は､ 各種学会が行う活動の1つとして年1～数回開

催される｡ 放射線分野において､ 国外の代表的な学会

としては､ RSNA､ ESR､ ARRS､ AAPM､ ISRRTなど

があり､ それぞれが学術誌の発刊や学術大会の開催を

行っている｡

私は2014年､ 2017年にESRが開催する学術大会であ

るECRに参加させていただいた｡ 演題登録 → 採択通

知 → 参加登録 → 発表といった手順は国内における

学会と違いはないものの､ 当然すべてが英語であるこ

とに加え､ 高額な参加登録費や論文形式のポスターな

どといったECRならではのこともあり､ 初挑戦のとき

は非常に困惑したことが印象に残っている｡ ECRが開

催されるウィーン (オーストリア) の町は､ 治安もよ

く､ 交通網も充実しており､ ウィーンでの生活には特

段の苦労は要しなかった｡ 学会会場は､ 想定していた

よりも小ぶりではあったが､ 20000人以上という膨大

な数の参加者が数日のうちに来場するため､ 日中の会

場の混雑ぶりには驚かされた｡

浅い経験ではあるが､ 私個人の見解を述べさせてい

ただいた｡ 今後､ 自身の施設のみならず西濃地域から

国際学会にチャレンジしようと考える診療放射線技師

が増え､ それを実現しやすい環境が今まで以上に整備

されていくことを期待する｡

DMAT隊員養成研修に参加して

診療検査科 (画像)
市 川 宏 紀
平成29年度第３回西濃画像研究会

平成30年３月 大垣

DMATは医師､ 看護師､ 業務調整員で構成され､ 大規

模災害や多数の傷病者が発生した事故などの現場に急

性期48時間以内に活動できる専門的なトレーニングを
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受けた医療チームである｡ DMATの概要､ DMATの業

務について解説し､ 養成研修内容について報告した｡

[講習会]

認定技師によるベストプラックティスな
施設の紹介発表

診療検査科 (画像)
高 田 賢
第11回X線CT認定技師更新講習会

平成29年７月 名古屋

X線CT認定技師とは､ ｢国民の福祉と社会の発展に

寄与するために､ 標準医療に対応したX線CT検査の質

と安全と担保する診療放射線技師｣ と定義され､ その

役割は(1)基本技術・知識を習得し､ 安全で質の高いX

線CT検査を行なうこと､ (2)エビデンスに基づいた検

査手技の確立を行なうこと､ (3)放射線安全管理を実

施し､ 被ばくの最適化に努めること､ (4)X線CT装置

および関連機器・器具等の管理を行うこと､ (5)チー

ム医療の一員としてその責務を果たすこと､ である｡

X線CT認定技師としての役割を達成するために行っ

てきた取り組みを､ 当院のX線CT検査の運用状況を踏

まえて紹介する｡

[講習会]

撮影技術1 (基本的撮影法1)

診療検査科 (画像)
高 田 賢
診療放射線技師基礎講習 X線CT検査

平成30年１月 岐阜

【1. 患者接遇】接遇とは ｢思いやりの心を持って相

手 (患者) に接すること｣ であり, 医療における接遇

では, 目の前にいる患者が何を求め, 何をしたいと望

んでいるかを推察し, 患者の喜びや不安, 痛みや苦し

みを想像して, その気持ちに寄り添い応えるために行

動することが重要である. X線CT検査においては, 以

下のような確認, 説明が必要である.

(1) 入室前, 入室時：氏名確認, 検査部位・目的確認,

同意書・問診票など必要書類の確認

(2) 検査前：検査手順の説明, 息止め等の説明, 検査

時間等の説明

(3) 造影剤注入時：熱感の説明, 異常があった場合の

説明

(4) 検査終了時：様態確認, 検査後の患者さんの導線

の案内

・専門用語や慣用句の使用を避け, 分かり易い表現を

心掛ける.

・身だしなみ, 笑顔, 視線, 口調に留意し, 患者の年

齢・性別・理解度に応じて臨機応変な対応をとる.

・検査スループットを優先して焦る気持ちから, 説明

不足や一方的な説明にならないよう注意する.

【2. ポジショニング】X線CT検査において, ポジショ

ニングの基本は, (1) 撮影対象領域をガントリー中心

付近にする, (2) 障害陰影となる金属類等を除去する,

(3) 動きを抑制させる (息止め, 固定具, 補助具) こ

とである. 不適切なポジショニングは画質を劣化させ,

検査の臨床的価値を低下させるのみならず, 患者に苦

痛を伴わせたり, 被ばく線量が増大する等の不利益を

生じることとなるため, 臨機応変に適切なポジショニ

ングができるよう訓練を積むべきである.

(1) 頭部：基準線として, 一般的に脳の撮影にはOM

line (外眼角と外耳孔を結ぶ線), 眼窩や副鼻腔の撮影

にはRB line (眼窩下縁と外耳孔上縁を結ぶ線) が用い

られる. 患者をhead firstで寝台に寝かせ, 顎の角度や

枕高を調整して基準線が寝台に対して垂直になるよう

調整する. Scan面が左右対称となるように, 頭部のみ

でなく, 肩部・頸部の位置や角度を含めて調整を行う.

(2) 胸腹部：寝台に背臥位で寝かせ, 寝台高さを体厚

の中心に合わせる. 両上肢を挙上させる. 胸部撮影

においては最大吸気 (腹式呼吸) で息止めをさせる.

Feet firstの方が圧迫感が少なく, 患者観察や造影ルー

ト確保等が容易である場合が多い. 上肢が挙上できな

い場合には, 補助具を使用したり, 下垂した上肢を身

体の前に置くことでアーチファクトを軽減させる. 円

背が強い患者などは臀部から背部に三角枕を入れるな

どして苦痛低減を図る.

(3) 四肢：固定具や補助具を使用して, 可能な限り患

側をガントリー中心付近, 健側を撮影範囲外に配置す

る. 骨性病変や関節性疾患の観察には高分解能が必要
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とされ, 動かないようにしっかりと固定することは重

要であるが, 疼痛がある場合や過度な固定による筋・

腱・血管等の圧排には注意する.

【3. CT正常解剖】

(1) 頭部：脳実質内は, 大脳, 小脳, 脳幹 (延髄, 橋,

中脳) , 脳室, 脳槽等で構造されている. 大脳基底核

は脳梗塞の初期虚血変化を確認する上で重要である.

松果体・脈絡叢・淡蒼球は頭蓋内の石灰化好発部位で

あり, 出血との鑑別において重要である.

(2) 胸部：右肺は上・中・下葉の3葉, 左肺は上・下

葉の2葉より成る. 肺葉はさらに区域に区分され, 右

肺は10区域, 左肺は8区域に分けられる. 縦隔は左右

肺と脊柱, 胸骨に囲まれた領域で, 上・前・中・後縦

隔に区分される. 心大血管, 食道が見られる.

(3) 腹部：肝臓, 脾臓, 膵臓, 副腎, 腎臓, 胆嚢, 小

腸, 大腸といった多数の臓器が含まれる. 肝臓の区域

分類にはCouinaudの分類が一般的に用いられ, 肝静脈,

門脈を目安として8亜区域に分割される.

[講習会]

撮影技術2 (基本的撮影法2)

診療検査科 (画像)
高 田 賢
診療放射線技師基礎講習 X線CT検査

平成30年１月 岐阜

1. ヘリカルスキャン/ノンヘリカルスキャン, シング

ル/マルチスライスCT

連続回転しながらX線曝射を行い, 寝台を定速で移

動してスキャンする方式はヘリカルスキャンと呼ばれ

る. これは患者から見たX線管の軌跡が螺旋状となる

ためで, スパイラルスキャンとも呼ばれる. ヘリカル

スキャンは広範囲を短時間で撮影することが可能であ

り, 息止めが必要な体幹部の撮影や血管系や整形領域

の広範囲撮影は近年ではほとんどがヘリカルスキャン

により行われる. これに対し, X線曝射と寝台移動を

交互に行うスキャン方式はノンヘリカルスキャン, シー

ケンススキャンと呼ばれ, 頭部領域や心臓領域の撮影

で用いられる. ヘリカルスキャンでは撮像パラメータ

としてピッチファクタがあり, これは1回転あたりの

寝台移動距離÷ビーム幅で定義される.

体軸方向に複数列の検出器を有し, その検出信号を

処理する複数のDAS (data acquisition system) を有す

る装置をマルチスライスCTまたはマルチディテクタ

CTと呼ぶ. これに対し, 体軸方向に1つの信号処理シ

ステムを有する装置はシングルスライスCT・シング

ルディテクタCTと呼ばれる. 近年では, 体軸方向に

64列・80列など多数の検出器､ DASを有する装置が臨

床で用いられ, 320列の検出器配列を有する装置につ

いてはエリアディテクタCTとも呼ばれる.

[教育講演]

神経伝導検査を知ろう
(解説とハンズオン)

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
平成29年度静岡県臨床生理部門研修会

平成29年６月 静岡

神経伝導検査の上下肢の各神経の測定の仕方と注意

点を解説し､ 実際に測定をみせた｡

Abiotrophia属とGranulicatella属
および感染性心内膜炎について

診療検査科 (検査)
後 藤 孝 司
岐阜県臨床検査技師会臨床微生物部門研修会

平成29年８月 大垣

Abiotrophia 属と Granulicatella 属の特徴や薬剤感受

性試験の注意点や拡薬剤のMIC分布についての講演を

した｡ また､ 感染性心内膜炎を起こしやすい菌種や､

心エコーの動画も供覧して講演を行った｡
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HACEK Group

診療検査科 (検査)
森 永 朝 美
岐阜県臨床検査技師会臨床微生物部門研修会

平成29年８月 大垣

HACEK Groupの細菌について､ それぞれの菌の特

徴や生化学的性状のまとめ､ 培養や薬剤感受性試験の

注意点についてを講演した｡

[教育講演]

神経伝導検査の手技

診療検査科 (検査)
澤 村 聖 子
臨床生理部門研修会

平成29年９月 大垣

反復刺激検査ぼ基本的な手技のハンズオンを実施した｡

[教育講演]

生理検査の目指す未来へ
～今求められる役割に応えているのか～
認知症と睡眠の関係

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第56回中部圏支部医学検査学会

平成29年９月 名古屋

認知症のメカニズムと睡眠がどのような関係にある

のか解説した｡

[教育講演]

脳波判読 症例 6・7まとめ

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子

平成29年度岐臨技 (臨床生理部門 神経

生理分野) 研究会

平成29年11月 高山

紙書きの脳波症例をみんなで判読し､ 解説した｡

[教育講演]

ハンズオンセミナー
脳波筋電図記録中の注意と対策

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第47回日本臨床神経生理学会

平成29年12月 横浜

脳波記録中の注意をスライドを使用して説明し､ 受

講者からの質問に対して機器を使用して解説した｡

[教育講演]

ポリソムノグラフィ (PSG) 検査に
おける脳波モンタージュについて

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第47回日本臨床神経生理学会学術大会

平成29年12月 横浜

ポリソムノグラフィ検査において､ 年齢や症例にお

いて脳波モンタージュを検討したほうがいいことを､

症例を交えて解説した｡

[教育講演]

脳波判読の実際 臨床医に何を伝えられるか

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
日輪技中部圏支部 ｢第31回生理検査研修会｣
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平成30年２月 金沢

脳波判読できる脳波を記録することと､ 実際に発作

が起きたときの臨床への連絡などを解説した｡

[教育講演]

ポリソムノグラフィ (PSG) の解析
と活用

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第22回日本神経生理検査研究会全国研修会

平成30年３月 札幌

無呼吸症候群の検査であるポリソムノグラフィ検査

の方法とてんかんを捉えるためのモンタージュの選択

について症例を提示して解説した｡

[教育講演]

明日から役に立つ脳波判読
～あなたは医師にどう答える～

診療検査科 (検査)
石 郷 景 子
第29回日本神経生理検査研究会中部支部研修会

平成30年３月 名古屋

脳波判読をするための注意点と基礎を解説し､ 実際

に症例を提示した｡

[セミナー]

経皮的心肺補助法における構成部材・
補助方法の解釈

臨床工学技術科
小 山 富 生
第２回甲信パーフュージョンアカデミー

平成29年６月 松本

[セミナー]

体外循環中の脳酸素モニターについて

臨床工学技術科
小 山 富 生
第13回静岡県臨床工学会

平成29年６月 静岡

遠心ポンプの特性

臨床工学技術科
小 山 富 生
ECMOスモールミーティング

平成29年11月 名古屋

[セミナー]

当院のCRT-Dフォローアップについて

臨床工学技術科
辻 善 範
岐阜県臨床工学技士会循環器セミナー

平成29年12月 岐阜

診療放射線技師の診療放射線技師による
診療放射線技師のための医療安全入門

医療安全管理課
野 田 孝 浩
平成29年度 第1回西濃画像研究会

平成29年６月 養老

【はじめに】テレビ・インターネットのニュースや､

新聞・雑誌等の記事を見ると､ 数えきれないほどの医

療事故・医療過誤や係争事例が連日のように報道され

ている｡ 患者取り違え､ 手術時のガーゼ遺残､ 動脈瘤

破裂を心筋梗塞と誤診した､ 血液型を間違って輸血し
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た､ 抗がん薬の投与量を間違った等々､ 数え上げれば

きりがない昨今である｡ では､ なぜ医療事故は繰り返

されるのか｡ 現在私は､ 診療放射線技師として31年目､

医療安全管理者としての認定6年目､ インフェクショ

ンコントロールドクターとしての認定5年目を迎え､

当院医療安全管理部医療安全管理課に異動してからは

専従医療安全管理者として3年目を迎えた｡ 本日は私

のこれまでの経験から､ 診療放射線技師が最低限知っ

ておくべきであろうと考える医療安全の基本中の基本

について述べる予定である｡ 一緒に考えて頂きたい｡

【本日の内容】短時間ではあるが､ 以下の項目につい

て時間の許す限り､ 概要を説明する｡

① 医療安全とは？②当院のインシデント管理システ

ムについて③当院の現状とハインリッヒの法則④イン

シデント・アクシデント報告が必要な事例とは？⑤医

療安全対策加算について⑥当院の医療安全管理体制

⑦ 医療法と安全管理⑧認知心理学とヒューマンエラー

⑨セーフティマネージメントとリスクマネージメント

⑩医療事故調査制度とは⑪医療事故情報収集等事業に

ついて⑫診療放射線技師の業務拡大と医療安全 (感染

管理と医療安全は義務であり責任である！) ⑬KYT

とは？ など

【まとめ】本日の最重要ポイントは､ 診療放射線技師

としてインシデント・アクシデント報告の意義を知る

ことである｡ それは､ 大きく以下の5つにまとめるこ

とができる｡

① 患者安全の確保 (最大の目的として理解する事が

大切である｡) ②事象の共有 (自施設の事例に限らず､

他施設の事例も共有し､ 再発防止に努める｡) ③透明

性の確保 (逃げない､ 隠さない､ 誤魔化さない｡) ④

正式な支援 (個人の責任にせず､ 病院として把握し､

総力を挙げて対応する｡) ⑤システムの改善 (ミス

が起きにくいシステムや､ チーム作りを検討する｡)

以上､ 人はいつでも誰でも過ちを起こし得るので､ 常

に心を引き締め､ 慣れや気の緩みを正し､ 各種マニュ

アルを順守していただきたい｡ ただし､ これはあくま

で方法であって目的ではない｡ 医療チームの一員とし

て､ これからも患者安全確保のために学び続けよう｡

[セミナー]

講座Ⅱ 感染対策

医療安全管理部
野 田 孝 浩
平成29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29年７月 美濃加茂

【はじめに】ここ数年､ ノロウィルスをはじめ各種の

感染性胃腸炎・薬剤耐性をもつ病原体による医療関連

感染・インフルエンザ・デング熱・ジカ熱・結核など､

様々な感染症の集団発生について連日のように報道さ

れている｡ 昨年8月､ インドネシアのバリ島から帰国

した男性から､ 関西の空港職員や医師が麻疹に感染し､

更にこの男性が関東で海外アーチストのコンサートに

参加したことで感染拡大した事例や､ 2年前に韓国で

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｡ その

前年には､ 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｡ 診療放射線技師は医療従事者と

して､ 感染症への対策を正しく理解し､ 感染拡大を予

防しなくてはならない｡ 本日は､ 診療放射線技師とし

て就職された新入会員の皆様にとって､ 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

ついて紹介する予定である｡ 先輩技師の皆様も､ 復習

の意味で再確認していただきたい｡

【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. 代表的な個人防護具 (PPE) について

５. 標準予防策と感染経路別予防策

６. ポータブル撮影時や救急撮影時の注意点

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､ 医療従事者とし

ての義務であり､ 診療放射線技師の業務において､ 適

切な感染対策を実践することは我々一人ひとりの責任
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である｡ 新入会員の皆さんは､ 本日の受講によって感

染対策の基本を理解していただき､ その次のステップ

として､ 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

加することが大切である｡

【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り､ 自身のスキルアッ

プが患者の安全確保に直結していることは間違いない｡

今後､ 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くための動機付けとなれば幸いで

ある｡

チームの一員として知っておきたい
感染対策

医療安全管理部
野 田 孝 浩
救急撮影講習会 in 東京

平成30年１月 東京

本講演では､ 救急撮影の現場において診療放射線技師

がチームの一員として知っておくべき感染対策の知識

について､ 以下の4項目を中心に述べた｡

①手指衛生は感染対策の基本

②アルコール消毒では効果の弱い場合がある

③感染性腸炎疑いの検査時は特に注意する

④新興感染症に備える (訓練・勉強会へ参加)
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(国 際 学 会)

Comparison between high-flow nasal cannula oxygen therapy and
non-invasibe ventilation for respiratory care:a Japanease cross-
sectional multicenter survey

呼吸器内科
Michiko Hibi Akira Shiraki

Kobe City Medical Center General Hospital
Kazuma Nagata Keisuke Tomii

Okinawa Prefectural Chubu Hospital
Yuichiro Nei

Graduate School of Medicine, Kyoto University
Susumu Sato Ryo Tachikawa

St. Luke's International Hospital
Naoki Nishimura

National Center for Global Health and Medicine
Shinyu Izumi
ERS International Congress

平成 29 年９月 ミラノ

Jailed balloon technique covered stent to bail-out left main coronary
perforation

循環器内科
高 木 健 督 森 島 逸 郎 森 田 康 弘 吉 田 路 加 神 崎 泰 範 永 井 博 昭
坪 井 英 之
EuroPCR2017

平成 29 年５月 パリ
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Comparison of radiofrequency catheter ablation for paroxysmal
atrial fibrillation between patients with and without coxisting sick
sinus syndrome: Insights from Kansai Plus Atrial Fibrillation
(KPAF) Registry

循環器内科
森 島 逸 郎 坪 井 英 之 森 田 康 弘 高 木 健 督 吉 田 路 加 神 崎 泰 範
永 井 博 昭 猪 飼 佳 弘 古 井 宏 一 吉 岡 直 輝

神戸市立医療センター中央病院
小 堀 敦

天理よろづ相談所病院
貝 谷 和 昭

桜橋渡辺病院
井 上 耕 一

城山病院
黒 飛 俊 哉

京都大学 循環器内科
静 田 聡
EUROPACE2017

平成 29 年６月 ウィーン

【Background】Since coexisting sick sinus syndrome (SSS) in patients with atrial fibrillation (AF) has been suggested to

associate with both electrical and structural atrial remodeling, SSS may unfavorably affect the outcome of radiofrequency

catheter ablation (RFCA) for AF.

【Purpose】We aimed to elucidate the impact of coexisting SSS on the outcome of RFCA in patients with paroxysmal

AF in a large scale prospective registry.

【Methods】KPAF registry included 3,226 consecutive paroxysmal AF 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, 37.5±8.0

mm; left ventricular ejection fraction, 65.3±8.4 %). After the procedure, the patients were prospectively followed-up for

a median of 2.3 years (interquartile range, 0.8-3.0). The primary end point was the freedom from documented recurrence

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

【Results】Patients with coexisting SSS (n=368) were significantly older (69.9±8.0 years vs. 64.2±10.6 years, p<0.001)

and had a higher CHA2DS2-VASc score (2.7±1.4 vs. 2.0±1.5, p<0.001) at baseline than those without SSS (n=2,858),

while the left atrial diameter (38.1±7.8 mm vs. 37.4±8.0 mm, p=0.144) or the left ventricular ejection fraction (65.2

±7.7 % vs. 65.3±8.4 %, p=0.767) were not different between the two groups. The 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.

【Conclusions】Coexisting SSS may not adversely impact on the arrhythmia recurrence after catheter ablation for

paroxysmal AF.
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Comparison of Radiofrequency Cathete Ablation for Paroxysmal
Atrial Fibrillation between Patients with and without Sick Sinus
Syndrome: Insights from Kansai Plus Atrial Fibrillation (KPAF)
Registry

循環器内科
森 島 逸 郎 森 田 康 弘 神 崎 泰 範 猪 飼 佳 弘 坪 井 英 之 高 木 健 督
吉 田 路 加

天理よろづ相談所病院
貝 谷 和 昭

神戸医療センター中央病院
小 堀 敦

桜橋渡辺病院
井 上 耕 一

城山病院
黒 飛 俊 哉

京都大学 循環器内科
木 村 剛 静 田 聡
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成 29 年９月 横浜

【Background】Coexisting sick sinus syndrome(SSS) has been suggested to associate with more advanced both electrical

and structural atrial remodeling in patientswith atrial fibrillation(AF). We aimed to elucidate the impact of SSS on the

outcome of radiofrequency catheterablation(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 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 during median of 2.9 years were compared in the figures. SSS did not remain as a multivariate predictor of

arrhythmia recurrence.

【Conclusions】Coexisting SSS may not adversely impact on the arrhythmia recurrence after RFCA for paroxysmal AF.

Validation of the CAAP-AF score to predict long-term freedom
from atrial fibrillation after catheter ablation

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 神 崎 泰 範
永 井 博 昭 吉 岡 直 輝 山 内 良 太 米山将太郎 杉 山 大 記 坪 井 英 之
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成 29 年９月 横浜
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【Background】The CAAP-AF score, a novel simple scoreconsisting 6 independent variables, has been proposed recently

to predict long-term freedom from atrial fibrillation(AF) after ablation. We examined the predictiveperformance of the

score in the real world clinical practice.

【Methods】We investigated consecutive 348 symptomaticpatients (age: 66.7±10.4 years, female:33.9%, coronary artery

disease:11.5%, left atrial diameter:39.3±6.4mm, number of antiarrhythmic drugs failed:0.5±0.7, persistent or long-

standing AF:36.2%) undergoing initial AF ablation.

【Results】Two models were made to compare the long-term AF-free survival depending the CAAP-AF score. Model

1: lowest-risk,≦3; intermediate-low risk, 4-5; intermediate-high risk, 6-7; highest risk,≧8 (Figure 1). Model 2: lowest

to intermediate-high risk,≦7; highest-risk,≧8 (Figure 2).

【Conclusions】The CAAP-AF score showed acceptableperformance to predict patients with the highest risk to recur,

but may not have power enough to risk stratify patients with low to intermediate risk of recurrence after AF ablation.

The Usefullness of SpO2 and Oxygen Desaturation Index measured
by Type-4 Portable Monitor as a Predictor of the Recurrence after
Ablation for Paroximal 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 神 崎 泰 範
永 井 博 昭 古 井 宏 一 山 内 良 太 米山将太郎 杉 山 大 記 坪 井 英 之
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成29年９月 横浜

【Background】Sleep-disordered-breathing (SDB) detectedby apnea hypopnea index (AHI) using overnight full-channel

polysomnography or type-2,3 portable monitors (PM) has been shown to be a predictor of recurrence after pulmonary

vein isolation (PVI) for paroxysmal atrial fibrillation(PAF).

The type-4 PM has recently been used as a simple screening tool of SDB providing oxygen desaturation index (ODI)

which has reportedly a good correlation with AHI. We hypothesized that type-4 PM may also be of use in this setting.

【Methods】Consecutive 91 PAF patients(age 68.3±9.6years, 63 males; left atrial diameter 37.9±5.0 mm) undergoing

PVI were subjected to in-hospital overnight oxyhemoglobin saturation(SpO2) monitoring using type-4PM to detect

average SpO2 and 3% oxygen desaturationindex(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 low average SpO2 and high 3% ODI might predict

arrhythmia recurrence after PVI for PAF.
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Does Left Atrial Posterior Wall Isolation Without Mitral Isthmus Block
Provide Additional Benefit in Patients with Long-Standing Persisyent
Atrial Fibrilation Undergoing Pulmonary Vein Isolation?

循環器内科
猪 飼 佳 弘 森 島 逸 郎 坪 井 英 之 森 田 康 弘 高 木 健 督 吉 田 路 加
永 井 博 昭 神 崎 泰 範 古 井 宏 一 吉 岡 直 輝 山 内 良 太 杉 山 大 記
米山将太郎

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学
因 田 恭 也 室 原 豊 明
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成29年９月 横浜

The predictor of newly documented AF after successful cavotricuspid
isthmus ablation for atrial flutter in the long term

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 神 崎 泰 範
永 井 博 昭 猪 飼 佳 弘 古 井 宏 一 吉 岡 直 輝 都 築 一 仁 米山将太郎
坪 井 英 之
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成29年９月 横浜

【Background】Patients with atrial flutter(AFL) who received cavotricuspid isthmus(CTI) ablation sometimes suffer from

subsequent potential atrial fibrillation(AF). 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, the followingclinical events occurred: newly documented AF, n=22; ischemic

stroke n=6; death n=25. Left atrial dimension(LAD) in AF patients was larger than in non AF patients (42.0±7.5mm

vs 38.3±7.4mm, p=0.03) .

【Conclusions】Patients with AFL are at risk of developmentof AF after CTI ablation in the long term . LAD may be

useful to predict newly documented AF.

MITO registry

循環器内科
高 木 健 督 森 島 逸 郎 森 田 康 弘 吉 田 路 加 神 崎 泰 範 永 井 博 昭
坪 井 英 之
Europaen Bifurcation Club 2017

平成29年10月 ポルトガル
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[シンポジウム]

The first experience of new model of insertable cardiac monitor
for Japanese patients: Data from the Reveal LINQ Registry

循環器内科
森 島 逸 郎
Asia Pacific Heart Rhythm Society 2017

平成29年９月 横浜

【Introduction】The newest model of insertable cardiac monitor (ICM) has drastically simplified the insertion procedure

with the reduction of device size. No procedurerelated data is available for Japanese patients. The interimdata of the

Japanese patients in the Reveal LINQ Registrywas analyzed to show the procedure characteristics at an early stage.

【Methods】This registry is an ongoing, global, non-randomized, prospective trial. Data from Japanese patients who

have undergone Reveal LINQ insertion for unexplainedsyncope or cryptogenic stroke from October 2016 to January

2017 were analyzed.

【Results】Thirty-three patients were enrolled from eightsites. Twenty-six of them received a Reveal LINQ device for

syncope indication. All insertions were conducted in aCath/EP/operating room. One patient had a spontaneous device

extrusion.

【Conclusion】This interim analysis has shown the characteristics of the new ICM insertion for Japanese patients.

More procedures and longer follow-up are needed to further characterize the "real-world" experience.

Surgical outcome of distal pancreatectomy with celiac axis
resection according to type of gastrectomy

外 科
Kaneoka Y
6th APHPBA

平成29年６月 横浜

【Purpose】We investigated retrospectively how the type of gastrectomy could influence the surgical outcome of distal

pancreatectomy with celiac axis resection (DP-CAR).

【Methods】Between 1999 and 2016, 29 patients who underwent DP-CAR with curative intent were divided to the type

of gastrectomy. Type I indicates no gastrectomy (n=15), II indicates total gastrectomy (n=6), and III indicates proximal

gastrectomy (n=8).

【Results】Mean age of the patients was 65.2 years (range 53 - 77), and the male/female ratio was 19/10. Mean

operating time and blood loss were: type I, 220 min/632 ml; II, 241min/810 ml; III, 278 min/537 ml. Morbidity (>

Clavien-Dindo IIIa) was occurred in 4/15(type I), 3/6(II), and 2/8(III). One patient of type I died postoperatively due to

ischemic gastropathy. Median survival times were 487 (type I), 267 (II), and 266 days (III), and sole one patient of

type I has survived over 5 years without recurrence. R0 resections were achieved 80% in type I, 33% in II, and 75%

in III. Histologic lymph node metastases were 47% in type I, 83% in II, and 62% in III. Only the stage of tumor was

statistically different among the type of gastrectomy, meaning type I showed more early staged disease. There were

no differences between type II and III in surgical outcomes but type III revealed less postoperative complications.

【Conclusion】DP-CAR shows dismal survivals in spite of types of gastrectomy. When an apparent invasion to the
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lesser curvature is recognized, proximal gastrectomy could be an ideal procedure to reduce complications and achieve

R0 resection.

Laparoscopic liver resection of posterosuperior segments

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
Joint Congress of the 6th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-bibliary Association

and the 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

平成29年６月 横浜

【Background】Laparoscopic liver resection (LLR) is an attractive option for treating liver tumors. However, LLR for

tumors located in the posterosuperior segments (PSS, segments 7and 8) is difficult compared to other segments (non-

PSS). We analyzed perioperative and short-term outcomes of LLR for PSS tumors to assess its feasibility and safety.

【Methods】Clinical data of 131 patients who underwent LLR for liver tumors at authors' institution between June

2010 and November 2016 were analyzed retrospectively. Study group were classified in two groups according to tumor

location: the PSS group (n=52) and non-PSS group (n=79).

【Results】Indicated disease were HCC (59.5% vs. 75.0%), Metastases (20.3% vs, 23.1%), and other lesions (20.2% vs.

1.9%) without difference (P=0.67). Gender, age, BMI, number and size of tumors, background liver function including

ICG-R15, and extent of liver resection were not different. However, surgical duration (154 minutes vs. 142 minutes,

P<0.0001), intraoperative blood loss (300g vs. 80g, P<0.0001), and rate of postoperative complications (>Clavien-Dindo

Grade 2, 15.4% vs. 5.1%, P=0.045) were significantly greater in the PSS group. On the contrary, open conversion

(7.6% vs. 3.8%, P=0.126), rate of positive surgical margin (7.6% vs. 3.8%, P=0.126), and postoperative hospital stay

(13 days vs. 13 days, P=0.698) were not different.

【Conclusions】Although LLR is more difficult and invasive procedure for liver tumors located in the PSS, there were

no differences in the feasibility and short-term outcomes between the PSS and non-PSS groups. Difficulties in approach

for PSS tumors could be overcome by experiences and technical improvements.

Bilobar versus Unilobar Multiple Colorectal Liver Metastases: A Propensity
Score Analysis of Surgical Outcomes and Recurrence Patterns

外 科
Yasuyuki Fukami Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Yuichi Takayama
Takamasa Takahashi Shunsuke Onoe Masahito Uji
Joint Congress of The 6th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association &

The 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

平成29年６月 横浜

【Background】Bilobar multiple colorectal liver metastases (MCLM) are often considered incurable or associated with

a poor prognosis even after R0 resection. This study was designed to compare the long-term outcomes and recurrence

patterns after one-stage resection in patients with bilobar versus unilobar MCLM.

【Methods】The records of patients undergoing parenchymal-sparing intent hepatectomy between 1994 and 2015 were
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reviewed. Survival and recurrence patterns were analyzed by propensity score matching.

【Results】The study population included 140 patients: 81 patients with bilobar MCLM versus 59 patients with unilobar

MCLM. In the propensity score matching analysis (bilobar, n=35 vs. unilobar, n=35), the short-term outcomes did not

differ between the 2 groups. Five-year overall survival (54.8% in bilobar vs. 51.2% in unilobar; p=0.388) and recurrence-

free survival (28.5% in bilobar vs. 36.2% in unilobar; p=0.261) also did not differ. No significant differences were

found in liver-only recurrence (22.9% in bilobar vs. 25.7% in unilobar; p=1.000) and other recurrence patterns.

【Conclusions】The clearance of bilobar MCLM by one-stage resection of parenchymal-sparing intent provided comparable

long-term survival to unilobar MCLM.

A preoperative predictive scoring system to predict the ability to achieve
the critical view of safety during laparoscopic cholecystectomy for acute
cholecystitis

外 科
Shunsuke Onoe Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Yuichi Takayama
Yasuyuki Fukami Takamasa Takahashi Masahito Uji
Joint Congress of The 6th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association &

The 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

平成29年６月 横浜

【Purpose】The aim of this study was to develop a preoperative scoring system to predict the ability to achieve the

critical view of safety (CVS) in patients undergoing emergency laparoscopic cholecystectomy (LC) for acute cholecystitis

(AC).

【Methods】A retrospective review of patients who underwent LC for AC between 2012 and 2015 was performed.

The achievement or failure of creating the CVS was judged by operative records, video recordings, and interviews of

the surgeons. Independent preoperative variables associated with failure were determined by multivariate logistic regression

analysis and a prediction scoring system created.

【Results】A C-reactive protein (CRP) >5.5 mg/dl, gallstone impaction, and symptom onset to operation >72 hours

were identified as independently correlated risk factors for the failure to achieve the CVS. A preoperative risk scoring

system for the failure to create the CVS (0-5 points) was constructed using these 3 factors: CRP >5.5 mg/dl (2 points),

gallstone impaction (1 points), and time from symptom onset to operation >72 hours (2 points). When monitoring the

frequency of patients who had a failure to create the CVS at each score, the incidence of failure increased as the score

increased (P<0.001).

【Conclusions】Using only three preoperative factors, the proposed scoring system provides an objective evaluation of

the likelihood that CVS can be achieved in patients undergoing emergency LC for AC.
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Preoperative radiographic vascular involvement score predicts
the prognosis of resected pancreatic head adenocarcinoma

外 科
宇 治 誠 人 金 岡 祐 次 前 田 敦 行 高 山 祐 一 深 見 保 之 高 橋 崇 真
尾 上 俊 介
Joint Congress of The 6th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association &

The 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

平成29年６月 横浜

【Background】Operative indications for pancreatic head adenocarcinoma (PHC) with vascular invasion remain unclear.

We aimed to develop a new prognostic model focusing on preoperative portal/superior mesenteric vein (PV/SMV) and

superior mesenteric artery (SMA) invasiveness.

【Methods】From 2005 to 2012, 103 patients underwent pancreatoduodenectomy for PHC. The CT findings for both

PV/SMV and SMA invasion were evaluated separately [PV/SMV, none (score 0), unilateral narrowing (score 1), bilateral

narrowing/stenosis (score 2); SMA, none or <90° (score 0), >90° (score 3)]. The total score defined the preoperative

vascular involvement score (VI score); VI scores 0 (n=39), 1 (n=32), 2 (n=17), and >3 (n=15) were compared.

【Results】PV/SMV resection was performed in 1 (3%), 29 (91%), 16 (94%), and 13 (87%) cases of VI scores 0, 1,

2 and >3, respectively (P<0.001). No patients with VI scores >3 had margin-negative resection; pathologically curative

resection was achieved in 37 of 39 (95%), 27 of 32 (84%), and 13 of 17 (76%) patients with VI scores of 0, 1, and

2, respectively (P<0.001). The survival rate and median survival time (MST) were reduced with an increasing VI score

(MST, 40.9 months, 16.5 months, 8.9 months, and 6.3 months, respectively). Comparison of each survival curve

revealed significant differences (P<0.005), except when comparing VI scores 1 and 2 (P=0.134).

【Conclusions】Patients with VI scores 2 and >3 may not be candidates for upfront resection but can undergo

neoadjuvant treatment and sequential resection because of their shorter survival, whereas surgical resection could provide

long-term survival for patients with VI scores of 1 or less.

Short term outcome of repeated laparoscopic liver resection

外 科
Shinpei Otsuka Yuji Kaneoka Atsuyuki Maeda Yuichi Takayama
Yasuyuki Fukami Takamasa Takahashi Shunsuke Onoe Masahito Uji
Joint Congress of The 6th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association &

The 29th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

平成29年６月 横浜

【Background】Surgical outcome of repeated laparoscopic liver resection (rLLR) is not well known.

【Methods and Patients】Between April 2014 and December 2016, we performed 127 laparoscopic liver resection

(LLR). Twelve of them underwent rLLR. Patients were classified according to the tumor locations of two operations;

ipsilateral lobes (I group, n=5, S6 → S8 etc.) and contralateral lobes (C group, n=7, S8 → S3 etc.). Characteristics and

surgical outcomes of them were analyzed retrospectively.

【Result】Median age of twelve patients was 63 [36-76]. There were 9 male and 3 female, 7 hepatocellular carcinomas

and 5 metastaic cancers, 9 pure-LLR and 3 assisted-LLR. First operations of them were 10 LLR and 2 open liver

resection. Intraoperative hepatic blood exclusion (Plingle method) were used with 11 patients (92%). There was only
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one postoperative morbidity (pancreatic fistula due to combined distal pancreatectomy, Grade 3a).

Operation time was significantly shorter in C group (120min vs 310min, p=0.009). Blood loss was tend to small in

C group (50ml vs 400ml, p=0.061)

【Conclusion】rLLR was performed safely, especially in patient with tumors located contralateral lobe from first

operation.

Adverse Oncological Outcome of Surgical Site Infection
After Hepatectomy for Colorectal Liver Metastases

外 科
Fukami Yasuyuki Maeda Atsuyuki Takayama Yuichi Takahashi Takamasa
Uji Masahito Kaneoka Yuji
The 1st International conference of Surgical Infection Society Asia-Pacific

平成29年11月 東京

【Background】Postoperative complications are associated with poor overall and cancer-specific survival after resection

of various types of cancer including primary colorectal cancer. However, oncological impact of surgical site infection

(SSI) after hepatectomy for colorectal liver metastases (CLM) is unclear. The aim of this study was to investigate the

oncological impact of SSI after hepatectomy for CLM.

【Methods】Data were reviewed from 281 consecutive patients treated by curative hepatectomy for CLM between

January 1994 and December 2015. Simultaneous resection for colorectal cancer and synchronous liver metastases (n=86)

were excluded from the present study. Short- and long-term outcomes were analyzed.

【Results】Of the 281 patients who underwent hepatectomy for CLM, SSI incidences were 6.4% (n=18) and remaining

263 patients (96.3%) were Non-SSI group. Operative time was significantly longer in SSI group than in Non-SSI group

(249min vs 185min, p=0.002). The overall survival rates at 5 years following hepatectomy for CLM in SSI group was

33.3% compared to 50.7% in Non-SSI group (p=0.043). Multivariate analysis indicated that a liver tumor size >5 cm

(risk ratio: 1.70, 95% CI: 1.07 to 2.70, p=0.026), R0 resection (risk ratio: 1.97, 95% CI: 1.32 to 2.94, p=0.001) and

SSI (risk ratio: 2.04, 95% CI: 1.15 to 3.64, p=0.016) were independently associated with overall survival after

hepatectomy.

【Conclusions】SSI after hepatectomy for CLM have adverse oncological outcome.

What is the best indication of Breast Contrast-Enhanced Ultrasound?

外 科
亀 井 桂太郎
WFUMB 2017 TAIPEI

平成29年10月 台北

Recently, contrast-enhanced ultrasound (CEUS) exams using perfluorobutane have been found to provide more accurate

results than either MRI or conventional ultrasound imaging. Generally, an indication of CEUS include the following:

Differential diagnosis of malignant and benign, Decision about target and procedure of intervention, Subsequently to

second look US for MRI-detected lesions, Assessment of the spread of breast cancer, and Assessment of response to

chemotherapy. CEUS could be a potentially effective method for differential diagnosis of benign and malignant breast
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lesion. However, the best indication is unknown. CEUS which was performed after Second look US was the best

indication in our hospital. Assessment of response to chemotherapy will increase in future.

2nd look CE-US after MRI

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 宇 治 誠 人
2017 WFUMB TAIPEI

平成29年10月 台北

It is difficult to identify whether the tumor is malignant or not when the tumor having the high contrast effect in

MRI (Magnetic Resonance Imaging). 2nd look CE-US (Contrast Enhanced Ultrasound) after MRI is an effective way to

detect the nature of the tumor combined with biopsy. Though, careful scanning technique was needed for successful

MRI-ultrasound correlation, 2nd look CE-US of MRI-detected lesions was useful for decision making as part of the

diagnostic workup. To verify the efficacy of 2nd look CE-US, we reviewed our cases in the past 5 years retrospectively.

The importance of electroencephalography follow-up for premature infants.

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
谷 口 顕 信 伊 野 学 前 田 剛 志 橋 本 美 緒 本 部 和 也
The 5th congress of AAMLS Asia Association of Medical Laboratory Scientists

平成29年９月 韓国

【Background＆Objectives】Electroencephalography (EEG) examination is important for monitoring the developmental

state of the central nervous system of premature infants. In addition, monitoring the brain function of the infants,

faithfully and in real time, is a sensitive and excellent inspection method.

Here, I would like to report the findings from the EEG examination of premature infants born in our hospital.

【Methods】The sample consisted of 78 infants (38 boys and 40 girls). The gestational age (GA) ranged from 23

weeks 0 days to 31 weeks 4 days, (average GA, 26 weeks 1 day ± 2 weeks 1 day). Body weight ranged from 342 g

to 1288 g (average, 739 g ± 188 g). EEG examination was performed first, a few days after birth. Subsequently, it

was performed every 2 weeks until GA 32 weeks, and every 4 weeks until GA 40 weeks.

【Results】The EEG waveform results may be classified in one of four types. They were normal from birth in 33 infants,

and remained normal. They followed a course of normal→abnormal→normal in 27 infants, of normal→abnormalin

14 infants, and abnormal→normal in 3 infants. Finally, they remained abnormal from birth in 1 infant. In most cases,

the waveform was premature and abnormal for the number of weeks.

【Conclusions】Normally, EEG at 40 weeks is performed in premature infants. However, based on the results of this

study, abnormality may present in the intervening interval from birth to 40 weeks, and hence EEG follow-up of

premature infants is important.

－ 536 －



Potential therapeutic system for Alzheimer’s disease by removal of blood
Aβ; Effects of blood purification period on Aβ removal efficiencies in
hemodialysis patients

臨床工学技術科
森 川 宏 志

藤田保健衛生大学/大学院
川 口 和 紀 坂 田 美 和 北 口 暢 哉 長谷川みどり 湯澤由紀夫

糖尿病腎臓内科
大 橋 徳 巳 傍 島 裕 司

東京女子医科大学 臨床工学科
峰島三千男

豊水会 みずのクリニック
富 澤 寛 水 野 雅 夫

研信会 知立クリニック
鈴 木 信 夫
Alzheimer’s Association International Conference 2017

平成29年７月 ロンドン

【Background】Rapid removal of Aβ from the blood by an extra-corporeal system may act as peripheral sink from the

brain. We have reported that hemodialyzers can remove Aβs effectively, which triggered large Aβ influx into the

blood, and that Aβ deposition in the brain of hemodialysis patients was significantly lower than age-matched controls.

In this study, we investigated the effects of blood purification period on Aβ removal efficiency in hemodialysis

patients.

【Methods】This study was approved by the institutional review boards of Fujita Health University and Ogaki Municipal

Hospital. The subjects were 1) 13 patients who received 4 hour hemodialysis (HD-4hr), 2) 5 patients of 5 hour HD

(HD-5hr), and 3) 3 patients of 8 hour HD (HD-8hr), (totally, 9 males and 12 females; age, 67.5±8.1 yo; duration of

dialysis, 17.8±9.7 y, all were non-diabetic).

【Results】The removal efficiencies of blood Aβs at pre/post hemodialyzers at the end of each sessions were HD-4hr;

57±15% and 47±16% for Aβ1-40 and Aβ1-42, respectively, HD-5hr; 64±10% and 51±15%, HD-8hr; 66±4% and

55±5%. The reduction rates of blood Aβs concentrations in the whole body circulation were HD-4hr; 52±15% and

44±14% for Aβ1-40 and Aβ1-42, respectively, HD-5hr; 61±9% and 53±8%, HD-8hr; 70±1% and 62±4%. The

longer period of blood Aβ removal showed the higher Aβs reduction rates (p<0.01). The total amounts of Aβs

influxes into the blood from certain organs/tissues during hemodialysis sessions were larger in the longer time of blood

Aβ removal. However, the rates of Aβs influxes decreased after 5 hour dialysis period.

【Conclusions】High Aβs removal efficiencies were maintained during 8 hour hemodialysis period. The hemodialyzers

of appropriate materials have enough capacity of Aβs removal of the body. Although the longer period of blood

Aβ removal led to the higher Aβs removal efficiencies at pre/post of dialyzers and the higher Aβs reduction rates

of whole body circulation, there may be optimum periods, 5 hour or so, for the largest Aβs influx rates into the

blood. Therefore, Extra-corporeal Blood Aβ Removal System (E-BERS) may be potential therapeutic systems for

Alzheimer's Disease.

【Acknowledgment】This work was partly supported by KAKENHI (26282126), Smoking Research Foundation and

Aichi Kidney Foundation.
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2型糖尿病患者に対するビルダグリプチン/
メトホルミン配合錠HDの有効性の検討

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60回日本糖尿病学会年次学術集会

平成29年５月 名古屋

【目的】2 型糖尿病に対してビルダグリプチン/メト

ホルミン配合錠HD (V/M) の有効性について検討

【方法】V/Mの投与を開始し, 12週以上観察できた

253名が対象. DPP-4阻害薬の種類, メトホルミン投

与量別にHbA1c及びBMIの変化について比較検討.

【結果】62.3±11.8歳, 女性85名, HbA1c 8.0±1.4%,

BMI 25.5±4.3kg/m2であった. HbA1cは12週後7.2±1.1

% (p＜0.001) まで改善, BMIは25.7±4.1kg/m2 (p=

0.385) と有意な変化は認めず. ビルダグリプチンを

除いたDPP-4阻害薬維持量とメトホルミン1000mg,

500mg併用からV/M2錠, 1錠へそれぞれ変更すると,

HbA1c値は7.9±1.4%から7.2±1.0% (p＜0.001, n=48),

6.9±1.3%から6.7±1.0% (p=0.102, n=20) と改善.

【総括】V/Mへの変更は血糖コントロール改善が期待

でき, 同効薬からの変更でもその効果が発揮されるた

め, 服薬アドヒアランス向上が関与した可能性が考え

られた.

グラルギンU300の有効性および安全性
の検討

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60回日本糖尿病学会年次学術集会

平成29年５月 名古屋

【目的】グラルギンU300 (U300) の有効性, 安全性

を検討.

【方法】グラルギンU100 (U100) からU300へ同単位

で変更, 4週以上観察し得た93例. 変更時, 4週後の

BMI, 空腹時血糖値, その標準偏差, HbA1cを比較.

HbA1cの差をΔA1cとし, 注射時間, 血中・尿中

Cペプチドと検討. 低血糖頻度は変更前後で比較.

【結果】年齢66.4±1.2歳, 罹病期間21.2±1.0年, BMI

24.7±0.4 kg/m2, HbA1c 7.5±0.1%, 空腹時血糖145.8

±3.9mg/dL, 標準偏差29.7±2.0mg/dLであった. BMI,

空腹時血糖, 標準偏差は24.8±0.4kg/m2, 145.7±4.0

mg/dL, 31.4±1.9mg/dLと変化なし (p=0.4700, 0.6752,

0.5419). HbA1cは7.7±0.1%と有意に上昇 (p=0.0282).

ΔA1cと注射時間, 血中・尿中Cペプチドとの関係は

認めず, 低血糖の頻度も変化なし.

【総括】U300への変更でHbA1cは有意に上昇した.

学術集会で観察期間を延長し, より多い症例数で発表

予定.

ほぼ同時期に発症した自己免疫性1型
糖尿病の親子例

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 島内理紗､ 川口頌平
西堀暢浩､ 河島聖仁､ 押谷 創
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島 裕司
第91回日本糖尿病学会中部地方会

平成29年10月 金沢

症例 1 (子) ：16 歳男性, X 年 11 月頃から口渇,

多飲多尿を自覚. 近医で随時血糖 352 mg/dL を指摘,

当院へ紹介され HbA1c 10.1 ％, 尿ケトン (＋) を

認め入院. 抗 GAD 抗体 78.1 IU/mL と陽性, 血中

CPR1.0 ng/mL, 蓄尿中 CPR 41.4 μ g/day とインス

リン分泌能は残存. 年齢, 発症様式から 1 型糖尿病

と診断, インスリン導入し CSII へ移行. 症例 2 (父)

：36 歳男性, X 年 12 月長男の 1 型糖尿病発症を

機に当科受診, 随時血糖 111 mg/dL, HbA1c 6.2 ％,

抗 GAD 抗体陰性であった. 翌年 3 月から口渇, 体

重減少を自覚し近医受診. 随時血糖 286mg/dL, HbA1c

11.5 ％, 尿ケトン (2＋) を認め紹介. 抗 GAD 抗

体12.5 IU/mL と上昇, グルカゴン負荷試験 CPR 0.1―

0.1 ng/mL でありインスリン依存状態の 1 型糖尿病

と診断し, 強化インスリン療法開始. 比較的同時期に
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発症した 1 型糖尿病の 1 家系例であり, 各々の症例

の特徴と血清学的及び遺伝学的考察を含め報告する.

CA19-9の異常高値を呈した血糖コントロール
不良の2型糖尿病の1例

糖尿病腎臓内科
川口頌平､ 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91回日本糖尿病学会中部地方会

平成29年10月 金沢

症例は 67 歳男性. 55 歳時に 2 型糖尿病と診断さ

れ, 以後近医にて通院加療されていた. 経口薬にて

HbA1c6 ％台で推移していたが, 1年前から明らかな

誘因なく HbA1c 8―10 ％台へ上昇し, X 年 3 月には HbA1c

14 ％となったために同年 4 月に当科紹介され, 入院

となった. 入院時の HbA1c 15.8 ％, CA19-9 3695

U/mL と異常高値であり, 悪性腫瘍を疑い体幹部造影

CT および上部下部消化管内視鏡を施行したが, 病変

は指摘できなかった. 糖尿病に対しては, 強化インス

リン療法を導入し, 各食前血糖値 110―140 mg/dL

前後まで改善し退院となった. 退院 2 か月後には

HbA1c 8.5 ％まで改善し, CA19-9 は 145 U/mL と

低下を認めた.

【考察】本症例の CA19-9 上昇は重度の糖代謝失調

が原因と考えられた. 非担癌糖尿病患者において

CA19-9 高値となることは報告されているが, 本症例

のような著明高値例の報告は比較的少なく, 文献的考

察を含め報告する.

胃全摘後の食後高血糖に対する α GI
の効果を CGM で確認し得た1例

糖尿病腎臓内科
島内理紗､ 川口頌平､ 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91回日本糖尿病学会中部地方会

平成29年10月 金沢

症例は 73 歳男性. 51 歳時, 胃癌に対して胃全摘術・

胆嚢摘出術・膵部分切除術を施行. 52 歳で糖尿病を

指摘されインスリン治療開始. グラルギン投与と経口

薬で加療されていたが HbA1c 10.8 ％と血糖コント

ロール不良のため入院. グラルギン朝 14 単位, シタ

グリプチン 100 mg, ミチグリニド 30 mg/ボグリボー

ス 0.6 mg 投与下で血糖高値を認めたため第 4 病日

から強化インスリン療法とシタグリプチン 100 mg

に変更. 第 5 病日から CGM で血糖推移を確認した

ところ, 食直後の高血糖とそれに続く低血糖を認めた

ため第11 病日よりミグリトール 150 mg を追加. 食

後高血糖の著明な是正を CGM で確認. 胃全摘術後

にみられる食後血糖の著しい動揺性に対しグリニド薬,

DPP-4 阻害薬および超速効型インスリンが有効とさ

れているが, 本症例では α グルコシダーゼ阻害薬の

追加によりCGM で著明な是正を確認できた症例であ

り報告する.

前立腺癌から分化した小細胞癌による
高コルチゾール血症の1例

糖尿病腎臓内科
川口頌平､ 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､ 水越俊博

泌尿器科
加藤成一
第27回臨床内分泌Update

平成29年11月 神戸

72歳男性､ 2013年9月に検診でPSA 4.73ng/mLを指摘

され､ 当院泌尿器科へ受診した｡ 前立腺生検でGleason

score 4+3の腺癌と診断され､ 同時に被膜外浸潤､ 多

発骨転移を認めた｡ 内分泌療法が開始され､ PSAは感

度以下へ改善し､ 骨転移は著変なく3年間が経過した｡

2017年3月より背部と下肢に疼痛が出現し､ 精査の結

果原発巣増大及び膀胱・精嚢・直腸への浸潤､ 新規骨

転移､ 多発肺・肝転移を認めた｡ 同時期より下腿浮腫

と治療抵抗性の低K血症 (K 2.7mEq/L) も認めたため

当科へ紹介となった｡ proGRP 179.6pg/mL､ NSE 707.2

ng/mLと小細胞癌特異的マーカー上昇､ 及びACTH321.2

pg/mL､ コルチゾール 59.1μg/dLとACTH依存性の高

－ 539 －



コルチゾール血症を認め､ 内分泌学的精査を開始した｡

下垂体MRIでは異常所見を認めず､ ソマトスタチン受

容体シンチグラフィーでは腸骨転移部に集積を認めた｡

前立腺再生検を施行､ 免疫染色で小細胞癌及びACTH

陽性であり､ ACTH産生前立腺小細胞癌と診断した｡

高コルチゾール血症是正目的でメチラポンを開始し､

1日2000mgまで漸増したところ､ コルチゾール 15.2

μg/dLまで改善し､ 浮腫及び低K血症も軽快した｡

2013年の標本では小細胞癌認められず､ ACTHも陰性

であり､ 内分泌療法中に腺癌が神経内分泌変化を起こ

し､ ACTH産生能を獲得したと推察される｡ 高コルチ

ゾール血症を随伴する前立腺小細胞癌の報告は散見さ

れており､ 本症例における臨床的特徴と文献的考察を

含め報告する｡

減量手術を施行した肥満2型糖尿病の2症例

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 西堀暢浩､ 島内理紗
川口頌平､ 河島聖仁､ 押谷 創
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第66回岐阜県内科医会講演会

平成29年11月 大垣

当院で肥満手術を施行した2例

糖尿病腎臓内科
藤 谷 淳
糖尿病アカデミー2018

平成30年１月 大垣

維持透析を免れたTAFRO症候群の1例

糖尿病腎臓内科
西堀暢浩､ 島内理紗､ 川口頌平
河島聖仁､ 押谷 創､ 藤谷 淳
柴田大河､ 大橋徳巳､ 傍島裕司
第61回岐阜腎臓セミナー

平成30年２月 岐阜

[シンポジウム]

糖尿病地域連携診療と腎症進展予防の
こころみ

糖尿病腎臓内科
柴田大河､ 傍島裕司
第60回日本糖尿病学会年次学術集会

平成29年５月 名古屋

【目的】当院を基幹病院とした岐阜県西濃地域の地域

連携型診療は2001年から開始され2008年から地域連携

パスとして整備されてきた. パスの目的は, ①治療中

断の防止, ②良好なコントロールの維持, ③合併症の

早期発見と適切な処置である. 腎症については年1回

蓄尿検査で病態評価を行っており, 連携開始10年間の

経過で患者の24％に腎症悪化, 9％に一時的な悪化が

観察されたが必ずしも十分な対応がなされていなかっ

た. 当院では2012年に糖尿病透析予防指導を開始し,

連携患者にも当院受診時に指導を行うようになった.

今回は, 地域連携パスに透析予防指導を組み入れるこ

とによる腎症進展予防の効果について検討した.

【対象と方法】2期以上の腎症を有する地域連携パス

患者で同意を得られた52名 (連携群) に年2回の当院

受診時に透析予防指導を実施した. 指導のコントロー

ル目標として, 体重 (標準体重), HbA1c (＜7％),

血圧 (＜130/80 mmHg), LDL-C (＜100mg/dl), 塩分

摂取量 (＜6g/day), 蛋白摂取量 (3期以上で0.8g/kg体

重) を設定し生活習慣指導を行い, 尿アルブミン,

eGFRの経過を観察した. 塩分および蛋白摂取量は蓄

尿検査で評価した. 薬物の変更・追加は, かかりつけ

医に情報提供し処方の判断を委ねた. 同時期に透析予

防指導を行った当院通院患者43名 (病院群, 指導間隔

は平均1.4か月) と比較した.

【結果】両群の臨床的背景の比較では, 連携群でイン

スリン治療率が低く (12％ vs 61％), 観察期間は連

携群14.7か月, 病院群17.8か月であった. 透析予防指

導前後で, 連携群では, 収縮期血圧 (140±22→135±

17mmHg), LDL-C (107±28→95±24mg/dl), 塩分摂

取量 (13.3±4.6→11.7±3.5g/日) で有意の改善を認め

た. 病院群では, HbA1c (7.5±1.3→7.1±0.9％), 収

縮期血圧 (138±18→131±19mmHg), LDL-C (106±

29→93±21mg/dl), 塩分摂取量 (11.4±4.2→9.4±3.4g/

日) で有意の改善を認めた. 塩分摂取量と収縮期機血
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圧の目標達成率は病院群に比べ連携群で有意に低かっ

た. 尿アルブミンは病院群で改善傾向 (845±230mg/

day→574±132mg/day, P=0.058) を認め, eGFRは両

群とも有意に低下した (連携群67±20→64±22, 病院

群55±23→49±21ml/min).

【結論】腎症を有する糖尿病患者の地域連携パスに透

析予防指導を組み入れることにより, 腎症進展リスク

因子の一部を改善することができたが, 病院群に比べ

不十分な部分もあり尿アルブミンの改善も明らかでは

なかった. 地域連携型診療においても腎症の重症化予

防は重要な課題であり, さらに長期の継続指導の効果

を検証する必要がある. 今後はかかりつけ医とのより

緊密な情報交換と腎症治療についての意思統一により

さらなる改善につなげていきたい.

急性大動脈解離に合併した脳梗塞6例の検討

神経内科
山下史匡､ 堀 紀生､ 三輪 茂
第43回日本脳卒中学会学術集会

平成30年３月 福岡

NASH診断におけるサイトケラチン18断片を
含めた新しいスコアリングシステムの有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓

高知大学医学部消化器内科
西原利治
第103回日本消化器病学会総会

平成29年４月 東京

【目的】NAFLDにおいてNASHとNAFLの鑑別は病理

診断で行われるが, 肝生検は侵襲的で繰り返して行う

ことが難しく, サンプリングエラーの問題もある. 今

回, NASH診断に有用なマーカーを検討し, その組み

合わせからスコアリングシステムを確立した.

【方法】対象は当院および高知大学で肝生検が施行さ

れたNAFLD 170例(NASH 130例/NAFL 40例)である.

性別(男性/女性)は79/91例, 年齢中央値は54.5歳であっ

た. Matteoni分類(1/2/3/4)(%)は21(12.4)/19(11.2)/12(7.1)/

118(69.4)であった. さらにNAFICスコア (0/1/2/3/4)(%)

は40(27.8)/50(34.7)/29(20.1)/12(8.3)/13(9.0) であった.

これらの症例の臨床データからNASHとNAFLの鑑別

として有意差が認められた項目を選択し, カットオフ

値を決定後, 新たなスコアリングシステムを確立し,

NASHの診断能を検討した. さらにNAFICスコアとの

比較も行った.

【結果】(1)NASHとNAFL間で有意差が認められた項

目(ROC解析によるカットオフ値)は, 年齢(51歳), BMI

(27.1kg/m2), AST (40IU/L), ALT (79IU/L), Alb (4.5

g/dl), Hb (14.7g/dl), CK-18断片(278U/L)およびFIB-4

index (1.46)であった(NAFICスコアの項目を除く). (2)

これらの項目のうち, 多重ロジスティック解析では

CK-18断片(オッズ比4.460, 95%CI 1.420―14.000, p=

0.010)とFIB-4 index (オッズ比7.540, 95%CI 1.930―

29.500, p=0.004)が鑑別に有用な独立した因子として

認められた. なおCK-18断片とFIB-4 indexの相関係数

はr=0.25であった. (4)CK-18断片とFIB-4 indexのそれ

ぞれのカットオフから0/1点とスコアをつけ, その合

計点を算出したところ, 0/1/2点の順にNASHでは14/

59/55例, NAFLでは25/13/2例であった. 合計スコアの

NASH診断に対するROC解析では, AUCが0.816 (95%

CI 0.747-0.885)で, カットオフを1点としたとき, 感

度89.1%, 特異度62.5%であった. (5)NAFICスコアの

AUCは0.700 (95%CI 0.617-0.782)であり, 有意に新ス

コアのAUCが高値であった(p=0.0437). なおAICは新

スコア142.25, NAFICスコア148.88であった.

【結論】CK-18断片とFIB-4 indexを用いた新スコアは,

NASH診断の感度が約90%, 特異度が約60%であった.

すなわち多くのNAFLDの中から精査の必要なNASH

の拾い上げに有用であると考えられた.
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Efficacy and safety of glecaprevir/
pibrentasvir in Japanese patients
with chronic GT2 hepatitis C virus
infection with and without cirrhosis.

消化器内科
豊 田 秀 徳
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

インターフェロン・フリー時代における
治療早期のウイルス動態の測定の意義と
Response-guided therapyの可能性

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53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

高齢者肝癌治療における肝切除の
インパクト

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第53回日本肝癌研究会

平成29年７月 東京

【目的】わが国において高齢化率の増加は著しく, 肝

癌においても例外ではない. 実際, 日常診療において

も75歳以上で初発の高齢肝癌症例を多く経験する. 今

回, 当院で経験した高齢発症の肝癌症例に対して特に

肝切除のインパクトについて検討した.

【対象】1966年から2016年の50年間に当院で経験した

肝癌2820例中, 75歳以上で初発の高齢肝癌602例を対

象とした. 年齢中央値は78歳, 男性384例/女性218例

で, PS(0/1/2/3以上)は466/76/40/20例であった. 背景肝

(B/C/B+C/NBNC)は31/393/1/177例, ALBI grade (1/2/3)

は174/345/75例, 肝癌のStage (1/2/3/4a/4b)は136/211/

133/103/16例であった.

【結果】(1)非超高齢者(85歳未満)/超高齢者は556例/46

例であった. (2)年代別(1979年以前・1980年代・1990

年代・2000年代・2010年代)別に75歳以上の高齢者全

体に対して超高齢者の占める割合は0%/6.1%/10.4%/

7.0%/8.1%であった. (3)初回治療(肝切除/経皮的治療/

TAE/他/なし)は非超高齢者/超高齢者の順に134/129/

142/18/133例と1/9/11/0/25例であった(p<0.001). (4)全

生存率の検討では生存期間中央値は2.6/1.9年であった

(p=0.067). (5)死因に関しては肝関連死/非肝関連死の

順に280/34例と23/3例とであった. (6)競合リスク法で

肝関連死と非肝関連死に関して非超高齢者・超高齢者

にわけて検討したが, いずれも有意差は認められなかっ

た. 続いて治療例(非超高齢者423例, 超高齢者21例)

の検討では, (7) 全生存率の検討では生存期間中央値

は3.5/5.1年であった(p=0.279). (8)超高齢有無, 性別,

PS, ALBI grade, 肝癌Stage, 初回治療(切除/非切除)

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, ALBI grade2・3 (HR:1.018, 95%CI：

1.004-1.033, p=0.013), Stage (3・4) (HR:1.045,

95%CI：1.032-1.059, p<0.001), 性別(男性) (HR:1.441,

95%CI：1.078-1.925, p=0.014), および初回治療(切除)

( HR:0.713, 95%CI：0.510-0.995, p=0.047)がそれぞ

れ生存に関与する有意な因子として選択された. 逆に

超高齢者有無は選択されなかった. なお肝切除例/非

切除例別に生存期間中央値は6.7/3.1年であった(p=

0.001).

【結論】75歳以上の高齢者であっても肝予備能や肝癌

の進行度を十分考慮しつつ, 可能であれば肝切除を行

うことにより予後の延長が期待できる.

高齢者肝癌治療における肝切除の
インパクト

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史
第53回日本肝癌研究会

平成29年７月 東京

【目的】わが国において高齢化率の増加は著しく, 肝

癌においても例外ではない. 実際, 日常診療において
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も75歳以上で初発の高齢肝癌症例を多く経験する. 今

回, 当院で経験した高齢発症の肝癌症例に対して特に

肝切除のインパクトについて検討した.

【対象】1966年から2016年の50年間に当院で経験した

肝癌2820例中, 75歳以上で初発の高齢肝癌602例を対

象とした. 年齢中央値は78歳, 男性384例/女性218例

で, PS(0/1/2/3以上)は466/76/40/20例であった. 背景肝

(B/C/B+C/NBNC)は31/393/1/177例, ALBI grade (1/2/3)

は174/345/75例, 肝癌のStage (1/2/3/4a/4b)は136/211/

133/103/16例であった.

【結果】(1)非超高齢者(85歳未満)/超高齢者は556例/46

例であった. (2)年代別(1979年以前・1980年代・1990

年代・2000年代・2010年代)別に75歳以上の高齢者全

体に対して超高齢者の占める割合は0%/6.1%/10.4%/

7.0%/8.1%であった. (3)初回治療(肝切除/経皮的治療/

TAE/他/なし)は非超高齢者/超高齢者の順に134/129/

142/18/133例と1/9/11/0/25例であった(p<0.001). (4)全

生存率の検討では生存期間中央値は2.6/1.9年であった

(p=0.067). (5)死因に関しては肝関連死/非肝関連死の

順に280/34例と23/3例とであった. (6)競合リスク法で

肝関連死と非肝関連死に関して非超高齢者・超高齢者

にわけて検討したが, いずれも有意差は認められなかっ

た. 続いて治療例(非超高齢者423例, 超高齢者21例)

の検討では, (7) 全生存率の検討では生存期間中央値

は3.5/5.1年であった(p=0.279). (8)超高齢有無, 性別,

PS, ALBI grade, 肝癌Stage, 初回治療(切除/非切除)

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, ALBI grade2・3 (HR:1.018, 95%CI：

1.004-1.033, p=0.013), Stage (3・4) (HR:1.045,

95%CI：1.032-1.059, p<0.001), 性別(男性) (HR:1.441,

95%CI：1.078-1.925, p=0.014), および初回治療(切除)

( HR:0.713, 95%CI：0.510-0.995, p=0.047)がそれぞ

れ生存に関与する有意な因子として選択された. 逆に

超高齢者有無は選択されなかった. なお肝切除例/非

切除例別に生存期間中央値は6.7/3.1年であった(p=

0.001).

【結論】75歳以上の高齢者であっても肝予備能や肝癌

の進行度を十分考慮しつつ, 可能であれば肝切除を行

うことにより予後の延長が期待できる.

当院における膵腫瘍に対するEUS-FNA
の実際と迅速細胞診の併用の有用性に
ついて

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 水野和幸､ 東堀 諒
三宅 望

放射線科
曽根康博
第48回日本膵臓学会大会

平成29年７月 京都

【目的】超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法 (EUS-FNA)

はその高い診断能や安全性の高さのため急速に普及し､

特に早期発見､ 診断が重要である進行性膵悪性疾患の

病理学的診断において重要な役割を果たしている｡ ま

た近年では診断率の向上や穿刺回数の減少のために迅

速細胞診 (ROSE) の併用の有用性についての報告が

多くされている｡ 今回我々は当院における膵腫瘤に対

するEUS-FNAの実際､ 診断能についての検討と､

-ROSE併用による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2016年2月までは全例にROSE

を併用し､ 膵管癌が画像上疑われる50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
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て正診率はROSE 92.0% (46/50)､ 組織診 76.0% (38/

50)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｡

C型肝炎患者はSVRにより肝硬度だけで
なく肝内脂肪含有率の低下も認められる
―MRIによる検討―

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳

診療検査科 (画像)
小川定信
第８回びまん性肝疾患の画像研究会

平成29年７月 東京

【目的】C型肝炎ウイルスの持続感染は肝線維化進行

だけでなく脂質代謝異常にも大きく関連している. 今

回, 経口抗ウイルス薬 (DAA)治療前後においてMRI

による肝硬度および肝内脂肪含有率の変化を比較・検

討した.

【方法】対象は2015年4月̃2016年6月に当院にてDAA

治療を受けたC型慢性肝疾患患者で, (1)治療前・

SVR24時でMRI (IDEAL-IQ法による脂肪測定 (proton

density fat fraction (PDFF)およびElastograpy) (GE社製

のDiscovery MR750W)を施行, (2)12週のDAAレジメ

ン, (3) SVR24達成, (4) 肝細胞癌の既往および観察

中に発症なし, を満たした198例である. 年齢は72.0

(64.0―77.8)歳で, 男性/女性は83/115例であった. こ

れらの症例の治療前後における血液データおよび

MREとPDFFの比較を行った. なお脂肪肝のGradeは既

報 (Imajo, Gastroenterology, 2016)に基づき, Grade

(カットオフ値；Grade 1以上：5.2%, Grade 2以上：

11.3%, Grade 3：17.1%)に分類した. 連続変数は中央

値 (四分範囲)で示し, 治療前後の連続変数の変化は

Wilcoxon 順位符号順位和検定を使用した.

【成績】(1) 治療前後においてT-bilおよびChEを除く

AST, ALT, Alb, GGTP, T-cho, 血小板で有意な変

化が認められた. (2) 治療前後のPDFFは 2.40 (1.70

―3.40)と1.90 (1.30―2.80)% (p<0.001), MREは3.10

(2.70―4.18) と2.80 (2.40―3.77) kPa (p＜0.001)で, そ

れぞれ有意な低下が認められた. 治療前後のPDFFに

関するサブグループ解析では, (3) FIB-4 index≦3.25

例 (n=118)では 2.30 (1.60―3.40)と1.90 (1.30―2.80)

% (p=0.001), ＞3.25例 (n=80)では 2.55 (1.80―3.75)

と1.95 (1.20―2.80) % (p＜0.001), と肝線維化程度に

関係なくPDFFの有意な低下が認められた. (4)ALBI

grade 1例 (n=172)では2.40 (1.67―3.40)と1.90 (1.30―

2.70) % (p＜0.001), とPDFFの有意な低下が認められ

たが, grade 2および3 (n=26)では2.50 (1.90―3.90)と

2.45 (1.25―3.22) % (p=0.089), と有意差は認められ

なかった. (5)PDFF≧5.2% (いわゆる脂肪肝症例)は28

例であり, 治療前後の脂肪肝のGrade (0/1/2/3)は0/26/2

/0と19/8/1/0例であり(p＜0.001), 治療後67.9% (19/28)

に脂肪肝が認められなくなった.

【結語】DAA治療によるHCV駆除により血液データ

や肝硬度の改善だけでなく, 肝内脂肪含有率の改善も

認められ, 脂肪肝例のみの検討では約3分の2の症例で

脂肪肝の消失が認められた.

インターフェロン・フリー治療前後での
EOB-MRIによる非濃染結節の変化と
SVR後肝発癌

消化器内科
豊 田 秀 徳
第４回みなとまちフォーラム

平成29年８月 東京

胆管内乳頭状腺癌に対して外科的治療
を行った1例

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 桐山勢生
谷川 誠､ 久永康宏､ 豊田秀徳
金森 明､ 多田俊史､ 北畠秀介
山 剛基､ 水野和幸､ 東堀 諒
三宅 望

放射線科
曽根康博

－ 544 －



第53回日本胆道学会学術集会

平成29年９月 山形

【症例】78歳男性.

【主訴】肝腫瘍精査.

【現病歴】45歳時から慢性C型肝炎として当科に通院

され､ 62歳時にインターフェロン治療によりSVR

(Sustained Virological Responce)となり定期的フォロー

を行っていたところ､ 腹部超音波検査にて元々指摘さ

れていた肝S4のの嚢胞内に新たな結節を認め精査の

方針となった.

【既往歴】心房細動.

【身体所見】特記事項なし.

【血液検査所見】肝機能, 腫瘍まーか含め特記事項なし.

【画像所見】腹部超音波検査では肝S4に14×14mmの

嚢胞内に11×7mmの高エコー結節を認め, 同結節内

にDoppler上血流は確認できなかった. 腹部超音波検

査では嚢胞内の結節の一部分が動脈相にて染影され後

血管相では欠損像を呈した. 腹部ダイナミック造影

CT検査では, 肝S4に27×24mm大の嚢胞性病変を認め,

内部は早期から不均一に染まり, 後血管相では肝実質

より低吸収を呈した. MRIでは同部位はT1強調像にて

軽度高信号を呈し粘液成分の含有が示唆され, また嚢

胞内部に乳頭状の低信号域を認め同部分は核散強調像

にて軽度高信号を呈した. MRCPでは胆管との交通は

定かではなかった. ERCPでも明らかな胆管との交通

は認めず, IDUSにてB4の嚢胞, 腫瘍が観察されたが

胆管内に明らかな腫瘍は認めなかった.

【臨床経過】各種検査から胆管内乳頭粘液産生腫瘍

(Intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile

duct)の疑いとして外科的治療を行う方針となり当院

外科にて肝拡大左葉尾状葉切除術, 肝外胆管切除再建

を行った. 病理結果では嚢胞内の結節部分は粘液を有

する高円柱細胞が乳頭状に増殖しており, 一部細胞異

型もみられIPNBに準じた乳頭状腺癌の診断となりそ

の後現在まで再発なく経過している.

【考察】IPNBは膵管内乳頭粘液産生腫瘍(Intraductal

papillary mucinous neoplasm of the pancreas)に類似し

た形態をもつ胆管病変として近年提唱された疾患概念

であり, 左葉に発生する頻度が高くUS, CT, MRIで

診断可能とされているがいまだ報告例が少なくその臨

床的な特徴などについて十分なコンセンサスがえられ

ていない. 今回IPNB由来の乳頭状腺癌の一例を経験

したため若干の文献的考察を加えて報告する.

インターフェロン・フリー治療における
血中HCV RNAの消失時期と治療効果
との関係：多施設共同研究

消化器内科
豊田秀徳､ 多田俊史､ 熊田 卓
第21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

胆管結石治療例における長期成績と生命
予後～内視鏡的乳頭大口径バルーン
拡張術 (EPLBD) と比較して

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
佐久間理香
第21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

【目的】胆管結石は高齢者に多くみられ､ 結石や解剖

学的条件によって治療に難渋する例も少なくない｡ ま

た複数回の治療が負担になる事も多く近年では症例に

より内視鏡的乳頭切開術 (ES) や内視鏡的乳頭バルー

ン拡張術 (EP)に加え､ EPLBDを用い胆管結石の治療

を行うことが普及してきた｡ 一方で胆管結石患者の生

命予後の報告は少ない｡ 今回我々はEPLBDを含めた

胆管結石の治療成績と生命予後に関して検討を行った｡

【対象､ 方法】胆管結石に対し内視鏡治療を施行した

初回入院時死亡例を含む1825例 (ES:1510例､ EP:264

例､ EPLBD：51例) を対象とし長期成績を後方視的に

検討した｡ 胆嚢の状態に応じて截石後胆摘例(A)､ 胆

摘後(B)､ 無石胆嚢例(C)､ 胆嚢結石放置例(D)の4群に

分類した｡ 膵胆道系障害の発生はKaplan-Meier 法に

よる生存曲線を用いて評価し､ 症例の背景が異なる

EPLBD群に関してはpropensity scoreにより､ 年齢､ 性､

結石径､ 胆管径､ 憩室の有無､ 胆嚢の状態､ の各共変

量をマッチさせ検討を行った｡ 生命予後に関しては厚

生労働省の第22回生命表を用い､ 年齢と性を調整し比

較検討を行った｡
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【成績】平均観察期間は1555日で膵胆道系障害の発生

が全体で277例 (15.2％) みられた｡ 3年の累積発生率

はEP：9.8%､ ES：13.0％､ EPLBD：42.9%で各群間に

有意差がみられた ( log rank test; p＜0.05)｡ 乳頭

切開を施行した1561例(ES+EPLBD群)を対象として

propensity scoreを用い共変量をマッチさせたところ､

各々49例が選択され膵胆道障害の累積発生率には有意

差を認めなかった (log rank test; p＝0.424)｡ 生命予

後に関しては203例の死亡が確認され､ 死因は悪性新

生物で55例 (27%)で最多､ 胆管炎は3例(1.5％) のみで

あった｡ 生命表との比較では高齢者ほど胆管結石治療

群で死亡率が減少していた｡

【結論】EPLBDの累積再発率は高値であったが条件

を調整した比較検討では有意差を認めなかった｡ 胆管

炎による死因は少なく､ 治療群における致死率は0.16

％であった｡

80歳以上のC型肝炎ウイルスキャリア
における死因と肝発癌の検討

消化器内科
水野和幸､ 多田俊史､ 熊田 卓
豊田秀徳
第21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

【目的】DAAsにより高齢者のHCVキャリアにおいて

も安全にウイルス駆除が可能との報告が見られる｡ 今

回我々は抗ウイルス療法を行わなかったHCVキャリ

アで80歳以降の予後・死因・肝発癌を検討した｡

【方法】対象は80歳の前後1年以内に血液検査を受け､

その時点で肝発癌の無い453例とした｡ 観察期間中に

DAAs内服を開始した場合は内服開始時点で観察打ち

切りとした｡ 男性は215例､ ALBI gradeは1/2/3が297

例/142例/4例､ FIB-4 index 3.25以上/未満が238例/215

例であり､ 観察期間中央値は4.5年であった｡

【成績】3年､ 6年､ 10年生存率は86.5%､ 70.6%､ 45.5

%で生存期間中央値は9.4年であった｡ ALBI grade 1/2

以上の3年､ 6年生存率は92.9%/74.2%､ 76.6%/59.6%と

ALBI grade 1が有意に長期生存した(p＜0.001)｡ FIB-

4 index 3.25未満/以上の症例で3年､ 6年生存率は89.6

%/83.7%､ 79.7%/62.8%とFIB-4 index 3.25未満が有意

に長期生存した(p＝0.001)｡ 死因では肝癌死26例

(20.6％) 肝癌以外の肝関連死を11例(8.7%)､ 非肝関連

死を89例(70.6%)に認め､ 性別､ ALBI grade､ Fib-4

indexを因子とし多変量解析を行ったところ肝癌死は

Fib-4 index3.25以上がハザード比20.1(p=0.003)､ 肝癌

以外の肝関連死はALBI grade2以上がハザード比7.65

(p=0.008)､ 非肝関連死はALBI grade2以上､ 男性がハ

ザード比1.56(p=0.044)､ 1.93(p=0.003)が有意な因子と

して抽出された｡ 3年､ 6年､ 9年累積肝発癌率は15.1

%､ 25.3%､ 35.3%であった｡ FIB-4 index 3.25未満/以

上の3年､ 6年累積肝発癌率は6.5%/22.2%､ 7.7%/39.7%

とFIB-4 index 3.25以上が有意に高率に発癌した(p＜

0.001)｡ 肝発癌について性別､ ALBI grade､ Fib-4

indexを因子とし多変量解析を行ったところFib-4 index

3.25以上のみがハザード比5.25(p＜0.001)と有意な因子

として抽出された｡

【結論】ALBI gradeは肝予備能､ Fib-4 indexは肝線維

化を反映しているとされ､ 高齢C型肝炎キャリアにお

いて肝線維化は肝発癌､ 肝癌死において､ 肝予備能は

肝癌以外の肝関連死､ 非肝関連死に影響していた｡

C型肝炎に対するDAAs投与SVR例の
肝機能・線維化の推移

消化器内科
三宅 望､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
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､ 水野和幸､ 東堀 諒
犬飼庸介､ 竹田 尭
第21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

【目的】C型肝炎は直接作用型抗ウイルス剤 (DAAs)

の出現でほとんどの症例でウイルス学的治癒 (SVR)

が得られるようになった｡ 従来は使用が控えられてい

た肝硬変症例､ 高齢者でも高率にSVRが得られる｡ 今

回､ われわれが提唱している"ALBI grade" (Johnson

P, et al. JCO 2014)と簡易的線維化マーカーである

FIB4 indexのSVR後の変化について検討した

【方法】対象はC型肝炎に対しDAAsを投与し､ SVR12

の確認できた687例である｡ 男性305例､ 女382例､ 年
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齢は71歳 (63～77)､ 肝細胞癌既往例は105例であった｡

ALBI scoreは(log10 bilirubin[μmol/L]×0 . 66 ) +

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

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

3とした｡ FIB-4 indexはAST×年齢/[血小板×√ALT]

で算出し､ 治療前､ 治療終了後12週､ 24週､ 36週､ 48

週の経時的変化を解析した｡

【成績】1)治療前のALBI gradeは1が535例､ 2が147例､

3が5例であった｡ 治療後12週で､ grade1は520例が1の

まま､ 15例が2となった｡ Grade2は76例が1に､ 70例が

2のまま､ 1例が3となった｡ Grade3は3例が2に､ 2例が

そのままであった｡ 治療後24週､ 36週､ 48週でも同様

で比率は一定で､ 早期から肝機能の改善を認めた｡ 2)

FIB-4 indexは前が3.17 (2.07～5.03)､ 12週が2.61

(1.83～4.09)､ 24週が2.61 (1.86～4.01)､ 36週が2.58

(1.77～4.11)､ 48週が2.51 (1.77～3.93) と治療後12週

の時点で最も下降し､ 以後は漸減した｡

【結論】今回の検討では治療開始後比較的早期に肝機

能の改善を認めた｡ 肝細胞癌既往例でも同様であり､

肝機能を維持するためには抗ウイルス療法を肝細胞癌

コントロール期間に積極的に行うことが望まれる｡

肝線維化が進行したNAFLDにおいても
肝がんよりも非肝疾患関連死に注意が
必要である.

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
Hepatology Meeting in Japan 2017

平成29年11月 東京

【目的】NAFLDの予後を肝線維化進行度別に検討する.

【対象】対象は当院にて超音波で診断されたNAFLD

患者4073例である. これらの患者の死因を検討し, さ

らに脂肪肝の程度と肝線維化の程度が予後にどのよう

に影響するか, 非肝疾患関連死を中心に競合リスクモ

デルで検討した. 脂肪肝の程度は超音波によるスコア

を用い, 線維化の程度はNAFLD fibrosis score (NFS)

をそれぞれ使用した.

【結果】(1)NFSの結果から肝線維化進行の程度 (低/

中/高)は, 2451 (60.2%), 1462 (35.9%), および160例

(3.9%)であった. (2)観察期間の中央値は7.1年で, 観

察期間中に179例の死亡が認められた. 死亡した179例

のうち, 肝疾患関連死は9例で, そのうち肝がんは5例

のみであった. 残り170例の死因 (悪性疾患/脳・心疾

患/脳・心疾患以外の良性疾患)は83 (48.8%), 42 (24.7

%), および45例 (26.5%)であった. 多変量解析の結果,

肝線維化進行の程度 (中等度および高度)は, 悪性疾

患でハザード比 (HR) 2.163 (95% 信頼区間[CI], 1.354-

3.457) およびHR 4.814 (95% CI, 2.323-9.977), 脳・

心疾患でHR 2.265 (95% CI, 1.141-4.497)およびHR

8.482 (95% CI, 3.558-20.220), 良性疾患でHR 3.216

(95% CI, 1.641-6.303)およびHR 5.558 (95% CI, 1.923-

16.070) であった. 逆に脂肪肝の程度は予後と関連し

なかった.

【結論】肝線維化が進行したNAFLDにおいても肝が

んよりも非肝疾患関連死に注意が必要である.

大腸ESDにおけるS-O clipの使用経験

消化器内科
東堀 諒､ 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､ 水野和幸､ 犬飼庸介
三宅 望
日本消化器病学会東海支部第127回例会

平成29年11月 名古屋

内視鏡的粘膜下層剥離術 (以下ESD) は従来法では外

科的切除の対象なっていた消化管腫瘍でも切除が可能

な優れた手技である｡ しかし､ 大腸は壁が薄く操作性

が困難なことから難易度が高く､ 長時間を要する上に

出血や穿孔といった偶発症を生じる危険性も高いため､

大腸ESDは現時点において大腸腫瘍に対する標準的な

治療法ではない｡ より安全かつ確実な剥離を行うため

には良好な視野を確保することが重要であり､ 有効な

方法の一つとしてカウンタートラクション法がある｡

カウンターデバイスであるゼオンメディカル社製のゼ

オクリップ (以下S-O clip) を用いて病変の牽引を行

うことで､ 直視下で粘膜下層を観察できるようになり

ESDを効率よく安全に遂行することが可能である｡ 今

回我々はS-O clipを使用してESDを行った5症例を経験

したので報告する｡
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【方法】S-O clipは病変を把持するためのクリップ､

弾性素材 (ゴムや引きバネ)､ ナイロンループから

構成される｡ 病変周囲を切開した後､ 挙上させたい病

変の粘膜端にS-O clipを装着する｡ 次に弾性素材の端

のループを把持し､ 病変反対側の壁にクリップで装着

する｡

【結果】S-O clipの使用を試みた5例の病変部位は上

行結腸が4例､ S状結腸が1例であり病変の部位に関係

なく容易に装着可能であり､ 有効なカウンタートラク

ションをかけることができた｡ 病変の平均切除径27.0

mm､ 平均腫瘍径23.0mm､ 平均切除時間91.8分であり､

全例において一括切除することができた｡ 偶発症とし

て術中および遅発性穿孔､ 後出血も認められなかった｡

【結語】大腸ESDを安全かつ確実に施行するためにS-

O clipを使用することは有用であると考えられた｡

腎細胞癌術後34年目に膵転移を来した1例

消化器内科
三宅 望､ 金森 明､ 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､ 犬飼庸介､ 東堀 諒
熊田 卓
日本消化器病学会東海支部第127回例会

平成29年11月 名古屋

肝腫瘍が疑われた異所性甲状腺の1例

消化器内科
水野和幸､ 熊田 卓､ 多田俊史
豊田秀徳
第42回日本肝臓学会西部会

平成29年11月 福岡

【症例】73歳女性

【主訴】なし

【現病歴】副腎腫瘍経過観察のための腹部超音波検査

で肝腫瘤を認めたため精査目的に当科紹介となった｡

【既往歴】60歳右卵巣嚢腫摘出､ 61歳右副腎腫瘍指摘

経過観察､ 68歳右額下腺癌手術放射線療法

【生活歴】飲酒歴なし､ 喫煙歴なし

【血液検査所見】HBs抗原(-)､ HBc抗体(+)､ HBs抗体(+)､

HCV抗体(-)､ 腫瘍マーカーの上昇は認めなかった｡

【腹部超音波検査所見】肝S3に19×14mmの辺縁低エ

コー帯を伴う高エコー腫瘤を認め､ 内部不均一で嚢胞

性領域が混在していた｡ ソナゾイド造影にて動脈優位

相で早期濃染､ 門脈優位相でwash out､ 後血管相で低

エコーを呈した｡

【造影MRI検査所見】EOB造影では動脈相で早期濃染､

後期相でwash out､ 肝細胞造影相で低信号であった｡

腫瘤はSPIOの取込を認めなかった｡ 冠状断にてBeak

sign陰性であり肝外の病変も示唆された｡

【血管造影下CT検査所見】CTAPで欠損像を示したが

CTHAでは染影効果を認めず左下横隔膜動脈からの造

影で第一相は早期濃染､ 第二層で淡くwash outを認め

たがコロナ濃染は認めなかった｡

【方針】MRI画像所見と左下横隔膜動脈から栄養され

ていることから肝外病変を第一に疑うも肝細胞癌も否

定できず診断的治療として腹腔鏡下腫瘤摘出術を予定

した｡ 腫瘤は肝外の横隔膜に３つ認め腫瘤摘出のみと

なった｡ 病理は甲状腺組織であった｡ 術後血中甲状腺

ホルモン値を測定したが正常範囲内であった｡

【考察】甲状腺は内胚葉に由来し胎生第3週に舌根部

に出現し舌骨と喉頭軟骨の前を下降し気管前壁の最終

位置に到達する｡ したがって異所性甲状腺腫のほとん

どは舌根部から縦隔までに存在する｡ 横隔膜より尾側

での報告は稀で､ わが国では副腎､ 卵巣､ ダクラス窩

腹膜､ 海外では十二指腸､ 小腸､ 胆嚢､ 胃､ 膵臓､ 肝

門部､ 肝臓内に少数報告されているのみである｡ 腹膜

は内胚葉由来であり発生期の迷入が機序として想定さ

れた｡ 今回甲状腺も造影によってび慢性充実性増強効

果を示すため肝細胞癌のようにも見えた｡

【結語】われわれは肝腫瘍が疑われた異所性甲状腺の

一例を経験した｡

Vp3/4のソラフェニブ投与例の予後に関与
する因子はなにか？－多施設共同研究－

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第17回日本肝がん分子標的治療研究会
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平成30年１月 横浜

【目的】ソラフェニブが投与されたVp3/4の高度門脈侵襲

例の予後に関与する因子を多施設の症例で検討した.

【対象】対象は2009年2月から2017年3月までの間に,

国内の多施設で肝細胞癌 (HCC)に対してソラフェニ

ブが投与された567例中, 投与開始時にVp3/4の高度門

脈侵襲が認められた127例である. 年齢 67.0 (59.5－

74.0)歳, 性別 (男/女) 110/17例, 体重 58.2 (53.0－63.1)

kg, 背景肝 (B/C/B+C/NBNC) 46/57/1/23例, AFP

260.6 (15.4－7682.4) (ng/ml), Child-Pugh分類 (A/B/C)

(87/38/2), Vp (3/4) 69/58例, 肝外転移 (あり/なし)

55/72例, ソラフェニブ開始量 (800mg/800mg未満) 66/

61例, 後治療 (あり/なし) 29/98例, 観察期間168 (86－

428)日であった (連続変数は中央値 (四分位範囲)).

【結果】(1) 生存期間中央値は195 (95%CI：150－226)

日であった. (2) 年齢, 性別, 体重, AFP, Child-Pugh

分類, Vp程度, 肝転移, ソラフェニブ開始量, 後治

療有無を投入因子としてCox比例ハザードモデルで検

討した結果, Child-Pugh分類(B・C) HR 1.98 (95%CI：

1.29－3.03, p=0.002), AFP 400ng/ml以上 HR 1.70

(95%CI：1.14－2.54, p=0.010), および後治療ありHR

0.44 (95%CI：0.26－0.73, p=0.001)が生存に関与す

る有意な因子であった. (3)生存期間の中央値は, Child-

Pugh分類A/B・Cが217 (95%CI：168－379)日/ 91 (95

%CI：53－201)日 (p<0.001), AFP 400ng/ml 未満/以

上が269 (95%CI：202－476)/ 130 (95%CI：93－168)

日 (p=0.004), および後治療あり/なし 550 (95%CI：

379－905)日/ 151 (95%CI：128－195)日(p<0.001)であっ

た. (4)後治療としてHAICが11例, HAIC以外 (TACE

や放射線治療等)が19例認められ, それぞれの生存期

間中央値は1094 (95%CI：420－1433)日と476 (95%CI：

259－814)日であった(p=0.053). (5)後治療なしに対し

て後治療HAICはHR 0.24 (95%CI：0.11－0.50, p<

0.001), HAIC以外はHR 0.46 (95%CI：0.27－0.78, p=

0.004)であった.

【結論】ソラフェニブが投与された高度門脈侵襲HCC

例の予後に関与する因子の検討をした. Vpの程度や

開始投与量, 肝外転移等は予後に関係せず, 肝予備能,

AFPおよび後治療が予後に関連した. 後治療はHAIC

をはじめさまざま治療がされていたが, 特にHAIC施

行例は他の治療群と比較して予後が良好であった.

脂肪肝に対するUltrasound-guided
Attenuation Parameterを用いた
減衰定数測定の経験

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)
竹島賢治､ 片岡 咲､ 橋ノ口信一
丹羽文彦

診療検査科 (検査)
奥田清司

GEヘルスケアジャパン
大栗拓真､ 神山直久
第9回びまん性肝疾患の画像研究会

平成30年２月 東京

【背景】脂肪肝を定量的に診断する方法としてControlled

Attenuation Parameter (CAP)が普及しつつあるが, 同

法は専用機が必要である. 今回, 超音波Bモード法を

参照しながら脂肪肝を定量評価できるUltrasound-

guided Attenuation Parameter (UGAP)を用いた減衰定

数 (AC: attenuation coefficient)測定の経験をしたので

報告する.

【方法】対象は当院で2016年1月から2017年9月の間に

慢性肝疾患の精査目的で超音波による形態診断および

ACが測定され, かつMRIによるProton density fat

fraction (PDFF)が測定された466例中, B型およびC型

ウイルス肝炎患者を除いた非B非Cの患者89例である.

性別 (男性/女性)：37/52例, 年齢：63 (52－70)歳,

BMI：25.5 (23.2－29.0) (kg/m2)であった. 超音波装

置はGE社LOGEQ S8, MRI装置はGE社 Discovery

MR750Wをそれぞれ使用した. なおPDFFのカットオ

フは既報 (Imajo et al. Gastroenterology, 2016)にした

がい, 脂肪化grade >1, >2, >3をそれぞれ5.2%, 11.3

%, 17.1%とした. 連続変数は中央値 (四分位範囲)で

表した.

【結果】(1)PDFF値は9.1 (5.9－15.0)%, AC値は0.66

(0.59－0.77) dB/cm/MHzであった. (2)PDFFとACの相

関係数は0.786 (95%CI：0.69－0.854, p<0.001)と強い

相関が認められた. (3)PDFFから推定された各脂肪化

gradeのROC解析による診断能 (AUROC)は, grade>1

の場合0.932 (95%CI：0.883－0.981), grade>2の場合

0.915 (95%CI：0.858－0.973), grade>3の場合0.906
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(95%CI：0.839－0.973)で, いずれもAUROC>0.9であ

り, 高い診断能であった. (4) BMI：25.5 kg/m2の症

例 (n=48)に限ったサブグループ解析においても, PDFF

とACの相関係数は0.810 (95%CI：0.684－0.890, p<

0.001)と強い相関が認められた.

【結論】UGAPを用いたAC値はMRIから得られた

PDFF値と強い相関が認められるとともに, 各脂肪化

gradeも高い診断能であった. さらに肥満例において

もACとPDFFは高い相関が認められた. 今後, より非

侵襲的かつ簡便な脂肪肝の定量評価方法としての普及

が期待される.

[シンポジウム]

ALBI grade は肝細胞癌症例の肝機能
評価に最も有用である

消化器内科
東堀 諒､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
日本消化器病学会東海支部第126回例会

平成29年６月 岐阜

【目的】Child-Pugh分類 (CP分類) は1973年に食道静

脈瘤の手術時に考案され､ 以後､ 肝細胞癌症例の肝機

能評価として使用されてきた｡ しかし､ 最近の肝細胞

癌症例の肝機能は良好となり､ 約8割がCP 分類A と

分類され肝機能評価の指標としては問題となっている｡

今回我々はAlbumin-Bilirubin (ALBI) gradeの有用性

をCP分類､ 肝障害度と比較検討した｡

【対象】対象は1990年から2014年の25年間に経験した

肝細胞癌2078 例である｡ これらをA 期 (1990-1994､

n=368)､ B 期 (1995-1999､ n=437)､ C 期 (2000-2004､

n=439)､ D 期 (2005-2009､ n=451)､ E 期 (2010-2014､

n=381) に分類しALBI grade､ CP 分類､ 肝障害度に

ついて比較した｡

【成績】1) ALBI grade 1 とCP分類A と肝障害度A

のA 期､ B 期､ C 期､ D 期､ E 期に占める割合はそ

れぞれ13.2%と51.1%と36.5%､ 20.8%と59.7%と41.1%､

30.8%と68.6%と52.7%､ 36.1%と73.2%と58.2%､ 45.9

%と76.4%と57.7%でありALBI grade 1が

最も低率でCP分類Aが最も高かった｡ 2) CP分類5点

はALBI grade 1が556 例と2 が302 例となり生存期

間中央値が8.3 年 (6.8-9.6) と5.4 年 (4-6.0) と有意

差を認めた (P ＜ 0.0001))｡ 肝障害度AはALBI grade1

が509 例と2 が320 例となり生存期間中央値が8.5 年

(6.8-10.0) と4.5年 (4.0-5.7) と有意差を認めた (P ＜

0.0001))｡ 3) ALBI grade 1 はCP 分類5 点が566

例と6 点が36 例となり生存期間に差を認めなかった

(P=0.0839)｡ また､ ALBI grade 1は肝障害度A が509

例とB が39例となり生存期間に差を認めなかった (P=

0.4352)｡

【結論】ALBI gradeは基礎の肝障害が軽度となった

現状の肝機能評価には最も適している｡

[シンポジウム]

当院での超高齢者に対する胆管結石の
治療戦略

消化器内科
金森 明､ 熊田 卓､ 桐山 勢生
第53回日本胆道学会学術集会

平成29年９月 山形

【目的】高齢者の胆管結石は､ 解剖学的条件や胆管結

石の数や大きさ､ 基礎疾患が多い事などから治療に難

渋する事も多い｡ その後の追加治療もおこなうことが

難しく､ 胆管結石の治療が予後を規定しない場合もみ

られる｡ 今回我々は85歳以上の超高齢者の胆管結石に

対する内視鏡的治療およびその予後について検討した｡

【対象､ 方法】当院で胆管結石に対して内視鏡治療を

行い､ 初回治療でかつ6カ月以上経過観察が可能であっ

た1825例を対象とし､ 85歳以上のA群; 226 例と85歳

未満のB群; 1599例に分け検討した｡ 検討項目は､ 各

治療群における患者背景の比較､ 長期治療成績とし､

生命予後に関しては内視鏡施行後に追跡が可能であっ

た1616症例を対象に検討した｡

【成績】1)平均年齢はA群88.6歳：B群66.0歳｡ A群の

治療法はEST；220例 (97.3%)､ EPBD：6例 (2.7%) で

ありB群はEST：1341例(83.8%)､ EPBD：258例(16.2%)

であった｡ 結石に関しては単発で径10mm未満の比率

はA群64例 (28.3%)：B群735例 (46.0%) であった｡ 短

期成績において､ 膵炎､ 出血､ 消化管穿孔に有意差は

みられなかったが､ 心肺系合併症のみA群に多くみら
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れた(A群2.2%：B群0.4%；p<0.05)｡ 2)長期治療成績；

平均観察期間は4.3年で膵胆道系障害の発生が277例

(15.2％)みられた｡ Kaplan-Meier法を用いて検討した

膵胆道障害の累積発生率はA群2年17.8％ : 3年25.0％､

B群2年8.6％：3年12.1％でありA群が有意に高い結果

であった(log rank test: p<0.0001)｡ 対象期間中の1616

症例での内視鏡治療後の予後を検討において､ 両群と

も死因は悪性腫瘍が最も多く､ A群6例(20.7%)､ B群

62例(35.6%)であった｡ 同一入院での死亡例はA群5例

(17.2%)､ B群6例(3.3%)であり､ 対象症例全体のわず

か0.6％であった｡

【結論】高齢者において心肺系合併症が多くみられた､

長期成績では高齢者の方がより多く､ 早い時期に膵胆

道系障害の発生がみられた｡ また内視鏡治療症例での

死亡症例はきわめて少ない結果であった｡

[シンポジウム]

当院での85歳以上の超高齢者に対する
胆管結石の治療についての検討

消化器内科
犬飼庸介､ 熊田 卓､ 金森 明
日本消化器病学会総会東海地方会第127回例会

平成29年11月 名古屋

【目的】高齢者の胆管結石は解剖学的条件や胆管結石

の数や大きさ､ 基礎疾患が多い事などから治療に難渋

する事も多い｡ その後の追加治療もおこなうことが難

しく､ 胆管結石の治療が予後を規定しない場合もみら

れる｡ 今回我々は85歳以上の超高齢者の胆管結石に対

する内視鏡的治療およびその予後について検討した｡

【対象､ 方法】当院で胆管結石に対して内視鏡治療を

行い､ 初回治療でかつ6カ月以上経過観察が可能であっ

た1825例を対象とし､ 85歳以上のA群; 226 例と85歳

未満のB群; 1599例に分け検討した｡ 検討項目は､ 各

治療群における患者背景の比較､ 長期治療成績とし､

生命予後に関しては内視鏡施行後に追跡が可能であっ

た1616症例を対象に検討した｡

【成績】1)平均年齢はA群88.6歳：B群66.0歳｡ A群の

治療法はEST；220例 (97.3%)､ EPBD：6例 (2.7%)で

ありB群はEST：1341例(83.8%)､ EPBD：258例(16.2%)

であった｡ 結石に関しては単発で径10mm未満の比率

はA群64例 (28.3%)：B群735例 (46.0%) であった｡ 短

期成績において､ 膵炎､ 出血､ 消化管穿孔に有意差は

みられなかったが､ 心肺系合併症のみA群に多くみら

れた(A群2.2%：B群0.4%；p<0.05)｡ 2)長期治療成績；

平均観察期間は4.3年で膵胆道系障害の発生が277例

(15.2％)みられた｡ Kaplan-Meier法を用いて検討した

膵胆道障害の累積発生率はA群2年17.8％ : 3年25.0％､

B群2年8.6％：3年12.1％でありA群が有意に高い結果

であった(log rank test: p<0.0001)｡ 対象期間中の1616

症例での内視鏡治療後の予後を検討において､ 両群と

も死因は悪性腫瘍が最も多く､ A群6例(20.7%)､ B群

62例(35.6%)であった｡ 同一入院での死亡例はA群5例

(17.2%)､ B群6例(3.3%)であり､ 対象症例全体のわず

か0.6％であった｡

【結論】高齢者において心肺系合併症が多くみられた｡

長期成績では高齢者の方がより多く､ 早い時期に膵胆

道系障害の発生がみられた｡ また内視鏡治療症例での

死亡症例はきわめて少ない結果であった｡

[シンポジウム]

肝細胞癌既往症例・非既往症例における
経口抗HCV治療前後のEOB-MRI非濃染
結節の有無・変化と治療後の肝発癌

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第42回日本肝臓学会西部会

平成29年11月 福岡

[シンポジウム]

B型肝炎キャリアにおけるHBコア関連
抗原は肝線維化進行を予測する

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第42回日本肝臓学会西部会
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平成29年12月 福岡

【目的】HBV DNAやHBsAg上昇例, コアプロモーター

(BCP)変異例などはHBV持続感染例における肝線維化

進行のリスクファクターであることが報告されている.

一方, HBコア関連抗原(HBcrAg)は近年, 新しいHBV

マーカーとして肝細胞癌発症のリスクファクターなど

の報告がされている. 今回, HHBVキャリア例におい

てFIB-4 indexの経時的な変化からHBcrAgの肝線維化

進行へのインパクトにつき検討を行った.

【方法】対象は1991年から2014年までに当院で経験し

たHBV陽性3122例中, 核酸アナログ非投与かつ1年以

上経過観察し, FIB-4 indexが3.6 (肝硬変に対するNPV：

72.8%, PPV：90.8%, Kim, et al. Liver Int, 2009)未

満, HBeAg陰性, 肝細胞癌の既往なし, 観察開始時

にHBcrAgを測定, を満たした529例である. 性別(男

性/女性)は245/284例, 年齢49.0 (37.0‐59.0)歳で, ジェ

ノタイプ(C/非C) 338/105例, ALT：22 (16‐34)(IU/L),

HBsAg 3.2 (2.1‐3.8) (log IU/ml), HBV DNA 2.9

(2.1‐3.4) (log IU/ml), HBcrAg 2.9 (2.9‐3.1) (log IU/

ml), BCP (野生/変異) 119/224例, プレコア(PC)(野

生/変異) 60/320例であり, 観察期間は10.9 (6.0‐17.6)

年であった (連続変数は中央値(四分位範囲)).

【成績】(1)観察期間中に肝線維化進展 (FIB-4 index

3.6以上)が認められたのは84例であった. 累積肝線維

化進展率 (5/10/15/20年)は6.6/12.3/17.3/26.2%であった.

(2)肝線維化進展に関する単変量解析では, HBsAg,

HBV DNA, HBcrAg, およびBCPで有意差が認めら

れた. 逆にジェノタイプとPCは有意差が認められな

かった. (3)上記のHBVマーカーを投入因子としてCox

比例ハザードモデルで検討した結果, HBsAg >3.0 lo

g IU/ml (ハザード比 (HR), 0.53; 95%信頼区間 (CI),

0.30-0.94), およびHBcrAg 3.7 log U/ml (HR, 3.28; 95%

CI, 1.60-6.75)が肝線維化進展に関連する独立した因子

として認められた. (4)多項式を使用したHRの近似値

曲線では, HBcrAgは値の上昇とともにHRの漸増が認

められたが, HBsAgとHBV DNAではそのような傾向

は認められなかった.

【結論】HBcrAg上昇例では肝線維化進行のリスクが

あり, そのような症例はHBVキャリアでも積極的な

核酸アナログ導入の検討が必要である.

[シンポジウム]

C型肝炎患者はSVRにより肝硬度だけで
なく肝内脂肪含有率の低下も認められる
―MRIによる検討―

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第42回日本肝臓学会西部会

平成29年12月 福岡

【目的】C型肝炎ウイルスの持続感染は肝線維化進行

だけでなく脂質代謝異常にも大きく関連している. 今

回, 経口抗ウイルス薬 (DAA)治療前後においてMRI

による肝硬度および肝内脂肪含有率の変化を比較・検

討した.

【方法】対象は2015年4月̃2016年6月に当院にてDAA

治療を受けたC型慢性肝疾患患者で, (1)治療前・SVR

24時でMRI (IDEAL-IQ法による脂肪測定 (proton density

fat fraction (PDFF)およびElastograpy) (GE社製のDiscovery

MR750W)を施行, (2)12週のDAAレジメン, (3) SVR

24達成, (4) 肝細胞癌の既往および観察中に発症なし,

を満たした198例である. 年齢は72.0 (64.0―77.8)歳

で, 男性/女性は83/115例であった. これらの症例の

治療前後における血液データおよびMREとPDFFの比

較を行った. なお脂肪肝のGradeは既報 (Imajo,

Gastroenterology, 2016)に基づき, Grade (カットオフ

値；Grade 1以上：5.2%, Grade 2以上：11.3%, Grade

3：17.1%)に分類した. 連続変数は中央値 (四分範囲)

で示し, 治療前後の連続変数の変化はWilcoxon 順位

符号順位和検定を使用した.

【成績】(1) 治療前後においてT-bilおよびChEを除く

AST, ALT, Alb, GGTP, T-cho, 血小板で有意な変

化が認められた. (2) 治療前後のPDFFは 2.40 (1.70―

3.40)と1.90 (1.30―2.80)% (p<0.001), MREは3.10 (2.70―

4.18) と2.80 (2.40―3.77) kPa (p＜0.001)で, それぞれ

有意な低下が認められた. 治療前後のPDFFに関する

サブグループ解析では, (3) FIB-4 index≦3.25例 (n=

118)では 2.30 (1.60―3.40)と1.90 (1.30―2.80) % (p=

0.001), ＞3.25例 (n=80)では 2.55 (1.80―3.75)と1.95

(1.20―2.80) % (p＜0.001), と肝線維化程度に関係な

くPDFFの有意な低下が認められた. (4)ALBI grade 1例

(n=172)では2.40 (1.67―3.40)と1.90 (1.30―2.70) % (p＜

0.001), とPDFFの有意な低下が認められたが, grade
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2および3 (n=26)では2.50 (1.90―3.90)と2.45 (1.25―

3.22) % (p=0.089), と有意差は認められなかった. (5)

PDFF≧5.2% (いわゆる脂肪肝症例)は28例であり, 治

療前後の脂肪肝のGrade (0/1/2/3)は0/26/2/0と19/8/1/0

例であり(p＜0.001), 治療後67.9% (19/28)に脂肪肝が

認められなくなった.

【結語】DAA治療によるHCV駆除により血液データ

や肝硬度の改善だけでなく, 肝内脂肪含有率の改善も

認められ, 脂肪肝例のみの検討では約3分の2の症例で

脂肪肝の消失が認められた.

[パネルディスカッション]

消化器内科医からみた胆嚢結石治療
～Propensity scoreを用いた当院での
胆嚢結石合併総胆管結石症例の検討～

消化器内科
金森 明､ 熊田 卓､ 桐山勢生
第103回日本消化器病学会

平成29年４月 東京

【目的】胆石症診療ガイドラインにおいて胆嚢結石合

併胆管結石の症例では内視鏡的胆管結石治療と腹腔鏡

視下胆嚢摘出術の併用が推奨されている｡ 今回我々は

胆管結石症例の長期集積データを用い､ 内視鏡治療後

の有胆石例の胆嚢の扱いについて検討した｡

【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1714例(EST:1483例､

EPBD:262例)を対象とし短期および長期成績を後方視

的に検討した｡ 胆嚢の状態に応じて截石後胆摘例(A)

713例､ 胆摘後(B) 177例､ 無石胆嚢例(C)383例､ 胆嚢

結石放置例(D)441例の4群に分類した｡

膵胆道系障害の発生に関与する因子をCox比例ハザー

ド回帰にて検討し､ 有胆石例の治療の妥当性に関して

はpropensity scoreによる疑似ランダム化を用いて検討

した｡

【成績】平均観察期間は1513日で膵胆道系障害の発生

が249例 (14.5％) みられた｡ 膵胆道障害の累積発生

率は2年9.6％､ 5年18.8％であった｡ 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､ 治療法､ 胆管径､ 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6.437：

95%CI (4.314-9.606)であった(p＜0.0001)｡ 胆嚢結石を

有していた1154例(A+D群)を対象としてpropensity

scoreを用い､ 年齢､ 性､ 治療法､ 結石径､ 胆管径､

憩室の有無､ 胆嚢の状態をマッチさせたところ､ A､

D群より各190例が選択され膵・胆道障害の累積発生

率はD群に有意に多い事が示された(log rank test; p＜

0.0001)｡

【結論】有胆石胆嚢の治療は膵胆道障害の減少させる

独立した因子であった｡ 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｡

[パネルディスカッション]

B型肝炎線維化進行例における核酸
アナログ投与の有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第103回日本消化器病学会総会

平成29年４月 東京

【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, 1年以上経過観察, 核酸アナログ

投与例では1年以上投与, 肝発癌例では観察開始1年以

降に発癌した1296例のうち, FIB-4 index＞2.65 (肝硬

変に対する感度64.3%, 特異度85.5%)で(n=221), さら

に年齢, 性別, AST, ALT, 血小板およびHBe抗原を

Propensity scoreでマッチさせた126例(NA群63例, 非

NA群63例)である. 性別(男性/女性)は76/50例, 年齢58

歳であった. NA群と非NA群においてゲノタイプと

HBVDNA以外の因子(年齢, 性別, AST, ALT, Alb,

ALT, γGTP, 総ビリルビン, 血小板, AFP, HBs抗

原量, HBcrAg, HBe抗原, およびBCP) に有意差は

認められなかった. 観察期間中央値は10.6年であった.

これらのコホートにおいて, 累積肝発癌率, 全死亡率,

肝関連死亡率, 非肝関連死亡率, および死因につき検

討した.

【結果】(1)経過観察中に37例の肝発癌が認められた.

5/10/15/20年における累積肝発癌率は10.6/26.6/39.6/
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47.5%であった. (2)観察期間中に27例が死亡した. 死

因は肝癌/肝不全/他部位癌/肝外良性疾患の順に13/4/3/

7例であった. (3) 5/10/15/20年における全死亡率, 肝

関連死亡率, および非肝関連死亡率はぞれぞれ, 6.7/

15.7/26.1/29.8%, 1.7/8.6/17.4/19.4%, および5.0/7.1/8.7/

10.5%であった. (4) 年齢(60歳), 性別, FIB-4 index

(3.6), NA有無, ゲノタイプ(C), BCP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, 性別, FIB-4 indexとともにNA投与(HR:0.286,

95%CI:0.124-0.663, p=0.004)が肝発癌に関与する独立

した因子として選択された. (5)年齢(60歳), 性別,

FIB-4 index (3.6), NA有無を投入因子としてCox比例

ハザードモデルで検討した結果, NA投与(HR:0.314,

95%CI:0.133-0.744, p=0.008)が全死亡に関与する独立

した因子として選択された. (6) 全死亡の検討と同じ

投入因子を用いてFine-Grayハザードモデルで検討し

た結果, NA投与(HR:0.286, 95%CI:0.095-0.862, p=

0.026)が肝関連死亡に関与する独立した因子としても

選択された.

【結論】B型肝炎線維化進行例における核酸アナログ

は肝癌発症だけでなく肝関連死を含む全死亡率を改善

させる

[パネルディスカッション]

胆嚢疾患に対する超音波所見で有用な
所見とは何か？

消化器内科
金森 明､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
多田俊史

診療検査科 (画像)
川地俊明､ 橋ノ口信一､ 石川照芳
片岡 咲､ 市川宏紀
第90回日本超音波医学会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【目的】体外式腹部超音波検査 (US)は簡便で低侵襲

であるため胆嚢病変においては良悪性疾患を問わず診

断に欠かせない機器である｡ 特に急性胆嚢炎が疑われ

る症例においては第一に行うべき検査とされている

(推奨度１：急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン

2013)｡ 一方でその診断には胆嚢壁の性状､ サイズ､

胆嚢周囲のUS所見が以前より報告されている｡ 機器

の進歩に伴いさらに細かな所見の拾い上げやUSに特

徴的な所見により胆嚢病変の診断のさらなる向上が期

待される｡ 今回我々は胆嚢壁肥厚を来たした病変を対

象にUS所見の検討を行った｡

【対象､ 方法】単一施設での後方視的研究を行った｡

対象は2011年1月から2015年12月までに急性腹症で受

診し､ USにて胆嚢病変を疑い外科手術を施行した317

例 (男：女 189: 128) ｡ 年齢は中央値で66歳 (20-92

歳)､ 病理結果によりA群155例 (急性胆嚢炎) とB群

162例 (慢性胆嚢炎とその他疾患) の2群に分けた｡ 各

群において､ 超音波所見：胆嚢の短径 (mm)､ 壁の

厚み (mm)､ Murphy's sign､ 壁内部の低エコー帯の

出現､ fluidの有無､ 脂肪エコー濃度の上昇､ 周囲膿瘍

の有無｡ 血液学的検査：WBC､ CRP､ T-Bil､ および

身体学的所見：発熱､ BMIの各因子について比較検討

を行った｡ 急性胆嚢炎の診断に寄与する因子は多重ロ

ジステック回帰分析を用いて検討を行った｡ 腹部超音

波検診判定マニュアルを参照し胆嚢の短径は36mm≧､

胆嚢壁は4mm≧を所見ありとした｡ 血液学的および

身体学的検査については各因子のROC曲線のcutoff値

に基づき2値化して検討した｡ またUS所見を中心に診

断に寄与する各因子でROC曲線を作成し､ 曲線下面

積 (AUC値) を評価した｡ 統計ソフトはEZRを用い､

P value ＜0.05を有意差ありと判定した｡

【成績】胆嚢の短径：中央値 (範囲) はA群39.0mm

(18-67mm) ：B群28.0mm (10-61mm) 胆嚢壁厚：A群

6mm (2-20mm) B群4mm (1-30mm) で両群に有意差

を認めた｡ Murphy's signはA群90/155 例 (58.1%) B

群49/162 (30.2%) にみられた｡ B群に胆嚢癌を4例認

めた｡ 急性胆嚢炎に対する診断に寄与する因子として

US所見では1) 胆嚢の短径 (34mm ≦)､ 2) 壁肥厚

(5mm≦)､ 3) 壁内部の低エコー帯の出現が独立した

因子であり｡ オッズ比：95％CIは各々､ 1) 3.28 (95%

CI;1.77-6.10) ；P value= 0.0002､ 2) 2.40 (95% CI;

1.27-4.51) ；P value= 0.0067､ 3) 2.23 (95% CI;1.19-

4.17) ；P value= 0.0125 であった｡ 他の因子は

WBC､ CRP値であった｡ US所見の3つを組み合わせて

作成したROC曲線はAUC値0.807 (95% CI;0.76-0.854)

と良好であった｡ WBCとCRPを組み合わせたROC曲

線と比較しても同等の検出能であった (P value =

0.209 )｡
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【結論】USにおける胆嚢所見を検討した｡ 従来の壁

所見に加え胆嚢内部の低エコー帯の出現は急性胆嚢炎

を示唆する有用な所見と考えられた｡

[パネルディスカッション]

超音波脂肪肝スコアとMRIによる肝脂肪率
の定量および臨床データとの比較・検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第90回日本超音波医学会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【目的】近年, 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

の患者増加に伴い, 脂肪肝診断の重要性が高まってい

る. 病理学では, 近年5%以上の肝細胞に脂肪滴を認

めるものを脂肪変性と定義している. これまで脂肪肝

の診断は超音波(US)やCTで行われることが多く, 特

にUSは30%以上の肝内脂肪化を有する場合には良好

な感度・特異度が報告されている. 最近, MRIによる

肝内脂肪化率の定量が可能となった. 今回, US脂肪

肝スコアとMRIにより定量化された肝脂肪化率および

臨床データとの比較・検討を行った. さらにNAFLD

肝生検施行例においてUSとMRIの比較も追加検討

した.

【方法】対象は慢性肝疾患の精査においてUS脂肪肝

スコアおよびMRI(IDEAL-IQ法による脂肪測定(proton

density fat fraction (PDFF)値)およびElastograpy施行)

が施行された135例である. 年齢は71 (63―68)歳で,

男性/女性は79/56例, 背景肝(B/C/NBNC)は. 17/87/31

例であった. US脂肪肝スコアは既報(Hamaguchi, AJG,

2007)より算出. MRIの使用装置はGE社製のDiscovery

MR750Wで, 既報(Imajo, Gastroenterology, 2016)より

脂肪化Grade (カットオフ値；Grade 1以上：5.2%,

Grade 2以上：11.3%, Grade 3：17.1%)ごとに分類し,

臨床データも含めて比較した.

【成績】(1)US脂肪肝スコア0/1/2/3/4/5/6はそれぞれ88/

14/13/5/9/5/1例であった. (2) 全体のPDFF値(中央値,

四分範囲)は2.5 (1.4―4.2)%で, 脂肪化Grade 0/1/2/3は

それぞれ108/22/2/3例であった. (3)US脂肪肝スコアと

PDFF値の相関はr＝0.747, p<0.001で強い相関が認め

られた. (4)US脂肪肝スコア0-2/4-6別の脂肪化Gradeは

107/8/0/0と1/14/2/3であった(p<0.001, Cochran-Armitage

検定). (5) US脂肪肝スコア0-2/4-6別にBMI：21.9

(20.0―23.7 )/24.6 (22.8―26.7) kg/m2 (p=0.003), 中性

脂肪：85 (66―106)/139 (91―225) mg/dl (p=0.019),

HOMA-IR：2.3 (1.4―4.4)/ 6.9 (5.0―7.8) (p=0.018)と

有意差が認められた. (6) NAFLD肝生検施行例(n=12)

においてUS脂肪肝スコアと脂肪滴を認める肝細胞の

比率(%)の相関はr＝0.816, p=0.002と強い相関が認め

られた. またPDFF値と脂肪滴を認める肝細胞の比率

(%)の相関はr＝0.902, p<0.001と極めて強い相関が

認められた. さらにSWEとF因子の相関はr＝0.472, p=

0.143, MREとF因子の相関はr＝0.796, p=0.003で

あった.

【考案】US脂肪肝スコアとMRIによるPDFF値の間に

は高い相関が認められた. さらに生検例においても

US脂肪肝スコアおよびPDFF値とも脂肪滴を認める肝

細胞の比率(%)と強い相関が認められた.

【結語】US脂肪肝スコアおよびMRIによる脂肪化面

積の評価はいずれも脂肪肝診療において有用な検査法

と考えられた.

[パネルディスカッション]

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
金森 明､ 小林奈津子

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 橋ノ口信一
第90回日本超音波医学会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【目的】C型肝炎は直接作用型抗ウイルス薬(DAA)の

登場で, 高率にウイルス駆除(SVR)が得られるように

なった. DAA投与後, ほとんどの症例でALTが正常

化し, アルブミンの上昇も認められる. しかし, 肝線

維化の改善についてはいまだ十分な検討がされていな

い. 一方, 超音波Shear Wave Elastography (SWE)に
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よる肝硬度測定は肝線維化の診断に有用である. 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. (8)SVR24時におけるSWEとMR elastograpyの相

関(n=62)は相関係数r=0.86 (p＜0.001)で強い相関が認

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 (FIB-4 index高値例)において, 経時的

にSWEの有意な低下が認められた.

[パネルディスカッション]

B型肝炎線維化進行例における核酸
アナログ投与の有用性

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】B型肝炎線維化進行例において, 核酸アナロ

グ(NA)の投与が死亡率に与える影響を検討する.

【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, 1年以上経過観察, 核酸アナ

ログ投与例では1年以上投与, 肝発癌例では観察開始

1年以降に発癌した1296例のうち, FIB-4 index＞2.65

(肝硬変に対する感度64.3%, 特異度85.5%)で(n=221),

さらに年齢, 性別, AST, ALT, 血小板およびHBe抗

原をPropensity scoreでマッチさせた126例(NA群63例,

非NA群63例)である. 性別(男性/女性)は76/50例, 年齢

58歳であった. NA群と非NA群においてゲノタイプと

HBVDNA以外の因子(年齢, 性別, AST, ALT, Alb,

ALT, γGTP, 総ビリルビン, 血小板, AFP, HBs抗

原量, HBcrAg, HBe抗原, およびBCP) に有意差は

認められなかった. 観察期間中央値は10.6年であった.

これらのコホートにおいて, 累積肝発癌率, 全死亡率,

肝関連死亡率, 非肝関連死亡率, および死因につき検

討した.

【結果】(1)経過観察中に37例の肝発癌が認められた.

5/10/15/20年における累積肝発癌率は10.6/26.6/39.6/

47.5%であった. (2)観察期間中に27例が死亡した. 死

－ 556 －



因は肝癌/肝不全/他部位癌/肝外良性疾患の順に13/4/3/

7例であった. (3) 5/10/15/20年における全死亡率, 肝

関連死亡率, および非肝関連死亡率はぞれぞれ, 6.7/

15.7/26.1/29.8%, 1.7/8.6/17.4/19.4%, および5.0/7.1/8.7/

10.5%であった. (4) 年齢(60歳), 性別, FIB-4 index

(3.6), NA有無, ゲノタイプ(C), BCP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, 性別, FIB-4 indexとともにNA投与(HR:0.286,

95%CI:0.124-0.663, p=0.004)が肝発癌に関与する独立

した因子として選択された. (5)年齢(60歳), 性別,

FIB-4 index (3.6), NA有無を投入因子としてCox比例

ハザードモデルで検討した結果, NA投与(HR:0.314,

95%CI:0.133-0.744, p=0.008)が全死亡に関与する独立

した因子として選択された. (6) 全死亡の検討と同じ

投入因子を用いてFine-Grayハザードモデルで検討し

た結果, NA投与(HR:0.286, 95%CI:0.095-0.862, p=

0.026)が肝関連死亡に関与する独立した因子としても

選択された.

【結論】B型肝炎線維化進行例における核酸アナログ

は肝癌発症だけでなく肝関連死を含む全死亡率を改善

させる

[パネルディスカッション]

肝細胞癌の短期予後・長期予後を予測
する残存肝機能評価

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
山 剛基､ 水野和幸
第53回日本肝癌研究会

平成29年７月 東京

[ワークショップ]

インターフェロン・フリー治療前後での
EOB-MRIによる非濃染結節の変化と
SVR後肝発癌

消化器内科
豊田秀徳､ 熊田 卓､ 多田俊史
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

[ワークショップ]

MRIによる肝脂肪率の定量と臨床データ
および超音波脂肪肝スコアとの比較・検討

消化器内科
多田俊史､ 熊田 卓､ 豊田秀徳
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】近年, 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

の患者増加に伴い, 脂肪肝診断の重要性が高まってい

る. 病理学では, 近年5%以上の肝細胞に脂肪滴を認

めるものを脂肪変性と定義している. これまで脂肪肝

の診断は超音波(US)やCTで行われることが多く, 特

にUSは30%以上の肝内脂肪化を有する場合には良好

な感度・特異度が報告されている. 最近, MRIによる

肝内脂肪化率の定量が可能となった. 今回, MRIによ

り定量化された肝脂肪化率と臨床データおよびUS脂

肪肝スコアとの比較・検討を行った.

【方法】対象は慢性肝疾患の精査においてMRI(IDEAL-

IQ法による脂肪測定(proton density fat fraction (PDFF)

値)およびElastograpy施行)およびUS脂肪肝スコアが施

行された152例である. 年齢は71 (63―68)歳で, 男性/

女性は79/56例, 背景肝(B/C/NBNC)は. 17/87/31例で

あった. MRIの使用装置はGE社製のDiscovery MR750W

である. こられを以前の報告(Imajo, Gastroenterology,

2016)に基づき脂肪化Grade (カットオフ値；Grade 1

以上：5.2%, Grade 2以上：11.3%, Grade 3：17.1%)

ごとに分類し, 臨床データおよびUS脂肪肝スコア
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(Hamaguchi, AJG, 2007)と比較した.

【成績】(1)全体のPDFF値(中央値, 四分範囲)は2.5

(1.4―4.2)%で, 肝硬度(MRE)は3.7 (2.8―5.6) kPaであっ

た. (2)PDFFから判定した脂肪化Grade 0/1/2/3はそれ

ぞれ108/22/2/3例であった. またUS脂肪肝スコア0/1/2/

3/4/5/6はそれぞれ88/14/13/5/9/5/1例であった. (3)脂肪

化Grade 0/1-3別にBMI：21.8 (19.8―23.5 )/24.7 (23.4―

26.5) kg/m2 (p<0.001), 中性脂肪：80 (63―102)/132

(90―174) mg/dl (p=0.001), FPG：104 (96―124) /120

(101―146) mg/dl (p=0.036), HOMA-IR：2.1 (1.3―4.5)

/ 6.7 (2.8―7.5) (p=0.024)と有意差が認められた. 逆

にHbA1cおよび総コレステロールは両群に有意差は認

められなかった. (4) 脂肪化Grade 0/1-3別にUS脂肪肝

スコア(0/1/2/3/4/5/6)はそれぞれ85/13/9/1/0/0/0例と3/1/

4/4/9/5/1例であった(p<0.001). (5)PDFF値とMREの相

関係数は0.0161 (p=0.854)であり, 両者に相関は認め

られなかった. ただしMRE高値例にはPDFF高値例は

認められなかった.

【考案】脂肪化Grade 0と比較してGrade 1以上の症例

ではBMI, 中性脂肪, FPGやHOMA-IRが高値であり,

脂肪化が増悪すればメタボリックシンドロームの悪化

やインスリン抵抗性の亢進が認められた. さらにUS

脂肪肝スコアも高スコア例が多く認められた. MRE

高値例にはPDFF高値例は認められずいわゆるburned

out NASHなどの存在が考えられた.

【結語】MRIによるPDFF測定は脂肪肝診療に有用で

ある.

[ワークショップ]

超高齢者におけるC型肝炎ウイルス
キャリアの自然史

消化器内科
水野和幸､ 豊田秀徳､ 熊田 卓
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】DAAs (Direct Acting Antivirals ) の出現・進

歩によりC型肝炎ウイルス (HCV) キャリアの大半で

ウイルス駆除は可能になった｡ 一方､ 高齢者において

もDAAsは安全に使用できウイルス駆除が可能との報

告が見られる｡ しかし高齢者におけるウイルス駆除の

有効性の評価は難しく､ 高齢HCVキャリアの自然史

を知る必要がある｡ 今回我々は抗ウイルス療法を行わ

なかったHCVキャリアの80歳以降の予後・死因・肝

発癌を検討した｡

【方法】対象は80歳の前後1年以内に血液検査を受け､

その時点で肝発癌の無い342例とした｡ 観察期間中に

DAAs内服を開始した場合は内服開始時点で観察打ち

切りとした｡ 男性は160例､ 遺伝子型は1/2/不明がそ

れぞれ181例/95例/66例､ ALBI gradeは1/2/3がそれぞ

れ226例/114例/2例､ FIB-4 index 3.25以上/未満がそれ

ぞれ180例/162例であった｡ 観察期間中央値は3.8年で

あった｡

【成績】3年､ 6年､ 10年生存率はそれぞれ87.5%､

73.8%､ 52,5%で生存期間中央値は10.5年であった｡

ALBI grade 1 / 2の3年､ 6年､ 10年生存率はそれぞれ

94.0%/75.2%､ 79.9%/62.4%､ 63.1%/35.5%とALBI grade

1が有意に長期生存した(p<0.001)｡ FIB-4 index 3.25未

満/以上の症例で3年､ 6年､ 10年生存率はそれぞれ

91.9%/83.7%､ 79.9%/68.5%､ 69.7%/37.0%とFIB-4 index

3.25未満が有意に長期生存した(p＝0.002)｡ 死因では

肝関連死を28例(34.6%)､ 非肝関連死を53例(65.4%)に

認め肝細胞癌での死亡は19例(23.5%)であった｡ 2年､

4年､ 6年累積肝発癌率はそれぞれ8.7%､ 16.0%､ 19.5

%であった｡ FIB-4 index 3.25未満/以上の2年､ 4年､

6年累積肝発癌率はそれぞれ4.0%/12.7%､ 8.2%/22.8%､

8.2%/29.5%とFIB-4 index 3.25以上が有意に高率に発

癌した(p＝0.001)｡

【考察】80歳以降のHCVキャリアの生存期間は中央

値10.5年と長期であった｡ 80歳以降にDAAs治療を行っ

た症例と比較しDAAsの有効性の証明が必要であるが､

80歳以降でも長期予後が期待でき肝予備能低下例､ 高

度線維化例では積極的に抗ウイルス療法を検討すべき

と考えられた｡

[ワークショップ]

肝細胞癌既治療例に対する抗ウイルス
療法後の再発の検討

消化器内科
水野和幸､ 豊田秀徳､ 熊田 卓
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第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】C型肝炎はDAAs (Direct Acting Antivirals)

治療の出現で ほとんどの症例でのウイルスの駆除が

可能になった｡ 一方､ DAAs治療は従来のIFN治療と

は異なり肝細胞癌 (HCC) の再発を促進する可能性

も示唆されている｡ 今回､ われわれはHCC既治療例

におけるDAAs治療後の再発について検討した｡

【方法】当院で行ったDAAs治療766例中､ HCC既治

療例で､ 直前の治療が肝切除またはRFA､ DAAs治療

後にCTまたはMRIで評価されている64例を対象とし

た｡ さらに､ 上記症例中のHCC最終治療からDAAs治

療の開始が1年以内で治療歴が1回のみの16例を､ 2005

年以降に当院で経験したC型肝炎関連HCC中､ 初回治

療が肝切除またはRFAで年齢､ 性別､ 治療法､ stage､

ビリルビン､ アルブミンで傾向スコア (PS) マッチ

ングを行い､ 各群の累積再発率を検討した｡

【成績】年齢の中央値は74.5歳､ 男性35例､ DAAs治

療はASV/DCV 40例､ LDV/SOF 13例､ SOF/RBV10例､

OMV/PTV/RTV 1例､ 治療回数は1回が39例､ 2回以上

が25例､ 最終治療時のstageは1/2/3が32/29/3例､ 最終

治療は肝切除27例､ RFA37例 (TACE併用17例)､

HCC最終治療からDAA開始日まで中央値291日､ 観察

期間は中央値355日であった｡ 20例で再発し､ 累積再

発率は6か月で17.5％､ 1年で24.3％であった｡ 単変量

解析では治療歴が1回のみの症例で有意に再発率は低

く(p=0.028)､ 最終治療時のstageが低い症例､ 最終治

療が肝切除の症例､ 最終治療日からDAAs開始日数が

長い症例で低再発率の傾向を認めた(それぞれp=0.078､

p=0.061､ p=0.076)｡ その他血液検査所見､ 肝硬度と再

発率の関係は認めなかった｡ 多変量解析でも治療歴が

1回のみの症例で再発が低率であった(p=0.024)｡ PSマッ

チング症例の累積再発率はDAAs非治療群と治療群で､

それぞれ6か月で13.5％と6.3％､ 1年で30.9％と13.5％

と後者で低率であったが有意差は認めなかった(p=

0.109)｡

【結論】HCC既治療例におけるDAAs治療後の再発の

リスクは治療回数が2回以上であることが重要で､

DAAs治療が再発を促進しているとは考えにくかった｡

治療回数の多い症例では画像で指摘しえない病変が存

在する可能性が高く､ 治療後に画像でのより詳細な経

過観察が必要である｡

[ワークショップ]

NAFLDの予後について腹部超音波検査
所見と簡易的線維化マーカーからの検討

消化器内科
水野和幸､ 豊田秀徳､ 熊田 卓
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】脂肪肝は検診では30％から40％に認められ大

きな社会問題となっている｡ 一方最近ではNASHか

NAFLかにかかわらず線維化の程度が予後を決定する

因子であることが注目されている｡ 今回われわれは

NAFLDのhospital-basedのコホートスタディを行った｡

【方法】超音波所見 (bright liver､ 肝腎コントラスト､

脈管の不明瞭化､ 深部減衰) から脂肪肝をピックアッ

プし､ 飲酒量は純アルコールで男性30g/日､ 女性20g/

日以下､ ウイルス肝炎・他の原因を否定され1年以上

経過観察､ 発癌例では経過観察開始後1年以降に発癌

したNAFLD4663例を対象とした｡ これらの症例で経

過観察開始時の脂肪化程度として肝腎コントラストと

高輝度肝で0-3点､ 深部減衰で0-2点､ 脈管の不明瞭化

0-1点の計6点で評価し､ 線維化のマーカーとしてNAFLD

fibrosis score (NFS) =-1.675+0.037 × age (years)

＋ 0.094 × BMI(kg/m2) ＋ 1.13 × IFG/diabetes (yes

= 1, no = 0) ＋0.99 × AST/ALT ratio － 0.013 ×

platelet (×109/l) －0.66 × albumin (g/dl)を算出し､

腹部超音波検査スコア1・2点､ 3・4点､ 5・6点の3段

階に､ NFSは-1.455未満:低､ -1.455-0.676:中､ 0.676超:

高の3段階に分けて死因､ 肝発癌率､ 全死亡率等につ

いて検討した｡

【成績】男性2486名､ 女性2177例､ 年齢62歳(以下4分

位値52-70)､ 平均観察期間は7.0年､ 肝癌発生20例､ 死

亡211例 (肝癌6例､ 肝不全4例､ 脳心血管死50例､ 他

部位癌94例､ 他部位疾患57例) であった｡ Coxの比例

ハザードモデルで全死亡に関与する因子を解析すると

腹部超音波検査における脂肪肝スコアは有意差を認め

なかった(p＝0.076)､ NFSは低に対して中と高は2.316

[1.714-3.131]と5.846[3.822-8.943]であった｡ 肝発癌に

関与する因子ではNFSがNFS低に対して高は5.846

[3.822-8.943]であった｡

【結論】NAFLDの全死亡率は本検討の観察期間では

線維化の程度に密接に関連し脂肪化の程度は関連しな

いと考えられた｡
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[ワークショップ]

脂肪肝による線維化が脳心血管死を
増加させる

消化器内科
水野和幸､ 多田俊史､ 熊田 卓
豊田秀徳
第21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

【目的】脂肪肝は検診では30％から40％に認められ大

きな社会問題となっている｡ 一方最近ではNASHか

NAFLかにかかわらず線維化の程度が予後を決定する

因子であることが注目されている｡ 今回われわれは

NAFLDのhospital-basedのコホートスタディを行った｡

【方法】超音波所見 (bright liver､ 肝腎コントラスト､

脈管の不明瞭化､ 深部減衰) から脂肪肝をピックアッ

プし､ 飲酒量は純アルコールで男性30g/日､ 女性20g/

日以下､ ウイルス肝炎・他の原因を否定され1年以上

経過観察､ 発癌例では経過観察開始後1年以降に発癌

したNAFLD4663例を対象とした｡ これらの症例で線

維化のマーカーとしてNAFLD fibrosis score (NFS) =

-1.675+0.037 × age (years) ＋ 0.094 × BMI(kg/m2)

＋ 1.13 × IFG/diabetes (yes = 1, no = 0) ＋0.99 ×

AST/ALT ratio － 0.013 × platelet (×109/l) －0.66

× albumin (g/dl)を算出し､ NFSは-1.455未満:低､

-1.455-0.676:中､ 0.676超:高の3段階に分けて死因別に

NFSが与える影響について検討した｡

【成績】男性2202名､ 女性1871例､ 年齢61歳(以下4分

位値52-69)､ 平均観察期間は7.1年､ 死亡179例 (肝癌5

例､ 肝不全4例､ 脳心血管死41例､ 他部位癌80例､ そ

の他良性疾患49例) であった｡ BMI25以上/未満､ NFS､

年齢､ 性別を投入し競合リスクを含む累積発生率に対

する多変量解析(Fine-Gray比例ハザード回帰)を行うと

有意な因子としては､ 肝関連死ではNFS低に対し高が

ハザード比(HR)18.01(p=0.019)､ 脳心血管関連死は

NFS低に対し高がHR5.281(p<0.001)､ 年齢が1歳上がる

ごとにHR1.060(p=0.003)､ 肝癌以外の癌死ではNFSは

有意な因子ではなく男性であることがHR1.639(p=

0.034)年齢が1歳上がるごとにHR1.078(p<0.001)､ その

他良性疾患による死はNFS低に対し高がHR3.174(p=

0.037)男性であることがHR3.133(p<0.001)､ 年齢が1歳

上がるごとにHR1.058(p=0.002)であった｡

【結論】NAFLDの死因では､ 肝癌以外の癌死につい

て線維化は影響しないが､ 肝関連死､ 脳心血管死､ そ

の他の良性疾患死については線維化により増加する｡

[ワークショップ]

肝線維化進行例においてもHCV駆除は非肝
関連死を含む全死亡を低下させる
―Propensity scoreマッチングおよび競合
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21回日本肝臓学会大会

平成29年10月 福岡

【目的】肝線維化進行例におけるSVR後の予後につき

検討した.

【方法】対象は当院で1994年から2014年に経験した

HCV 8954例中, 3年以上経過観察され, APRI 1超で,

肝細胞癌 (HCC)を含む発癌例は経過観察開始後1年以

降に発癌, を満たし, さらにIFN-non-SVRを除いた

784例 (IFN-SVR 170例, non-IFN 614例)のうち,

Propensity scoreマッチング (1:1)で背景 (年齢, 性別,

ALT, 血小板, AFP)をマッチさせた130例 (IFN-SVR

群65例, non-IFN群65例)である. これらの症例の死因

および予後につき検討を行った.

【成績】(1)IFN-SVR群とnon-IFN群において年齢, 性

別, 血液データ等の背景に有意差は認められなかった.

(2)経過観察中にIFN-SVR群 7例, non-IFN群 26例で

HCCの発症が認められた. 累積発癌率 (5/10/15/20年)

はIFN-SVR群 1.5/8.6/8.6/ 20.8%でnon-IFN群 12.7/27.9/

37.4/62.0%であった(p＜0.001) (HR, 0.195; 95% CI,

0.083-0.454; p＜0.001). (3)経過観察中にIFN-SVR群

3例, non-IFN群 25例の死亡が認められた. 死因は

IFN-SVR群がHCC 1例, 消化器系癌1例, 外傷1例で,

non-IFN群がHCC 11例, 消化器系癌4例, 心血管疾患3

例, 腎疾患3例, 脳血管疾患3例, 外傷1例であった.

(4) 累積生存率(5/10/15/20年)はIFN-SVR群 100.0/96.1/

96.1/90.8%でnon-IFN群 95.0/78.5/63.2/37.9%であった

(p＜0.001) (HR, 0.105; 95% CI, 0.032-0.349; p＜0.001).

(5)累積肝疾患関連死亡率(5/10/15/20年)はIFN-SVR群
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0.0/1.9/1.9/1.9%でnon-IFN群 5.0/12.4/12.4/26.4%であっ

た(p=0.003) (HR, 0.090; 95% CI, 0.012-0.690; p=0.020).

(6) 累積非肝疾患関連死亡率(5/10/15/20年)はIFN-SVR

群0.0/2.0/2.0/7.3%でnon-IFN群 0.0/9.1/25.4/35.7%であっ

た(p=0.003) (HR, 0.147; 95% CI, 0.034-0.635; p=0.010).

【結論】肝線維化進行例においてもHCVの駆除は肝

疾患関連死だけでなく非肝疾患関連死亡率を含む全死

亡率の改善が期待される.

[セミナー]

肝線維化マーカーを指標とした肝炎・
肝癌のマネジメント

消化器内科
豊 田 秀 徳
第103回日本消化器病学会総会

平成29年４月 東京

[セミナー]

広がったC型肝炎抗ウイルス療法の適応と
治療薬の選択～すべてのC型肝炎ウイルス
感染が治療適応である

消化器内科
豊 田 秀 徳
第27回日本臨床工学会総会

平成29年５月 青森

[セミナー]

｢DAA選択時代の最適な治療戦略を考える｣
Genotype 2型に対する抗HCV療法の現状
と選択

消化器内科
豊 田 秀 徳

第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

[セミナー]

もはや放置は許されない！～肝疾患の治療
だけではないHCV感染症の治療目的

消化器内科
豊 田 秀 徳
第42回日本肝臓学会西部会

平成29年12月 福岡

COPD増悪に対してNPPV管理を行った
DNI症例の現状

呼吸器内科
日 比 美智子
第４回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会 東海支部会

平成29年４月 名古屋

びまん性肺疾患とCOPD 肺癌終末期
における比較検討

呼吸器内科
白木 晶､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 中島治典､ 日比美智子
大曽根祥子､ 堀 翔､ 野田純也
第57回日本呼吸器学会学術講演会

平成29年４月 東京

【背景】終末期医療は重要であり､ 特に悪性腫瘍にお

いては緩和医療の重要性が強く認識されている｡ しか

し､ 良性疾患における終末期医療は､ 終末期の診断が

困難なために､ 十分な緩和医療が行われているわけで

はない｡

【目的】びまん性肺疾患 (ILD) において､ その終末
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期の現状をCOPD､ 肺癌と比較することにより特徴を

明らかにする｡

【方法】2012年～2014年に当科にて死亡したILD､

COPD､ 肺癌症例を対象とし､ 後ろ向きに比較検討し

た｡ 【結果】ILD 65例､ COPD 37例､ 肺癌209例が解

析対象となった｡ 平均年齢(ILD 73.0､ COPD 79.3､

肺癌 71.9歳)､ 死亡までの期間(ILD 1332､ 肺癌 584､

COPD 2073日)､ オピオイドが使用された割合 (ILD

20､ 肺癌 67､ COPD 3%) は､ ILDはCOPDと肺癌の

中間であった｡ 最終入院の在院日数(ILD 30.5､ 肺癌

23.9､ COPD 23.2日)と最後の1年間の入院期間が他の

2疾患よりも長かったが共に有意差は無かった(ILD

55.5､ 肺癌 52.2､ COPD 37.7日)｡ 最終酸素投与法は

ハイフローセラピーが使用される割合が他の2疾患よ

りも高かった(18.5 vs 肺癌 3.3, COPD 2.7%)｡

【結論】終末期医療において､ ILDはCOPDと肺癌の

中間にあると考えられた｡

当院におけるCOPDの終末期医療の現状
びまん性肺疾患､ 肺癌との比較検討

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
第57回日本呼吸器学会学術講演会

平成29年４月 東京

【背景】悪性腫瘍においては国策もあり緩和医療の重

要性が強く認識されているが､ 良性疾患における終末

期医療は､ 終末期の診断自体が困難なために､ 十分な

緩和医療が行われているわけではない｡

【目的】COPDにおいて､ その終末期の現状をびまん

性肺疾患(ILD)､ 肺癌と比較することにより､ 特徴を

明らかにする｡

【方法】2012年～2014年に当科にて死亡したCOPD､

ILD､ 肺癌症例を対象とし､ 後ろ向きに比較検討した｡

【結果】COPD 37例､ ILD 65例､ 肺癌209例が解析対

象となった｡ 平均年齢はCOPDが有意に高く(79.3 vs

ILD 73.0, 肺癌 71.9歳)､ 診断から死亡までの期間も

COPDが最も長かった(COPD 2073､ ILD 1332､ 肺癌

584日)｡ 最終入院の在院日数と最後の1年間の入院日

数は3疾患に有意差は無かった｡ COPDにおいてオピ

オイドが使用された割合は3%で､ 同じ良性疾患であ

るILD 20%よりも低く､ CO2ナルコーシスの頻度が高

かった(64.7% vs ILD 18.5､ 肺癌1.9%)｡ 最終呼吸管

理法はカヌラ/マスクが64.9%と最も多く､ 続いてNPPV

27.0%であり､ ILDで比較的多かったハイフローセラ

ピーは2.7%に使用されたのみであった｡

【結論】COPDの終末期医療は､ ILD､ 肺癌と異なる

ものであった｡

掃除機内の真菌が原因と考えられた
過敏性肺炎の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､ 野田純也
第129回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年５月 名古屋

腸結核による消化管穿孔で発見された
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､ 堀 翔
大曽根祥子
第129回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年５月 名古屋
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Nivolumabによる薬剤性肺障害が
疑われた1例

呼吸器内科
藤原慎二､ 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
第129回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年５月 名古屋

当院における慢性呼吸器疾患終末期の
現状－肺癌との比較

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
堀 翔､ 野田純也
第22回日本緩和医療学会学術大会

平成29年６月 横浜

がん免疫療法を副作用で中止するも腫瘍の
縮小を維持した非小細胞肺がんの1例

呼吸器内科
中 島 治 典
第13回西濃がん診療研究会学術講演会

平成29年９月 大垣

西濃地域における気管支喘息地域連携
パスの現状

呼吸器内科
白 木 晶
第39回西濃喘息研究会学術講演会

平成29年10月 大垣

肺胞出血を呈したGoodpasture症候
群の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､ 堀 翔
第112回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年11月 津

電撃型脂肪塞栓症候群の1剖検例

呼吸器内科
堀 翔､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 野田純也
第112回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年11月 津

胸水貯留を景気に診断されたCastleman病
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､ 堀 翔､ 野田純也
第112回日本呼吸器学会東海地方学会

平成29年11月 津

当院におけるEosinophilic COPDの検討

呼吸器内科
野 田 純 也
西濃Asthma Sumposium

平成29年11月 大垣
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当院における輪状甲状膜穿刺キット
(ミニトラック) 使用の現状

呼吸器内科
中島治典､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 日比美智子
堀 翔､ 野田純也
第27回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成29年11月 仙台

重症肺炎による呼吸不全に対し腹臥位・
APRVの呼吸管理を行い改善が得られた1例

呼吸器内科
堀 翔､ 進藤 丈､ 安藤守秀
安部 崇､ 白木 晶､ 中島治典
日比美智子､ 野田純也
第84回東海呼吸器感染症研究会

平成30年１月 名古屋

[シンポジウム]

吸入連携システムの実際とこれから

呼吸器内科
白 木 晶
第66回日本アレルギー学会学術大会

平成29年６月 東京

[シンポジウム]

呼吸リハビリテーションの意義・有効性

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

平成29年７月 岐阜

[パネルディスカッション]

気管支鏡所見の読み

呼吸器内科
野 田 純 也
第54回日本呼吸器内視鏡学会 中部支部会

平成29年12月 名古屋

[ワークショップ]

吸入指導支援の実践

呼吸器内科
白 木 晶
呼吸ケアリハビリテーション学会

スキルアップセミナー

平成29年11月 仙台

[ワークショップ]

外来呼吸リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第27回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成29年11月 仙台

[ワークショップ]

大垣市民病院の集中治療における早期
リハビリテーション

呼吸器内科
安 藤 守 秀
第45回日本集中治療医学会学術集会

平成30年２月 千葉
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高齢者のADLを考慮した心不全治療

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
永井博昭､ 神崎泰範､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
Heart Failure Conference in Tokai

平成29年４月 名古屋

CTD-PAHに対するselexipagの使用経験

循環器内科
森 田 康 弘
名古屋膠原病セミナー

平成29年５月 名古屋

Protect or not？

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

胸部外科
横手 淳､ 横山幸房
豊橋ライブ

平成29年５月 豊橋

肺腫瘍塞栓性微小血管障害2症例の
心臓超音波による検討

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90回学術集会

平成29年５月 宇都宮

【背景】肺転移の一病態である肺腫瘍塞栓性微小血管

障害(pulmonary tumor thrombotic microangiopathy:PTTM)

はまれな病態であり､ 剖検で初めて診断されることも

多い｡ 今回我々はPTTMの2症例を経験したためその

心臓超音波(UCG)所見を検討した｡

【症例１】57歳女性

腫瘍既往：

X-1年 乳がん､ 多発骨転移と診断

X-1年11月 化学療法開始

原発巣および転移巣の著明な縮小を得たため

X年2月乳房全摘出および腋窩郭清施行

以降化学療法なく経過観察

X年5月頃より息切れ

X年6/10 UCG壁運動異常なし､ TRPG 32mmHg

X年6/28 UCG壁運動異常なし､ TRPG 57mmHg

同日の肺血流シンチにて両側末梢性血流低下を認め､

非典型的ではあるものの肺塞栓と考えRivaroxaban

30mg投与開始

X年7/01 UCG TRPG 67mmHgと悪化を認め入院管理

X年7/05 左肺動脈wedge採血よりAdenocarcinomaを認

めPTTMと診断

macitentan､ epoprostenol､ sildenafilの併用を行ったが

X年7/14 永眠

【症例２】48歳女性

腫瘍既往：

X-7年 左乳がん摘出術､ 術後化学療法開始

X-5年 再発のため化学療法変更

X年11月胆管炎および門脈塞栓症のため入院

Edoxaban導入

X年11/24に退院するも退院後より息切れが著明となった｡

X年12/06紹介受診

UCG壁運動異常なし､ TRPG 87mmHgと著明な右心負

荷認め緊急入院

病歴よりPTTM疑い同日Bosentanおよびsildenafilを導入

X年12/07 UCGし､ TRPG 78mmHgとやや改善

右心カテーテル検査でもmPAP33mmHgであったが右

肺動脈からのwedge

採血でadenocarcinomaが検出されPTTMと診断した｡

selexipagおよび酸素療法にて症状は改善したため緩和

ケアを計画しつつ

X年12/19自宅退院

X+1年1/05 在宅にて永眠

【まとめ】PTTMは末期の状態であり､ 文献上の生存
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退院報告は極少数にとどまり､ 長期生存例は皆無であ

る｡ 心臓超音波では急速に進行する右心負荷を認める｡

進行は極めて急速であり病歴や肺血流シンチの所見も

含めてPTTMを疑った場合､ 右心カテーテルによる迅

速な診断を行い､ 緩和ケアも含めた方針決定を行う必

要がある｡

私の考えるCTO治療戦略

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
CTO conference in Nagoya

平成29年６月 名古屋

Two incision methodを選択して
S-ICDを植え込んだ小児LQT3の1例

循環器内科
山内良太､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 吉岡直輝
杉山大記､ 米山将太郎､ 坪井英之

第２小児科
倉石建治

形成外科
森島容子
第149回日本循環器学会東海地方会

平成29年７月 名古屋

第10回植え込みデバイス関連冬季大会

平成30年２月 横浜

【背景】近年､ 皮下植え込み型ICD(S-ICD)が急速に普

及しているが､ 体格が小さく術後の成長が見込まれる

小児例に対する植え込み報告は稀である｡

【症例】症例はLQT3の10歳男児｡ 140cm､ 42kg｡ メ

キシレチン600mg内服下に生じた心室細動に対する二

次予防目的にICD適応と判断した｡ 徐脈に対するペー

シングが不要であることから､ 経静脈ICDではなく､

S-ICDを選択した｡ 術式は､ two incision methodを

選択した｡ すなわち､ リードを剣状突起近傍のみに固

定しリードの遠位端をフリーにすることで､ 成長時に

もリードが自然な形で傍胸骨部にとどまることを期待

した｡

【結語】S-ICDの標準術式であるthree incision method

に対して､ 傍胸骨柄切開を行わないtwo incision method

は､ 美容上の利点が強調されているが､ 同法は､ 小児

例にも利点があると考える｡

当院におけるTAVR治療の初期成績

循環器内科
今岡拓郎､ 高木健督､ 森島逸郎
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 吉岡直輝
山内良太､ 米山将太郎､ 杉山大記
坪井英之

胸部外科
玉木修治､ 横山幸房､ 横手 淳
長谷川広樹､ 柚原悟史､ 黒田太陽
第149回日本循環器学会東海地方会

平成29年７月 名古屋

急性冠症候群に対するエキシマレーザー
の有用性および限界

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
日本心血管カテーテル治療学会

平成29年７月 京都
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EPA/AA比が心房細動カテーテル
アブレーション後の再発における予測
因子となりうるか？

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､ 吉岡直輝､ 都築一仁

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学
因田恭也､ 室原豊明
日本不整脈心電学会カテーテルアブレーション

大会2017

平成29年７月 札幌

CTD-PHの症例提示

循環器内科
森 田 康 弘
第２回東海CTD-PHセミナー

平成29年７月 名古屋

CTO

循環器内科
吉 田 路 加
TOPIC2017

平成29年７月 東京

PCSK9阻害剤による脂質低下療法の実際

循環器内科
森 田 康 弘
第４回西濃薬剤師連携研究会

平成29年９月 大垣

右房の異なる二箇所に最早興奮を認めた
uncommon AVNRTの1例

循環器内科
神崎泰範､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 坪井英之
第９回濃尾ハートセミナー

平成29年10月 岐阜

内腸骨動脈に塞栓したコイルが遠隔期に中枢
側に移動しtype2 endoleakの原因となった
総腸骨動脈瘤の2症例

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
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29年10月 金沢

TAVI施行6か月で感染性心内膜炎を発症し､
SAVR施行し救命し得た1例

循環器内科
今岡拓郎､ 高木健督､ 森島逸郎
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 吉岡直輝
山内良太､ 米山将太郎､ 杉山大記
坪井英之

胸部外科
玉木修治､ 横山幸房､ 横手 淳
長谷川広樹､ 柚原悟史､ 黒田太陽
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29年10月 金沢
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Yグラフト術後にTEVARを施行し
アプローチの対側が閉塞しBail-outに
難渋した1例

循環器内科
坂本 岳､ 高木健督､ 森島逸郎
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 吉岡直輝､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 坪井英之

胸部外科
玉木修治､ 横山幸房､ 横手 淳
長谷川広樹､ 柚原悟史､ 黒田太陽
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29年10月 金沢

リバーロキサバン倍量投与が有効であった
慢性血栓塞栓性肺高血圧の3症例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
第21回日本心不全学会学術集会

平成29年10月 秋田

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension(CTEPH)

is a rare complication of acute pulmonary embolism

(PE). However, up to 25% of CTEPH patients have no

previous diagnosis of PE. These patients were administered

no anti-coagulation agent. We report 3 cases of PE

whose symptom sustained over 5months and tricuspid

regurgitation pressure gradient (TRPG) were over 50

mmHg. All patients had complete obstruction of distal

brunch, and two patients had large mural thrombus in

right main pulmonary artery brunch.We administered

rivaroxaban (15mg twice daily for 3 weeks followed

by 15mg once daily) to these patients. After 2 months,

all patients had remarkable reduction of thrombus volume.

1 patient had 20mmHg TRPG reduction. Despite of

these favorable result,all 3 patients were still pulmonary

hypertension. We diagnosed them as CTEPH, and

administered another agent such as riociguat. Rivaroxaban

maybe favorable anticoagulation for CTEPH caused by

reduction of chronic thrombus. Of course, other agents

were need for optimal treatment of CTEPH.

EVTかバイパスか運動療法か

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
濃尾ペリフェラル

平成29年10月 名古屋

How I should treat

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
Complex Cardiovascular Therapeutics

平成29年10月 神戸

右室流出路と大動脈左冠尖のSimultaneous
unipolar RFにて根治しえた多発性心室期外
収縮の1例

循環器内科
神崎泰範､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 坪井英之
日本循環器学会第150回東海・第135回北陸

合同地方会

平成29年11月 名古屋

症例は62歳男性. ホルタ―心電図にて一日47000拍の

心室期外収縮を認め, カテーテルアブレーションを施
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行した. 右室流出路前中隔にて-12ms先行する電位が

得られ, 同部位および周囲を通電したが一過性の抑制

のみであった. 左冠尖には-25ms先行する電位を認め

たが, こちらの焼灼も一過性抑制のみであり完全消失

には至らなかった. しかしその後も一日57000拍の心

室期外収縮が記録され, 2回目の治療を施行した. 右室

流出路中中隔および左冠尖にはそれぞれ-23ms, -20ms

先行する電位が得られたが, 初回治療同様, 連続通電

では一過性の抑制のみであった. そこで右室流出路と

左冠尖の同時焼灼を行ったところ, 心室期外収縮は

消失し, 根治に成功した. Simultaneous unipolar RFが

有用であった心室期外収縮の一例を経験したので報告

する.

BAVを7Frシステムにて施行した1例

循環器内科
吉岡直輝､ 高木健督､ 坪井英之
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 森島逸郎
ストラクチャークラブ・ジャパン

平成29年11月 福岡

【症例】95歳女性

【既往】バイパスグラフト術後､ 両側A-Fバイパス術

後､ 陳急性前璧心筋梗塞

【病歴】低心機能を伴うSevere AS (meanPG 52mmHg)

による心不全コントロールに難渋し､ 緊急PTAVが必

要と判断した｡ しかしながら両側鼠径は人工血管となっ

ているためpercutaneous アプローチは困難であり､

Glide-sheath Slender 7Fr (TERUMO)を左上腕動脈に挿

入､ 16㎜バルンでPTAVを施行した｡ 穿刺部もとめ太

くん (XEMEX)で合併症なく止血に成功し､ 術後の心

不全は著明に改善した｡

【考察】従来BAVはプロファイル大口径が必要とさ

れるため､ 下肢アプローチが一般的である｡ しかし､

本症例のように下肢からのpercutaneous アプローチが

困難な症例において16mmとサイズは限定されるが､

上腕動脈から6/7FrGlide sheathを用いてBAV施行する

事が可能である｡ 今後より低侵襲治療が拡大していく

事が予想され､ 穿刺部トラブルを避けるためにもプロ

ファイルの小さなバルーンシステムは合併症を減らす

可能性がある｡ 本症例において16mmバルーンシステ

ムを用いて治療を成し得た症例を報告する｡

癌の存在に苦慮したCTEPHの1例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
PHプレミアムワークショップ

平成29年11月 岐阜

心筋サルベージにおけるエキシマレーザー
の有用性

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
PanPacificPrimary Angioplasty Conference

平成29年11月 京都

側枝にwire通過後に本館のcrossに
難渋した症例

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
YES club 2017

平成29年12月 大阪
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三尖弁腱索にショックリードがトラップ
されたCRT-Dの1例

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 山内良太
杉山大記､ 米山将太郎､ 坪井英之
第10回植込みデバイス関連集会冬季大会

平成30年２月 横浜

症例は８０歳男性

徐脈性心房細動および低心機能による心不全および

NSVT頻発のためCRT-D植え込みを施行した｡

shockリードを三尖弁直下の中隔でscrew-inしたところ

閾値1.5Vであった｡ 位置調整を試みたところscrewが

収納できず､ リード本体回転でもリード先端がfreeに

ならず完全にtrapされた｡ この時点で開心リード除去

術を検討したが侵襲性が高いことと､ ペーシングがで

きていることからこのまま使用する方針とし､ LVリー

ドを挿入してCRTを行った｡ 両心室ペーシングはでき

るものの､ その後も心不全の増悪のため入退院を繰り

返し､ 閾値は徐々に悪化し､ 10月以降はLVのみのペー

シングとなったため12/8に心尖部中隔に新規ショック

リードの追加を行った｡ 最終的には本人の生活管理が

できず再留置後6か月で心不全死となった｡

今回本症例の手技および経過について検討する｡

G.C.のengageに難渋した1例

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
Tokai Hokuriku Youn Doctors Intervention

Meeting

平成30年２月 名古屋

My strategy for LMT Bifurcation

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
LMT summit in Tokai

平成30年２月 名古屋

人工弁留置直後にスタックバルブとなった症例

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
TRENDO

平成30年３月 仙台

Crusade best Case

循環器内科
吉田路加､ 杉山大記､ 米山将太郎
山内良太､ 吉岡直輝､ 古井 宏一
神崎泰範､ 永井博昭､ 高木健督
森田康弘､ 森島逸郎､ 坪井英之
分岐部病変に対する治療戦略検討会

平成30年３月 名古屋

Which score has better predictive
performance of bleeding complication in
patient undergoing PCI who need OAC
and APT: HASBLED, PRECISE-DAPT,
Paris score?

循環器内科
吉田路加､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 古井宏一､ 永井博昭
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神崎泰範､ 吉岡直輝､ 山内良太
杉山大記､ 米山将太郎
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

Clinical Significance of Anterior Low Voltage
Zone after Pulmonary Vein Isolation for the
Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation

循環器内科
神崎泰範､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 坪井英之
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】Although the low voltage zone (LVZ)

of atrium had been suggested to represent adverse atrial

remodeling, the clinical significance of LVZ for

paroxysmal atrial fibrillation (AF) has not been fully

evaluated.

【Methods and Results】We evaluated consecutive 185

patients with paroxysmal AF (68 ± 10 years, 126 males)

who underwent the first time pulmonary vein isolation

(PVI). LVZ were defined as areas of bipolar voltage <

0.5 mV. Among all patients, 25 patients (13.5%) had

LVZ in the anterior, posterior or both site of left atrium.

Although posterior LVZ had no impact on AF recurrence

after PVI, the patients with anterior LVZ had significantly

higher recurrence rate than those without anterior LVZ

(log-rank p = 0.004).

【Conclusion】The prevalence of anterior LVZ might

predict AF recurrence following PVI. Meanwhile, posterior

wall might be modified by PVI.

Left Atrial Spontaneous Echo Contrast
as a Predictor of Arrhythmia Recurrence
after Atrial Fibrillation Catheter Ablation.

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
神崎泰範､ 吉岡直輝､ 山内良太
杉山大記､ 米山将太郎
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】Since left atrial(LA) spontaneous echo

contrast(SEC),a sign of prothrombotic state in LA,may

reflect not only anticoagulation status but also LA

function and atrial fibrillation(AF) burden,we hypothesized

that LASEC may be associated with arrhythmia recurrence

after catheter ablation(CA) for AF.

【Methods】We investigated consecutive 462 patients

(age:67.2±9.8 years,males:72%,LA diameter:40.4±6.4

mm,paroxysmal AF:55%) who underwent transesophageal

ultrasonography(TEE) before AFCA.All patients had

been fully anticoagulated for >3 weeks prior to TEE

and were followed-up in terms of AF recurrence(median

period:12.9 months).

【Results】Figure1 compares AF-free survival after initial

CA between patients with(Grade:1-4) and without(Grade:

0) LASEC. Cox regression analysis disclosed LASEC

as a significant multivariate predictor of AF recurrence.

The results hold true when analyzing AF-free survival

after the last CA(1.2±0.4 sessions).

【Conclusions】Absence of LASEC may be a strong

predictor for the long-term freedom from AF after CA.

Device Implantation after Catheter Ablation
for Paroxysmal Atrial Fibrillation 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､ 神崎泰範
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 坪井英之
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神戸市立医療センター中央病院
小堀 敦

桜橋渡辺病院
井上耕一

天理よろづ相談所病院
貝谷和昭

城山病院
黒飛俊哉

京都大学 循環器内科
木村 剛､ 静田 聡
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】Several retrospective cohort studies

suggested that successful catheter ablation(CA) of

paroxysmal atrial fibrillation(PAF) with sick sinus

syndrome(SSS) may help to waive device implantation

(DI), however, no prospective large studies are available

in this scenario.

【Methods】KPAF registry, multicenter prospective

AFCA registry, included 3,226 PAF patients. AF-free and

device-free survivals were compared between patients

with (SSS; n=368; tachy-brady syndrome, 88%) and

without (Control; n=2,858) SSS.

【 Results 】AF-free survival was almost identical

between the two groups. Before CA, 53(14.4%) SSS and

36(1.3%) Control patients had DI. DI newly occurred in

54(17.1%) SSS and 62(2.2%) Control patients during the

follow-up of 3 years. In SSS group, DIs were done

predominantly within 6 months after CA, and AF recurrence

preceded DI in 48(89%) patients.

【Conclusions】Patients with SSS are at higher risk of

DI than Control, however, DI can be waived in >80%

of them with AF recurrence as a possible predictor

of DI.

Prediction of long-term freedom from
atrial fibrillation after catheter ablation:
Validation of the CAAP-AF Score.

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

神崎泰範､ 吉岡直輝､ 山内良太
杉山大記､ 米山将太郎
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】The CAAP-AF score, a novel simple

tool with scores ranging from 0 to 13 points including

the 6 independent variables, has been proposed recently

to predict long-term freedom from atrial fibrillation(AF)

after ablation. We examined the reproducibility of the

score in the real world clinical practice.

【Methods】We investigated consecutive 583 patients

(age:66.3±9.9 years,male:71.3%,coronary artery disease:

10 .8%,left atrial diameter:39 .9±6.6mm,number of

antiarrhythmic drugs failed:0.4±0.6,persistent or long-

standing AF:45.3%) undergoing initial AF ablation.

【Results】Two models were made by classifying the

patients into subgroups based on the CAAP-AF score

to compare the long-term AF-free survival. Model-1,

interquartile range:Q1≦3;Q2+Q3=4-6;Q4≧7(Figure1A).

Model- 2 ,machine learning using Classification and

Regression Trees(CART):lowest-risk≦5; intermediate

risk=6-8;highest risk≧9(Figure1B).

【Conclusions】The CAAP-AF score may universally

be useful to risk stratify the patients. The score should

be considered when deciding whether to perform AF

ablation in clinical practice.

Iatrogenic atrial septal defect after
catheter ablation for atrial fibrillation:
temporal analysis of the prevalence
and the prognostic significance.

循環器内科
山内良太､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 吉岡直輝
山内良太､ 杉山大記､ 米山将太郎
坪井英之
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】Although iatrogenic atrial septal defect

(IASD) after catheter ablation (CA) for atrial fibrillation
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(AF) is not uncommon, the literature on this topic is

sparse. We hypothesized that IASD may be associated

with AF recurrence due to volume overload as seen in

patients with congenital ASD.

【Methods】We studied consecutive564patients undergoing

initial AFCA (504 radiofrequency, 60 cryo-balloon). Patients

were scheduled to undergo transthoracic echocardiography

(TTE) before discharge, at 3, 6 and 12 months to detect

IASD.

【Results】Figure 1A shows the temporal analysis of

the prevalence of IASD excluding patients with repeated

CA before each TTE. Figure 1B compares arrhythmia

recurrence-free survival between patients with and without

IASD at 3 months.

【Conclusions】IASD heals over time in most of the

patients irrespective of CA methods. However, the

remaining IASD at 3 months after CA may be a predictor

of the subsequent long-term arrhythmia recurrence.

The Predictor of Chronic Thromboembolic
Pulmonary Hypertension in Acute Pulmonary
Embolism

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎､ 高木健督
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
古井宏一､ 吉岡直輝､ 山内良太
杉山大記､ 米山将太郎､ 坪井英之
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】Chronic thromboembolic pulmonary

hypertension(CTEPH)is a rare complication of acute

pulmonary embolism(APE). However, the predictor of

CTEPH in APE patient is unclear.

【Method and Result】To elucidate which parameter could

predict CTEPH, we used machine learning;classification

and regression tree(CART) and random forest. From

1991 to 2016 in our institute, 825 cases of APE were

documented. 50 cases (66.6±16.5 years old, 30 male

subjects;60%) had available echocardiography, laboratory

and medication data. In chronic phase, 8 cases had

pulmonary hypertension(tricuspid regurgitation pressure

gradient ;TRPG >40mmHg). From random forest, TRPG

on acute phase had the best MeanDecreaseGini index.

From CART model, 61mmHg was the best cut off

point to predict CTEPH. (odds ratio 33.3; 95%CI 4.44・

250.0, P<0.001)

【Conclusion】TRPG on acute phase was the best

predictor of CTEPH. Machine learning maybe best

methods

Impact of Clinical Frailty Scale on Long
Term Mortality in the Patients with ST-
elevated Myocardial Infarction

循環器内科
吉岡直輝､ 高木健督､ 坪井英之
森田康弘､ 吉田路加､ 永井博昭
神崎泰範､ 古井宏一､ 山内良太
米山将太郎､ 杉山大記､ 森島逸郎
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【Background】The "frailty" is considered to be

associated with worse prognosis in ST-elevated Myocardial

Infarction (STEMI). However, there is a little data

regarding the impact of clinical frailty scale (CFS) on

STEMI patients.

【Methods】Between 2014 -July and 2017 -March,

consecutive 354 STEMI patients (mean age; 69.8 years,

male; 76.6%) undergoing percutaneous intervention were

retrospectively reviewed. Patients were categorized into

3 groups (CFS1-3; 281 patients, CFS 4-5; 62 patients,

and CFS 6-7; 11 patients). Study endpoint was all-death

and the impact of CFS on all-death was evaluated.

【Results】During study period (median 468 days), all-

death were observed in 38 patients. After cox-regression

analysis, CFS was associated with all-death (adjusted-

HR: 1.99, 95%CI; 1.11-3.54, p=0.02). Kaplan-Meier

curve were illustrated according to CFS stage.

【Conclusion】CFS has an impact on the long-term

mortality in STEMI patients.
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[シンポジウム]

TAVI術後の患者管理とPCIに必要な情報

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
第39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29年５月 名古屋

[シンポジウム]

Optimal ２-stent technique

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
日本心血管カテーテル治療学会

平成29年７月 京都

[パネルディスカッション]

A rare case of HIT without re-exposure
of heparin at the time of thrombotic
events

循環器内科
吉田路加､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
日本心血管カテーテル治療学会

平成29年７月 京都

[ラウンドテーブル]

Without DCA

循環器内科
高木健督､ 森島逸郎､ 森田康弘
吉田路加､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
日本心血管カテーテル治療学会

平成29年７月 京都

[ラウンドテーブル]

Which OACs is better, VKA or NOACs,
in patients with AF undergoing PCI

循環器内科
吉田路加､ 森島逸郎､ 森田康弘
高木健督､ 神崎泰範､ 永井博昭
坪井英之
日本心血管カテーテル治療学会

平成29年７月 京都

[ラウンドテーブル]

心房細動患者における最適な治療を考える

循環器内科
森 島 逸 郎
日経メディカル座談会

平成29年９月 横浜

神経発達障害が基礎にあるてんかん合併例

小 児 科
藤井秀比古､ 加藤雅弘､ 山田佑也
稲川明良､ 鹿野博明､ 岩田晶子
中嶋義記
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第 7 回西濃てんかん症例検討会

平成29年４月 大垣

症例は14歳､ 男子｡ 在胎37週､ 体重3250ｇにて出生｡

家族歴は特記すべきことなし｡ 1歳半健診にて有意語

なく､ 3才時､ 自閉症と診断される｡ 小学校より特別

支援クラスへ入級した｡ 8歳時 授業中ぼーとしてい

ることを､ 担任に指摘され当科受診｡ EEGにて､ 右前-

中側頭部に棘波が頻発しており､ てんかんと診断し

CBZを開始したが､ 投薬1年後に中断となっていた｡

中学より支援学校へ入学｡ 人とのかかわりを楽しめる

ようになる｡ 精神科クリニックにて無投薬観察中であっ

た｡ 14歳時､ 昼寝の時に1分程度の全身硬直けいれん

を､ 1か月に1回の頻度になったため当科を再受診｡ 脳

波検査にて棘波等の異常を認めなかったが､ 成育歴お

よび臨床症状より自閉症スペクトラム障害に併存した

てんかんと診断した｡ 精神発達障害のてんかん合併例

について考察した｡

経母乳感染が疑われた遅発型B群溶血性連
鎖球菌(GBS)敗血症の2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

診療検査科 (検査)
浅野裕子
第120回日本小児科学会学術集会

平成29年４月 東京

経母乳感染が疑われた遅発型B群溶血性連鎖球菌(GBS)

敗血症の2例を経験した｡ 症例1は日齢3､ 15､ 34にGBS

敗血症を反復した女児｡ 産前スクリーニング検査は

GBS陰性｡ 感染経路を検索し､ 母が児の日齢16に乳腺

炎を発症していたことが分かった｡ 母乳培養と両親の

咽頭培養はいずれもGBS陽性であった｡ 母乳栄養を中

止し､ 両親の抗菌薬内服と手洗いの徹底を指示した｡

以後再発はなかった｡ 症例2は2ヵ月女児｡ 産前スクリー

ニング検査はGBS陽性｡ 発熱を主訴に受診し､ 入院加

療を開始した｡ 受診同日から母が乳腺炎で抗菌薬内服

を開始していた｡ 翌日に血液培養でGBS陽性が判明し

た｡ 症例１と同様に母乳栄養を中止した｡ 母乳培養は

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､ 以後再発はなかった｡ 遅発型GBS感染症

を診断した際､ 母乳栄養の中止と母乳培養の施行が再

発予防と感染経路の把握に有用である可能性がある｡

発達性ディスレクシア9例の臨床的特徴と
心理発達検査の評価

小 児 科
藤井秀比古､ 福岡明日香､ 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120回日本小児科学会学術集会

平成29年４月 東京

【目的】発達性ディスレクシア (Developmental

Dyslexia) 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ディスレクシアの9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｡

【対象と方法】対象は2013年7月から2016年6月までに､

特異的発達障害 診断・治療のための実践ガイドライ

ン (稲垣ら) に基づき､ 発達性ディスレクシアと診断

した9例｡ 年齢､ 性別､ 知能検査､ 音読検査の特徴お

よび治療､ 支援の内容を検討した｡ 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8.9 (6-11) 才､ 男児8例､

女児1例､ 全般的知能検査の平均IQは､ 94.1 (85-107)

であった｡ 下位検査評価点はワーキングメモリーが言

語理解および知覚推理に比して優位に低値であった｡

併存症として学校不適応5例 (56 ％)､ AD/HD 4例

(44 ％)､ 自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症2例 (22 ％) が認められた｡

主に併存症に対して通級指導6例 (67 ％)､ 薬物療法

3例 (33 ％) が施行されていた｡

【考察】発達性ディスレクシアの臨床像と心理発達検

査の特徴が明らかとなった｡ 患児の医療的支援は､ 背

景にある併存症状の対応が重要であった｡
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体重減少を主訴に受診し､ ビタミンD
欠乏性くる病と診断したパキスタン人
男児の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120回日本小児科学会学術集会

平成29年４月 東京

【はじめに】近年ライフスタイルの変化による乳幼児

のビタミンD欠乏性くる病の報告が増加している｡

偏食や適度な日光浴不足が原因であることが多く､ 診

断後の生活指導が重要となってくる｡

【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､ 動揺歩行を認めた｡ 血清Ca 5.9

mg/dl､ 25 (OH) D 5.4ng/ml､ 血清P 3.5mg/dl､ ALP

2302IU/l､ intactPTH137pg/ml､ 牛乳の非特異的IgEの値

は37.50 UA/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､ 生

活指導を行った｡ その後ALP 1090IU/l CA 9.3 mg/dl､

intact-PTH 38pg/mL と改善を認めた｡ 内服中止後も

経過は良好である｡

【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｡ 診断後も両

親の日本語理解不足から治療がなかなか進まなかった

が､ 家族のライフスタイルに配慮し日本語を理解でき

る姉と連絡を取り合うことで改善にいたったと考えら

れる｡

白血球尿を呈さず､ 画像所見により診断が
得られた急性巣状細菌性腎炎 (AFBN;
acute focal bacterial nephritis)の2例

小 児 科
吉 川 祥 子

第176回 岐阜県小児科懇話会

平成29年６月 岐阜

第270回日本小児科学会東海地方会

平成29年６月 名古屋

【症例1】14歳女子｡ 発熱､ 左下腹部痛を主訴に受診｡

左CVA叩打痛あり｡ 尿検査異常なし､ CRP10.76mg/dl､

白血球数11,520/μLと高度の炎症反応あり｡ 尿培養

Escherichia coli 少数｡ 腹部超音波検査で左腎腫大､

腹部造影CTで左腎軽度腫大と下極の造影不良域を認

め､ AFBNと診断｡ CTRX2週間投与後退院｡ 外来で

CCL1週間内服し再燃なし｡ 半年後の遠隔期DSMAシ

ンチで瘢痕なし｡

【症例2】7歳男児｡ 8日前より数日おきに繰り返す発

熱を主訴に受診｡ 特記すべき身体所見なし｡ 尿検査異

常なし､ CRP9.54mg/dl､ 白血球数8250/μLと高度の炎

症反応あり｡ 尿培養Klebsiella oxytoca少数｡ 腹部超音

波検査では左水腎症､ 腹部造影CTで左腎に楔状の造

影不良域を認め､ AFBNと診断｡ 急性期DSMAシンチ

で左上極に集積低下あり｡ CTRX2週間投与後退院｡

外来でTFLX1週間投与し再燃なし｡

【考察】AFBNの症状は非特異的で､ 尿検査で異常を

呈さない場合があり､ 診断に苦慮することが多い｡ 積

極的な画像検査を行わないと診断に至らないが､ 腎瘢

痕などの後遺症を残さないためにも早期診断・治療が

重要だと考えられる｡

救命に至らなかった劇症型溶連菌
感染症の1例

小 児 科
後藤弘樹､ 吉川祥子､ 稲川明良
沼田侑也､ 鹿野博明､ 藤井秀比古
中嶋義記
第177回岐阜県小児科懇話会

平成29年９月 岐阜

症例は11歳男児｡ Miller dieker症候群､ 脳性麻痺､ 症

候性てんかんにて当院通院中｡ 受診2日前から40℃台

の発熱を認め､ 受診前日よりてんかん発作を繰り返し､

右下肢の自動運動低下を認めていた｡ 発熱が続き､ 右

下肢の自動運動低下のため救急要請し当院ER受診｡

整形外科疾患は否定的であり､ 当科にて精査を開始し
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た｡ CPK1515､ CRP22.54､ WBC32940､ Plt11.9｡ septic

workを施行し､ VCM､ MEPM投与開始としたが､ 徐々

にBPとHR低下を認めた｡ DIC､ 敗血症性ショックと

考えられ､ 強心剤などにて加療を行ったが､ 甲斐なく

永眠された｡ 各種培養より劇症型溶連菌が検出され､

劇症型溶連菌感染症による敗血症性ショックと診断した｡

部分てんかんの1小児例 (紹介症例から)

小 児 科
鹿 野 博 明
第８回西濃てんかん症例検討会

平成29年10月 大垣

【目的】当科で診療している部分てんかんの1小児例

を提示し､ 脳波を中心に検討する｡

【症例】12歳､ 男性

【主訴】体が勝手に動く

【現病歴】小5ぐらいから､ 茶碗をよく落とす｡ 週2回

ぐらいある｡ テレビを見ていて､ 突然上腕がぐっと動

く｡ 両手とも同時になり､ 自分の意思で止められない｡

ミオクロニーではなく､ がたがたする｡ 3秒で治まる｡

元々運動は苦手､ ズボンをはくときによく転倒する｡

中学校でも時々字がふるえる｡ 鉛筆は落とさない｡ 発

作は毎日あり､ 本人すべて記憶ある｡ 運動はラケット

ものをしない｡ 部活は柔道部､ 筋トレのみにしている｡

通学は自転車で､ 転倒ない｡ X年Y月Aクリニック初

診､ 頭部CT異常なし｡ 精査目的で紹介｡

【既往歴】(X-3)年 自転車事故｡ 両手が震えて､ ブ

レーキに力はいらず｡ T字路でそのまま壁に衝突｡ 当

院救急搬送され､ 帰宅｡

【既往歴/周産期】正常分娩､ 異常なし｡ 検診異常な

し｡ 学校検診異常なし｡ 心臓検診異常なし｡

【家族歴】てんかんなし｡

【現症】身長:160.9cm 体重:83.3kg 皮膚:発疹なし

意識は清明｡ 歩行普通｡ 眼球運動正常｡ 意識は清明｡

【脳波】右前頭部から始まる､ 全般的な棘徐波複合1

秒ぐらいが多数｡

【検査】NH3 46.3､ 白血球数 7490(好中球比率 49.5)､

ゾニサミド(ZNS)

4.6､ Aクリニック 頭部CT 明らかな出血なし､ 浮

腫なし､ 萎縮なし｡

【経過】部分てんかん (2次性全般化の疑い) と診断

した｡ カルバマゼピン開始､ 数日後､ 音感に違和感を

認め､ 発疹 (皮膚痒感伴う) が出現したため当科再診｡

副作用と診断､ ZNS100へ変更｡ X年(Y+1)月 一人で

いた際に初めての意識消失発作､ 四肢がけいれん､ 泡

吹いて倒れているところを家人が発見｡ 3分ほど持続

した｡ 本人記憶なし｡ 血中濃度が低めであったため､

ZNS200に増量して､ その後痙攣なし｡

【説明内容】抗てんかん薬開始し､ 発作なくなってか

ら練習参加した方が良い｡ 発作が出ると､ 受け身がで

きない可能性あり｡ 投げられたときに受け身ができな

いと危険である｡ 自転車の運転は注意が必要｡

【結論】部分てんかんの1例を経験した｡ 3年前の自転

車事故の時に､ てんかんの可能性を疑い､ 脳波検査な

どを検討すべきであったと思われる｡

当科におけるテビペネムピボキシル
処方例の臨床的検討

小 児 科
鹿 野 博 明
第49回東海抗菌化学療法研究会

平成29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2017年10月までに当科

にてTBPM-PIを投与された64例 (外来46例､ 入院18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4か月､ 性別は男子35例､ 女子

29例､ 診断名は肺炎40例､ 肺炎・中耳炎合併4例､ 中

耳炎8例､ 咽頭炎6例､ 急性気管支炎5例､ 尿路感染1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49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

12例､ CDTR 9例､ CAM 8例であった｡ 投与前後に

血液検査を実施できた25例中24例で投与後のCRP値､

WBC数が低下した｡ 培養検査は38例で実施され､ 検

出した菌種は､ H. influenzae 18例､ S. pneumoniae

13例､ M. catarrhalis 9例､ S. aureus 3例､ およびE. coli

1例であった｡ TBPM-PIを投与してから解熱するまで
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の期間は､ 確認できた症例では､ 翌日が24例､ 2日後

が8例であった｡ 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｡ 紹介時または入院中に解熱した例に処方され､

その後の再び発熱した症例はなく､ 有効であったと考

えられた｡ 培養検査ではH. influenzae､ S. pneumoniae､

M. catarrhalis検出例が多く､ いずれも有効であったと

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｡

当科で経験した苺状血管腫の2例

小 児 科
稲川明良､ 吉川祥子､ 沼田侑也
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 中嶋義記
第46回西濃小児科医会学術講演会

平成29年11月 大垣

【はじめに】いちご状血管腫 (乳児血管腫) は乳児期

で最も頻度の高い腫瘍の１つで女児､ 早産児､ 低出生

体重児に多くみられる｡ 人種により頻度が異なり､ 白

人で2-12%が一番多く､ 日本人は0.8-1.7%と報告され

ている｡ 発生部位は頭頸部60%､ 体感25％､ 四肢15%

と差がある｡ いちご状血管腫は真皮内の血管内皮細胞

の増殖による未熟な血管の増生が原因と言われている｡

特徴として､ 出生時には存在しない､ あるいは小さな

前駆病変のみ存在するが出生２週間頃から病変が顕在

化し､ かつ自然退縮する一連の自然歴がある｡ 年齢に

より､ 増殖期､ 退縮期､ 消退期に分けられる｡ 病変の

部位により皮膚表面のみの局面型､ 皮膚表面と深部の

両方にわたる腫瘤型､ 深部のみの皮下型と大きく3タ

イプに分類される｡ いちご状血管腫の治療は､ 自然消

退傾向があり多くは経過観察のみで良いと言われてい

るが､ 病変の部位や大きさによっては､ 機能的あるい

は整容的に大きな支障をきたす事例が存在するため治

療目標の多様化を認め個々の症例に対応することが必

要である｡ 早期治療介入の対象として､ 未治療の場合

整容面で醜状を残す恐れがある病変の他に､ 巨大病変

によるうっ血性心不全､ 気道病変､ 出血を伴う潰瘍形

成､ 眼瞼眼窩病変での弱視､ 斜視､ 乱視､ 両側の耳下

腺病変に伴う外耳道閉鎖などが挙げられる｡ 治療法と

してレーザー治療､ 精神的サポートが一般的だが2016

年からプロプラノロール内服が本邦でも保険適応とな

り症例報告が増加している｡ フランスでいちご状血管

腫を有する肥大型心筋症の児にプロプラノロールを内

服させたところ縮小したことから研究がすすんだ｡ 作

用機序は明らかとなっていないが､ 一酸化窒素の放出

を減らすことによる血管収縮､ VEGFや塩基性線維芽

細胞増殖因子などの血管新生シグナルを遮断して血管

腫の成長を止める､ 血管内皮細胞の増殖においてアポ

トーシスを誘導し血管腫を退縮させるといわれている｡

【症例】4か月の女児､ 3か月の女児｡ プロプラノロー

ル内服開始し約半年で苺状血管腫はかなり縮小した｡

【考察・結語】プロプラノロール内服を行なったいちご

状血管腫の２例を経験した｡ 内服終了の判断材料とし

てCT,MRIで判断することが一般的であるが､ カラー

ドップラー検査が有用である｡ 内服中止後の増大の報告

もあり中止のタイミングを見極めることが重要である｡

血清アミラーゼ高値を呈したアナフィ
ラキシーの1例

小 児 科
松井真実､ 鹿野博明､ 吉川祥子
稲川明良､ 沼田侑也､ 藤井秀比古
中嶋義記
第178回岐阜県小児科懇話会

平成29年12月 岐阜

【症例】3歳男児｡ 1歳時 ピーナッツ摂取時に蕁麻疹

の既往あり､ 除去指導されていた｡

【主訴】全身の発疹､ 喘鳴｡

【現病歴】保育園の遠足に持参したお菓子の詰め合わ

せの中にピーナッツ入りのチョコレートが1個含まれ

ていたが､ 気づかずに摂取した｡ その後顔面の発疹､

喘鳴､ 腹痛､ 嘔吐を認め救急要請された｡ 来院時､

SpO2 97％ (Room Air)｡ 傾眠傾向｡ 顔面､ 体幹部中

心とした全身膨隆疹あり｡ 胸部に喘鳴を聴取し､ 心窩

部に圧痛を認めた｡ アナフィラキシーと診断し､ 入院

された｡

【検査】AST 27IU/L､ ALT 16IU/L ､ AMY 1250IU/L､
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P-AMY 1094IU/L､ ピーナッツ特異的IgE 8.19UA/mL､

Arah2 4.50UA/mL｡ 腹部超音波検査､ 腹部造影CT検

査にて膵腫大､ 膵辺縁の不整化､ 膵周囲の浸出液貯留

のいずれも認めなかった｡

【経過】エピネフリン筋注および急速輸液､ ヒドロコ

ルチゾンを投与､ ケトチフェンを処方した｡ 第2病日

には腹痛症状は改善し､ AMY 171IU/L､ P-AMY 33I

U/Lと低下していた｡ ピーナッツ除去を継続するよう

指導し､ 退院とした｡

【考察および結論】ピーナッツによるアナフィラキシー

に､ 血清アミラーゼ値の上昇を合併した一例を経験し

た｡ アナフィラキシーにアミラーゼ高値を示した報告

例は少なく､ 腹痛を伴う例では注意が必要であると考

えられた｡

嘔吐を伴うてんかん発作の1例

小 児 科
吉 川 祥 子
第３回岐阜小児てんかん入門セミナー

平成29年12月 岐阜

【主訴】痙攣

【現病歴】3歳0カ月男児｡ 嘔吐を伴い30分以上持続す

る痙攣重積のため救急車にて当院受診｡ MDZ使用し

頓挫した｡ 痙攣は頓挫し意識は速やかに回復した｡ 頭

部MRI､ 髄液検査､ 血液検査を施行するも特に異常な

し｡ 翌日退院となった｡ 退院後の脳波では睡眠時脳波

でF4､ C4､ P4で棘波や棘徐波が出現し二相性や三相

性を示す部分もみられた｡ 同様のエピソードを4回繰

り返した｡

【まとめ】上記の経過からpanayiotopoulos症候群が疑

われた｡ 今後も発作を繰り返す場合は繰り返し脳波検

査を行う必要がある｡

当院で経験したRSウイルス脳症の
1男児例

小 児 科
吉川祥子､ 稲川明良､ 沼田侑也
鹿野博明､ 藤井秀比古､ 中嶋義記

第20回岐阜小児感染症懇話会

平成30年１月 岐阜

2歳男児｡ 発熱・咳嗽を主訴に当院紹介受診｡ 同胞

がマイコプラズマに罹患しており､ マイコプラズマ感

染症の疑いで入院となった｡ 入院翌日全身性強直性痙

攣ありミダゾラム､ フェノバール使用し1時間で頓挫

した｡ 呼吸状態の悪化を認めたため気管挿管施行した｡

迅速検査でRSウイルスが陽性であり､ RSウイルス脳

症と考えられた｡ グロブリン投与､ メチルプレドニン

パルスなどの投与を行った｡ 第10病日に抜管､ 第37病

日に退院となった｡ 退院時は未定頸､ 追視不可､ 経管

栄養であった｡ RSウイルス感染において呼吸状態が

悪化することが比較的少ない年長例でも脳症を発症し

後遺症を残す可能性があり注意を要する｡

確認の強迫行為と摂食制限による低血糖
を呈した6歳女児例

小 児 科
藤井秀比古､ 上野弘貴､ 山田佑也
三谷真優､ 吉川祥子､ 稲川明良
沼田侑也､ 鹿野博明､ 中嶋義記
第20回岐阜こどもの発達研究会

平成30年１月 岐阜

症例は7歳女児｡ やりなおし行動､ 食欲不振を主訴

に受診｡ 在胎39週､ 体重2510gで出生｡ 健診での指摘

はなく､ 定型発達の児｡ もともとこだわりがあったが､

集団での問題行動はなかった｡ 1年前に近医で溶連菌

感染症に罹患し抗菌薬を内服した既往がある｡ 2週間

前から朝起きてから､ 歯磨き､ 食事､ 入浴など何度も

やり直す行動がひどくなり､ 食事をとらなくなってき

たため､ 近医より当科紹介となった｡ 入院時血糖48と

低血糖を認め入院となった｡ 頭部MRI､ 脳波､ 髄液検

査は異常なし｡ 入院後も食事を何度もやり直す行動が

みられたが､ 1週間の経過で､ 日常生活に支障がない

程度に回復し第9病日に退院となった｡ 急性に発症し

た強迫行為､ 食物摂取制限が､ 短期の経過で改善した

ことより､ 小児自己免疫性溶連菌関連性精神神経障害

(PANDAS) あるいはその類縁疾患である小児急性精

神神経症候群 (PANS) が疑われる症例であった｡
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うどん誤嚥により呼吸困難症状を呈した
２歳男児例

小 児 科
加藤大幾､ 吉川祥子､ 稲川明良
沼田侑也､ 鹿野博明､ 藤井秀比古
中嶋義記
第179回岐阜県小児科懇話会

平成30年３月 岐阜

【はじめに】気管支異物は頻度の少ない疾患ではある

が､ 幼小児に多く､ 異物の種類や場所などにより呼吸

困難や感染を引き起こす｡ 今回当科でうどんが原因と

考えられた気管支異物の症例を経験したため報告する｡

【症例】２歳男児｡ 夕食にうどんを食べながら歩いて

いた際に廊下で転倒｡ 直後から咳嗽が出現したが､ そ

のまま就寝した｡ 就寝中に胸痛と呼吸困難感を訴えた

ため当院救急外来を受診した｡ 受診時左呼吸音の減弱

を認め､ SpO269%と低下を認めた｡ 胸部Xpで左肺野

全体の無気肺を認め､ 胸部CTで左主気管支にうどん

と思われる異物を認めた｡ 緊急で全身麻酔下での気管

支鏡検査を依頼し左主気管支の異物を除去｡ 除去後か

ら呼吸状態は安定､ 胸部Xpでの無気肺は改善傾向｡

抗生剤投与を行い､ 全身状態良好のため第８病日退院

した｡

【考察と結語】気管支異物はピーナッツなどの豆類の

報告が多いが､ うどんによる気管支異物を経験した｡

胸部Xpで異物が明らかでない場合は胸部CTが診断に

有効である｡ また､ 診断確定には詳細な病歴の聴取が

重要であり､ 疑わしい場合は状態に配慮し迅速な検査

が望まれる｡

S-ICDを導入したQT延長症候群3型
(LQT3) の10歳男児

第２小児科
野村羊示､ 加藤雅弘､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治

循環器内科
森島逸郎

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第123回東海小児循環器談話会

平成29年４月 名古屋

生後2ヶ月時､ VFのためDCで蘇生｡ QTcは0.52秒｡

VT予防にpropranololが無効でmexiletineが有効だった｡

SCN5A遺伝子変異がありLQT3と診断｡ 自宅にAEDを

設置した｡ 7歳時､ 自宅でVFのためAEDで蘇生した｡

10歳時､ 意識消失発作が2度あり､ てんかんとの鑑別

を要した｡ 脳波で痙攣波があり､ 発作の原因はてんか

んと考えられたが､ VFの既往のためS-ICDを導入した｡

胎児期より四肢短縮を認めた
Osteocraniostenosisの1例

第２小児科
沼田侑也､ 吉川祥子､ 本部和也
橋本美緒､ 伊野 学､ 前田剛志
谷口顕信
第57回岐阜県周産期懇話会

平成29年４月 高山

【はじめに】OsteocraniostenosisはKenny Caffey症候群

類縁疾患で, 著明な低身長や低カルシウム血症, 大泉

門の開大, 著明に細い長幹骨, 脾臓の低形成などを伴

う重症な疾患である.

【症例】自然妊娠で家族歴に特記事項なし. 在胎15週

頃からFGRと四肢短縮を指摘されていた.在胎41週0日

に胎児機能不全のため緊急帝王切開にて出生した. 出

生体重1692g(-4.9SD), 身長40.0cm(-5.3SD), 頭囲30.0cm

(-2.8SD)の女児. Apgar scoreは1分値3点､ 5分値6点.

大泉門の開大や前額部突出, 小さい口､ 四肢短縮を認

め, X線検査所見で頭蓋骨の骨化不全や著明に細い長

管骨, 骨陰影の増強を認めた. 日齢11に痙攣を生じた

ことをきっかけに副甲状腺機能低下症が判明した. そ

の後の経過中に新生児-乳児消化管アレルギーも合併

し日齢58に転院した. 転院後にOsteocraniostenosisと診

断された.

【考察】本症は非常にまれな疾患であり, 国内での報

告も散見する程度である. 先天性の副甲状腺機能低下

症や特徴的な骨症状を認める場合には鑑別する必要が

ある.
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水泳中に突然死し､ 潜在性QT延長
症候群と考えられた1例

第２小児科
倉石建治､ 野村羊示､ 太田宇哉
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
第53回日本小児循環器学会・学術集会

平成29年７月 浜松

【背景】安静時QT時間が正常の潜在性QT延長症候群

(LQT)は診断が困難だが､ torsade de pointesや心室細

動を生じうる｡ 我々は､ QT時間が正常境界にも関わ

らず水泳中に突然死した1例を経験したので報告する｡

【症 例】7歳女児｡ 小学校1年の心臓検診でQTc=0.45

秒のため当科を受診した｡ 自覚症状や既往歴､ 家族歴

はなかった｡ 身長110.2cm､ 体重21.5kg､ 体温36.6度､

血圧102/50mmHg､ 脈拍66/分で理学所見に異常なかっ

た｡ 心エコー異常なし｡ QTcは安静時心電図で0.40秒､

ホルターでも0.41̃0.45秒と判定され､ 心室期外収縮も

なかった｡ そのためLQT疑いとして通院した｡ 以後も

無症状で､ 半年に1回マスター負荷心電図検査(マスター)

を受けたで､ QTcは安静時0.40̃0.46秒､ 運動負荷後0.40̃

0.46秒と判定され､ 運動制限は受けていなかった｡ 小

学校4年時､ 水泳の授業中に溺れ､ 心肺停止で他院に

搬送されて一旦心拍は再開したで死亡された｡ モニター

上QT延長を認めた｡ Fridericia補正 QT時間( QTcF)を

後方視的に検討すると､ ホルターでは413̃453msで､

心拍数130以上で延長していた｡ 2年間で合計4回行わ

れたマスターではQTcF=381̃472msで､ 負荷中の延長

が多かった｡

【考察】遺伝子異常があってもQT時間が正常であっ

たり､ QT時間が正常や境界域であっても失神や心停

止を生じた報告があり､ 心肺蘇生例ではQT時間が正

常でもエビネフリン負荷試験を行うべきとの意見があ

る｡ しかし無症状の場合は薬物負荷を行うことは躊躇

され､ 運動負荷では心電図波形の乱れから計測が難し

い｡ 自動体外式除細動器が普及した現在､ このように

QT時間が正常境界であっても運動負荷で延長する症

例は､ 水泳を禁止することで救命できる可能性がある｡

動脈管早期閉鎖･狭窄と診断した2症例
の報告

第２小児科
太田宇哉､ 野村羊示､ 西原栄起
倉石建治
第53回日本小児循環器学会・学術集会

平成29年７月 浜松

【はじめに】動脈管早期閉鎖・狭窄は出生後の肺高血

圧､ 右心不全､ 新生児死亡の原因であり､ 重度は症例

によって様々である｡ 我々は､ 出生前に胎児不整脈を

指摘され､ 出生後に動脈管早期閉鎖と診断した例と､

胎児期より詳細な観察を行うことが出来た動脈管早期

狭窄の例を経験したので報告する｡

【症例1】在胎40週2日定期健診で異常なし｡ 在胎40週

3日陣痛あり前医受診し胎児不整脈を指摘され当院搬

送｡ 帝王切開にて出生しApgar score1分7点5分8点､

出生体重3754gであった｡ 全身の浮腫は新生児相当と

軽度であり心電図で心拍200bpmの2:1AFLと診断した｡

ジゴキシンで心拍コントロールを行い4:1となり､ そ

の後にsinusに復帰した｡ 出生直後に行った心臓超音

波検査では右室心筋は肥大し動きが不良で､ 動脈管は

閉鎖していたため動脈管早期閉鎖と診断した｡ 出生半

日後より胆汁混じりの嘔吐出現｡ 注腸造影を施行も通

過障害を認めず胎児期の心負荷が原因と考えた｡ 嘔吐

は徐々に改善しAFLの再発は無く日齢9に退院した｡

【症例2】妊娠39週0日に右室機能不全を指摘され紹介

受診｡ 胎児超音波検査では心臓の構造は正常で胎児水

腫を認めず､ CTAR27.5％､ 心横径45.7mm､ 三尖弁径

12.4mm､ 三尖弁逆流moderate､ 右室の動きは不良､

右室拡大あり､ 動脈管はtrivial shuntと閉鎖傾向であっ

た｡ 動脈管早期狭窄と診断した｡ 帝王切開で出生し中

枢性チアノーゼを認めたが酸素投与で回復した｡

Apgar score1分8点5分9点､ 出生体重3354gであった｡

出生後の酸素投与下での心臓超音波検査ではLVEF

60.8％､ 右室壁は肥厚し動きは不良であった｡ 三尖弁

輪径は14.6mm､ 右心室横径は16.2mm､ TAPSEは3.2mm

で三尖弁閉鎖不全症はtrivialまで改善､ RVp35.1mmと

重度のPHは認めなかった｡ 動脈管は出生直後わずか

に開存していたが､ 出生から1時間後には閉鎖を確認

した｡ BNPは4272pg/mlと高値であったが見た目の重

症感は見られなかった｡ 日齢1に酸素を中止､ 日齢5の

BNPは144 pg/mlと改善し日齢7に退院した｡ 2症例と
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も､ 非ステロイド抗炎症剤やコルチコステロイドの母

体投与は認められなかった｡

【結語】動脈管早期閉鎖・狭窄の2例を経験した｡ 症

例1は発見された契機が不整脈であり胎児不整脈の原

因となると考えられた｡ 2症例目は胎児期より観察し

得たため出生後も詳細に評価する事が出来た｡ ともに

右心肥大や右室機能の低下を認めたが肺高血圧も軽度

で酸素や自然経過で改善した｡

総肺静脈還流異常症3型の術後遠隔期
に蛋白漏出性胃腸症を発症した1例

第２小児科
野村羊示､ 加藤雅弘､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治

胸部外科
玉木修治

静岡県立こども病院 心臓血管外科
福場遼平､ 坂本喜三郎

静岡県立こども病院 循環器科
土井悠司､ 新居正基
第53回日本小児循環器学会・学術集会

平成29年７月 浜松

【緒言】収縮性心膜炎(CP)により蛋白漏出胃腸症(PLE)

を発症することがあるが､ 先天性心疾患の術後遠隔期

にCPのためPLEを発症した報告は少ない｡

【症例】16歳男性｡ 日齢7にTAPVR3型の修復手術を

行い､ 術後､ 肺静脈狭窄のため乳児期に再手術を3回

施行した｡ 以後､ 9歳までプレドニゾロンを内服した｡

15歳時にPLEを発症｡ スピロノラクトン等で寛解した

が3ヶ月後に再燃した｡ 心臓カテーテルでは中心静脈

圧17, 右室圧50/EDP16mmHg, 右肺動脈圧38/19(23),

左室圧126/EDP17と両心室の拘束性障害が見られた｡

また､ 左肺静脈は閉塞のため右肺静脈を経由して左心

房へ還流しており､ 右肺静脈の左心房流入速度は1.7

m/sと軽度の狭窄があった｡ 利尿剤増量､ アルブミン

補充を隔日､ 皮下注ガンマグロブリン補充を週1回要

するようになった｡ CT上､ 心膜石灰化がみられ､ CP

がPLEの原因と考え､ 発症から約11ヶ月後に心膜切除

術と三尖弁形成術を行った｡ 術後､ 中心静脈圧は約10

mmHgとなった｡ 病理組織では右室前面に広範囲な石

灰化を伴う線維性組織がみられた｡ 術後1ヶ月が経過

し､ Albとγグロブリン補充は週1回まで減量でき､

Alb値は約3.0g/dlで安定している｡ 少量の左胸水が残

存しているが､ 眼瞼､ 下腿の浮腫や腹部膨満感はない｡

【考察】先天性心疾患の術後遠隔期にPLEを発症する

ことがあり､ その際はCPを疑う必要がある｡ 心膜切除

手術が有効な可能性があるが遠隔期予後は不明である｡

心臓再同期療法(CRT)により体心室機能が
改善した修正大血管転位(ccTGA)の1例

第２小児科
西原栄起､ 野村羊示､ 太田宇哉
倉石建治

胸部外科
柚原悟史､ 長谷川広樹､ 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53回日本小児循環器学会・学術集会

平成29年７月 浜松

【はじめに】小児の重症心不全に対する心臓再同期療法

(CRT)の有効性が確立してきているが､ 体心室が右室の

修正大血管転位(ccTGA)患者の同期不全(dyssynchrony)

においてもCRTの有効性が報告されてきている｡ 今回

我々は､ dyssynchronyを伴う右室機能不全を呈した

ccTGA患児に対しCRTを行い､ 良好な結果が得られた

ので報告する｡

【症例】14歳 女児｡ 生後4ヶ月時､ 前医でccTGA､ 中

等度三尖弁閉鎖不全(TR)と診断され内服治療｡ 7歳時､

TRと心不全増悪し､ 手術目的で当院受診｡ 手術待機

中に心原性ショックとなり緊急三尖弁置換術(生体弁)

施行｡ 術後経過は順調でNYHA4→2と改善したが､

dyssynchronyを伴う右室機能不全遺残しACE-I､ βブ

ロッカー等抗心不全治療を継続｡ 14歳時､ TR増悪し

たため再三尖弁置換(機械弁)と同時にCRTを計画し施

行｡ 術中房室ブロックとなったが当初の予定通りCRT

リード留置を行った｡ 閾値最適部位とdyssynchrony

の改善が見られた箇所を探索し､ 最終的に右室中隔直

上の基部寄りと右室後面にリードを留置した｡ speckle

tracking解析で至適VV delayを調節｡ 同時ペーシング

で位相差が最小かつVTIの最大値が見られたため同設
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定とした｡ QRS幅136→97ms､ RVDd63.3→59.4mm､

RVEF39.9→41.8%､ BNP186.2→24.3pg/mlと改善､

NYHAは2→2と不変だった｡ その後も心機能悪化無く

経過良好である｡

【考察・まとめ】右室を体心室とするccTGA患者では､

遠隔期に房室ブロックやTR悪化に伴う心機能不全を

呈することがある｡ 本症例は再弁置換とCRTにより､

RVDd､ RVEF､ BNPの改善が得られた｡ CRTによっ

てdyssynchronyが解消されたことにより､ 今後の心機

能再増悪の予防と､ 心筋リモデリングの進行を防ぎリ

バースリモデリングの促進に寄与することが期待され

る｡ また､ 右室の解剖学的特徴から､ 右室の前後から

挟み込むようなペーシングリード留置がdyssynchrony

改善のため至適と考えられた｡

胎児期より四肢短縮を認めた
Osteocraniostenosisの1例

第２小児科
沼田侑也､ 吉川祥子､ 本部和也
橋本美緒､ 伊野 学､ 前田剛志
谷口顕信
第53回日本周産期・新生児医学会学術集会

平成29年７月 横浜

【はじめに】OsteocraniostenosisはKenny-Caffey症候群

類縁疾患で, 著明な低身長や低カルシウム血症, 大泉

門の開大と閉鎖遅延, 著明に細い長幹骨, 脾臓の低形

成などを伴う重症な疾患である. 今回, 胎児発育不全

(FGR)と四肢短縮を認めた上記疾患を経験したので報

告する.

【症例】自然妊娠で家族歴に特記事項なし. 在胎15週

頃からFGRと四肢短縮を指摘されていた.在胎41週0日

に胎児機能不全のため緊急帝王切開にて出生し, 徐脈

のため人工換気で蘇生した. 出生体重1692 g(-4.9 SD),

身長40.0 cm(-5.3 SD), 頭囲30.0 cm(-2.8 SD)の女児.

Apgar scoreは1分値3点､ 5分値6点. 身体所見上, 大泉

門の開大や前額部突出, 小さい口などの特有の顔貌と

四肢短縮を認め, X線検査所見で頭蓋骨の骨化不全や

著明に細い長管骨, 骨陰影の増強を認めた. 日齢11に

痙攣を生じ, 低Ca血症と低Mg血症, 副甲状腺機能低下

症が判明した. その後の経過中に新生児-乳児消化管

アレルギーも合併し, 特徴的な骨症状や副甲状腺機能

低下症などからKenny Caffey症候群を疑い日齢58に転院

した. 転院後, 遺伝子検査を依頼してOsteocraniostenosis

と診断された.

【考察】本症は非常にまれな疾患であり, 国内での報

告も散見する程度である. 先天性の副甲状腺機能低下

症や特徴的な骨症状を認める場合には鑑別する必要が

ある.

舌根部甲状舌管�胞により呼吸困難を
きたした乳児の1例

第２小児科
本部和也､ 橋本美緒､ 野村羊示
前田剛志､ 伊野 学､ 谷口顕信
太田宇哉､ 西原栄起､ 倉石建治

小 児 科
吉川祥子

頭頸部・耳鼻いんこう科
大西将美

東京女子医科大学東医療センター周産期
新生児診療部・新生児科

長谷川久弥
中部日本小児科学会

平成29年８月 金沢

2型糖尿病を発症したWilliams症候群
の20歳男性

第２小児科
加藤雅弘､ 野村羊示､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石建治

糖尿病腎臓内科
柴田大河

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第124回 東海小児循環器談話会

平成29年９月 名古屋

生後5ヶ月時､ 心雑音を主訴に当院を受診した｡ 大
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動脈縮窄症､ 大動脈弁上部狭窄症､ 末梢肺動脈狭窄症

を認め､ 臨床症状からWilliams症候群と診断した｡ 14

歳時､ 大動脈縮窄症に対し下行大動脈置換術を施行し

た｡ 20歳時､ 血液検査でHbA1c7.0と高値､ 75g経口ブ

ドウ糖負荷試験で2型糖尿病と診断し､ 食事療法で経

過観察している｡ Williams症候群は妖精様顔貌､ 精神

遅滞､ 心血管異常が特徴の先天奇形症候群である｡ 成

人期での糖尿病の合併が知られているが､ 報告は少な

い｡ 長期に経過観察する場合は､ 糖尿病を念頭に置く

必要がある｡

当院におけるNICU入院基準について
の検討

第２小児科
谷口顕信､ 加藤雅弘､ 本部和也
橋本美緒､ 伊野 学､ 前田剛志
立花貴史
第58回岐阜県周産期懇話会

平成29年10月 岐阜

先天性筋緊張性ジストロフィーの
超低出生体重児例

第２小児科
本部和也､ 橋本美緒､ 前田剛志
伊野 学､ 谷口顕信
第62回日本新生児成育医学会

平成29年10月 さいたま

補助循環を要した急性心筋炎の12歳男児

第２小児科
野村羊示､ 太田宇哉､ 西原栄起
倉石建治
あいち重症心不全治療講演会

平成29年11月 名古屋

【はじめに】心機能が低下した小児の急性心筋炎では

体外補助循環が必要になる場合がある｡ IABPは小児

での使用頻度は少ないが､ ECMOやVADと比べて低

侵襲の体外補助循環である｡ IABPが有効だった症に

の急性心筋炎の症例を報告する｡

【症例】12歳男児｡ 嘔吐と食欲不振を主訴に近医受診｡

胃腸炎と診断も逸脱酵素の上昇があり､ 近隣総合病院

紹介｡ 入院後も嘔吐､ 心窩部痛があり､ 心エコーで

LVEF30%へ低下｡ 心筋炎の疑いで当院転院｡ 当院転

院時のLVEFは10.5％と著明に低下｡ DOA､ DOB､

MILを開始し心機能やや改善し､ 入院5時間後にIABP

(バルーン長245mm､ CS100)を導入した｡ バルーンの

遠位端が腎動脈にかかるため､ サポートは2:1とした｡

導入後､ 尿量が増加､ 血圧が安定した｡ 心機能改善が

改善傾向で､ 血圧､ 心拍数が落ち着いたため､ 導入か

ら60時間後に抜去した｡ カテコラミン中止後も心機能

は安定しており､ 転院33日目に退院とした｡ 退院時の

LVEFは65％と正常で､ 現在16歳だが心機能低下や不

整脈はみられない｡

【考察】小児では乳幼児では挿入手技が煩雑で､ 高心

拍数､ 血管augmentationの問題からIABPが使用される

頻度は少ない｡ しかし､ 体格が十分な小児では､ 心筋

炎などの可逆的と考えられる左心不全のみの病態では

IABPが選択肢となり得る｡

先天性喘鳴に対して行った喉頭気管支鏡
検査の検討

第２小児科
加藤雅弘､ 本部和也､ 野村羊示
橋本美緒､ 伊野 学､ 前田剛志
谷口顕信､ 立花貴史､ 太田宇哉
西原栄起､ 倉石健治
西濃小児科学会

平成29年11月 大垣

2 -incision methodでS-ICDを導入
したLQT3の10歳男児

第２小児科
野村羊示､ 太田宇哉､ 西原栄起
倉石建治
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循環器内科
森島逸郎

愛知県済生会リハビリテーション病院
田内宣生
第22回小児心電学会学術集会

平成29年11月 徳島

【背景】VF､ 心停止の既往のあるLQT患者では､ ICD

植え込みの適応がある｡ 近年､ 小児でも皮下植え込み

型除細動器(S-ICD)を導入した報告が散見されるが､

挿入方法に言及した報告は少ない｡

【症例】10歳男児｡ 生後2ヶ月時､ 心室細動のため除

細動で蘇生した｡ QTcは0.52秒でQT延長症候群(LQT)

と診断した｡ 心室頻拍予防にはpropranololは無効で､

mexiletineが有効だった｡ SCN5A遺伝子変異が同定で

き､ LQT3と診断した｡ 7歳時､ 怠薬が原因と考えられ

る心室細動で夕食中に失神し､ 自宅のAEDで蘇生し

た｡ 10歳時､ 意識消失発作が2度あったが､ いずれも

AEDの作動はなく､ てんかん発作との鑑別を要した｡

入院後の脳波で痙攣波があり､ 意識消失の原因はてん

かんと考えられたが､ 心室細動の既往からICD挿入の

方針とした｡ 静脈リード関連の合併症を避けるため､

S-ICDを選択した｡ 体格は身長140 cm､ 体重45.6 kg

でS-ICD挿入には十分な体格だった｡ 全身麻酔下で､

2-incision techniqueで挿入した｡ 心陰影が胸郭の中央

寄りのため､ 胸骨右縁にコイルを留置した｡ 誘発試験

では､ 65Jの除細動で洞調律復帰を確認した｡ 挿入後

7ヶ月で除細動歴や感染等の合併症はない｡

【結論】30 kg以上の小児ではS-ICD挿入が可能で､

成人同様､ 2-incision techniqueや胸骨右縁のコイル留

置も選択肢となり得るが､ 長期予後や合併症に留意す

る必要がある｡

新生児高インスリン血性低血糖症における
ジアゾキシド投与例と非投与例の比較

第２小児科
伊野 学､ 加藤雅弘､ 本部和也
橋本美緒､ 前田剛志､ 谷口顕信
立花貴史
関連病院新生児カンファレンス

平成30年１月 名古屋

胎児診断が困難であった総動脈幹症Van
Praagh分類A-4(with IAA typeB)の1例

第２小児科
太田宇哉､ 野村羊示､ 西原栄起
倉石建治
第24回日本胎児心臓病学会・学術集会

平成30年２月 さいたま

【背景】総動脈幹症(以下､ TAC)は先天性心疾患の0.7̃

0.8%と稀な疾患である｡ TACは大血管形態や肺動脈

の分岐によりtypeや他疾患の判断が困難な事がある｡

また､ 動脈管依存性のtypeもあり胎児診断の意義が高

い疾患である｡ 我々は､ 胎児期にCollett and Edwards

分類(typeⅠ)と診断し出生後にVan Praagh分類A-4(with

IAA typeB)と診断した症例を経験した｡

【症例】在胎27週6日､ 他院よりファロー四徴症の疑

いあり紹介受診｡ 胎児超音波検査で大きな心室中隔欠

損があり心室より1本の大血管が起始､ 大血管は2本に

分岐し1本は両側に分かれ､ 1本は下降大動脈へとつな

がっていた｡ そのためTACtypeⅠと診断した｡ 在胎34

週2日､ 妊娠高血圧のため帝王切開で出生｡ 出生後に

用手換気と酸素投与を要した｡ 出生体重1610g､ Apgar

score1分6点､ 5分8点であった｡ 入院後､ 呼吸状態は

不良でマイクロバブルテストweakのためサーファク

タント投与した｡ 超音波検査では総動脈幹弁は3尖で

弁逆流はtrivial､ 腕頭動脈分岐後に左右PA分枝､ その

後方より左腕頭動脈が起始していた｡ そのためVan

Praagh分類A-4(with IAA typeB)と最終的に診断した｡

PGE1-CDと窒素療法を開始し経過をみた｡ 体重増加

を待ち日齢48日､ 体重2.5kgで両側肺動脈絞扼術施行｡

状態が安定していたためPGE1-CD継続し生後5ヶ月体

重5.5gで根治術施行 (EAAA,Rastelli手術) を施行し現

在外来通院中である｡

【考察】胎児期は大動脈から起始した血管が左右に分

かれたためtypeⅠと判断したが､ 実際は分岐した血管

は腕頭動脈であった｡ 肺動脈は胎児期には同定出来ず

分岐した血管が左右に分かれたことから肺動脈と判断

してしまった｡

【結語】胎児診断が困難であったTACの一例を経験し

た｡ typeⅠと判断した際には分岐した血管も詳細に同

定することが重要である｡
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進行再発乳癌に対するPTX+BV使用経験
D-dimerは測定するべきか？

外 科
三 品 拓 也
breast cancer conference

平成29年４月 岐阜

Hybrid 体位による胸腔鏡下食道切除術

外 科
高橋崇真､ 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､ 宇治誠人
第293回東海外科学会

平成29年４月 名古屋

【背景】当院では2015年6月からHybrid体位による胸

腔鏡下食道切除術を導入し､ 2016年10月までに17例

(平均年齢71歳(61-81)､ 男性17例) に施行した｡ 手術

手技を供覧し有用性を報告する｡

【手術手技】体位はマジックベッドを用いた半腹臥位｡

右第5肋間中腋窩線上に5cmの小開胸､ ポートは第３

肋間前腋窩線､ 第5肋間後腋窩線､ 第7肋間前及び後腋

窩線に挿入｡ まず左側臥位で､ 小開胸下に上縦隔郭清

を施行し､ 手術台をローテーションし腹臥位､ 人工気

胸下に中下縦隔郭清を施行する｡

【手術成績】腫瘍の気管浸潤のために1例で開胸手術

に移行した｡ その他の16例の平均胸部操作時間は227

分(181-293分)､ Clavian-Dindo分類GradeII以上の合併

症を8例 (50％) に認めた｡

【考察】本術式は､ 左側臥位で開胸手術と同様の視野

で上縦隔郭清が施行でき､ 中下縦隔郭清は腹臥位､ 人

工気胸下の良好な視野で施行できる｡ また､ 開胸移行

時の迅速な対応が可能である｡

転移性肝癌との鑑別が困難であった
硬化性血管腫の1例

外 科
田 中 祐 介

第293回東海外科学会

平成29年４月 名古屋

症例は74歳男性. 乏尿を主訴に当院を受診し, 腹部

超音波検査にてS状結腸の壁肥厚を認めた. 下部消化

管内視鏡検査ではS状結腸に2型腫瘍を認め, 生検結

果はadenocarcinoma, tub1であった. 腹部造影CT検査

ではS状結腸に漿膜外浸潤を伴う壁肥厚を認め, また

肝S5に10mm大の辺縁のみ軽度造影される占拠性病変

を認めた. 腹部造影MRI検査では肝病変は造影早期相

で辺縁が濃染され, 肝細胞相ではwash outされた. 以

上からS状結腸癌, 肝S5単発転移と診断し開腹S状結

腸切除および肝S5b切除を施行した. 病理組織学的検

査ではS状結腸癌, tub1, pT2, pN0, ly0, v0であっ

た. 肝病変は硝子化や石灰化を伴う繊維性結合織が増

成し, その中に海綿状血管腫の混在を認め, 肝硬化性

血管腫と診断した.

転移性肝癌との鑑別が困難であった肝硬化性血管腫の

1例を経験した. 肝硬化性血管腫は比較的まれな疾患

ではあるが, 肝腫瘍の鑑別診断として念頭に置く必要

がある.

右上前後区域(Segments 7,8)病変に
対する腹腔鏡下肝切除のアプローチ

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

【目的】S7.8腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除 (LH) の

安全なアプローチ法を検討した｡

【方法】肝腫瘍に対するLHを2016年9月までに129例

経験し､ S7.8の病変に対するLHは41例(32%)であった｡

これを対象に至適アプローチ法を解析した｡

【手術法】体位について腹側病変は仰臥位､ 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)
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側臥位の場合は､ 全体の位置を右方へとずらす｡ 肝阻

血はPringle法｡

【成績】年齢中央値69歳(35-79)､ 適応は肝細胞癌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)､ 腹部手術既往22例 (51%､ 腹腔鏡手

術4例を含む)､ ICG 11.8% (4-33%)｡ ポート数は6 (5-

9)で肋間追加は2例(4.9%)のみ｡ 部分切除17例､ 亜区

域以上17例､ 区域切除7例､ 手術時間中央値211分

(108-399)､ 出血400g (5-3500)｡ 在院期間13.0日(8-32)､

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)､ 切離面に腫瘍の露出するSM

(+) は4例(9.8%)｡ これを2013年12月以前の前期(n=21)

と後期(n=20)に2分-すると｡ 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｡ -部分切除(n=17)と亜区域以上の切除(n=24)

とを比較するとSM陰性化は後者(76.6% vs. 100%, P=

0.04)で良好であった｡

【結論】S7.8の肝腫瘍に対して適宜左(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｡ 断

端陰性化のためには亜区域切除以上の術式が望まれる｡

同時性肝転移を有する大腸癌に対する
治療戦略

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

【はじめに】大腸癌同時性肝転移に対する原発巣と肝

転移巣の同時切除は手術侵襲が大きいこともあり, 近

年周術期化学療法を含めた段階的切除が選択される傾

向にある. しかし, 肝切除のタイミングは施設間で基

準も異なるため一定のコンセンサスは得られていない.

【目的】直腸原発例やMajor hepatectomyが必要とな

る症例においても同時切除を第一選択とする当院の治

療方針のもと, 大腸癌同時性肝転移の治療成績を後方

視的に検証する.

【対象と方法】1994年1月から2016年3月までに切除さ

れた大腸癌肝転移は289例あり, そのうち大腸癌同時

性肝転移は131例(45.3%)であった. 原発巣による症状

がなく, 残肝機能が許容できる症例に対しては同時切

除を施行した. 同時切除89例(67.9%)と段階的切除42

例(32.1%)の短期・長期成績を比較検討した. さらに

予後規定因子についてはCox比例ハザードモデルを用

いた多変量解析を行った.

【結果】直腸原発例は同時切除群33例(37.1%) , 段階

的切除群16例(38.1%)で有意差なし(p=1.000). Major

hepatectomyも同時切除群27例 (30.3%), 段階的切除群

19例 (45.2%)で差を認めなかった(p=0.118). 肝切除前

化学療法は同時切除群6例(6.7%) , 段階的切除群の10

例(23.8%)に施行した(p=0.009). 両葉多発肝転移は同

時切除群18例 (20.2%), 段階的切除群22例 (52.4%)と

段階的切除群で多く選択されていた(p<0.001). Clavien-

Dindo grade III以上の術後合併症は同時切除群16例

(18.0%), 段階的切除群2例 (4.8%)と有意差は無いもの

の同時切除群で多かった(p=0.055). 段階的切除群の

1例に在院死を認めた (肺塞栓). 5年生存率は同時切

除群48.5%, 段階的切除群28.9%で同時切除群が有意

に予後良好であった (p=0.023). 年齢, 性別, CEA,

直腸原発, リンパ節転移, 両葉多発, 肝転移最大腫瘍

径, 術前化学療法, R0/1, 同時/段階的切除を用いて

多変量解析を行ったところ, 直腸原発(risk ratio: 1.66,

95% CI: 1.02-2.68, p=0.040)と段階的切除(risk ratio:

1.70, 95% CI: 1.05-2.78, p=0.032)が独立した予後不良

因子として選択された.

【結語】同時性肝転移を有する大腸癌に対しては, 同

時切除を第一選択にするべきである.

膵頭部癌切除症例における術前リンパ球／
単球比の予後予測因子としての検討

外 科
尾上俊介､ 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､ 宇治誠人
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

【背景】炎症反応の指標である好中球／リンパ球比
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(NLR)､ 血小板／リンパ球比 (PLR) が多種の癌で予

後予測因子として報告されているが､ リンパ球／単球

比 (LMR) についての報告は少ない｡ 膵頭部癌切除

症例において､ LMRが生存率の予測因子となり得る

か､ 検討した｡

【方法】当院において､ 2007年1月から2016年７月

までの間に､ 膵頭十二指腸切除術を施行した膵頭部癌

165例を対象とした｡ 生存率の予後予測因子として､

術前LMR､ NLR､ PLRを含む17項目について検討

した｡

【結果】LMRのカットオフ値は､ 生存曲線における

minimal P value approach法を用いて､ 2.5に設定した｡

LMR<2.5症例 (n=15) と>2.5症例 (n=150) の病理組

織学的所見は類似しており､ 術前CEA､ CA19-9値は

有意差を認めなかった｡ １年生存率､ 生存期間中央値

はLMR<2.5が40%､ 284日､ >2.5が64%､ 524日であっ

た (P=0.017)｡ 単変量解析ではLMRのほか､ リンパ

節転移､ 膵前方浸潤 (s)､ 後方浸潤 (rp)､ 門脈系浸

潤 (pv)､ 膵外神経叢浸潤 (pl)､ ly､ v､ ne､ 切除断端

が有意に生存率と関連した｡ 一方､ NLR､ PLR､ 腫瘍

径､ 胆管浸潤 (ch)､ 十二指腸浸潤 (du)､ CEA､ CA

19-9は生存率と関連しなかった｡ コックスハザードモ

デルを用いた多変量解析を行うと､ LMR<2.5 (HR：

3.53､ 95%CI：1.76-7.07､ P<0.001)､ ly (+)､ v (+)､

切除断端陽性の4項目が独立予後規定因子として挙げ

られた｡

【結語】膵頭部癌切除症例において､ LMRは予後予

測因子となることが示唆された｡ LMRは簡便､ 安価

に測定でき､ 有用な腫瘍マーカーとなる可能性がある｡

右側結腸癌イレウスの手術成績と予後
因子の検討

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
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

第72回日本消化器外科学会総会

平成29年７月 金沢

【はじめに】右側結腸癌イレウスに対する予後因子の

検討はあまりなされていない.

【目的】右側結腸癌イレウスの手術成績と予後因子を

明らかにする.

【対象と方法】2008 年 1 月から 2016 年 5 月に右

側結腸癌に対し右半結腸切除術を施行した 491 例の

うち,pTis,1,2,4b 症例と M1 症例, 他臓器合併切除症

例を除く 301 例について大腸癌イレウスで緊急右半

結腸切除術を施行したイレウス群 (n=46) とそれ以

外の非イレウス群 (n=255) に分け手術成績と長期予

後を比較した. また右側結腸癌イレウスにおける予後

不良因子について解析を行った.

【結果】年齢, 性別,ASA-PS, 腫瘍局在, 術前 CEA

値では有意差を認めず, 術前 の modified Glasgow

Prognostic Score(mGPS),Neutrophilto-Lymphocyte Ratio

(NLR)はイレウス群で有意に高値であった. 手術成績

をイレウス群 vs 非イレウス群で比較すると, 手術時

間は 119 分 vs 117 分で有意差を認めず, 出血量は

132ml vs 64ml で有意差を認めた (p=0.047). 術後合

併症率は 41.3%(創感染 17.4%, 縫合不全 6.5%) vs

19.2%(創感染 7.8%, 縫合不全 3.5%) と有意差を認め

た.(p=0.036). 術後在院日数は 18 日 vs 14 日と有意

差を認めた (p=0.017). 術後在院死亡はイレウス群で

誤嚥性肺炎による 1 例を認めた.pT,N, 郭清リンパ節

個数, 腫瘍径, 分化度, リンパ管浸潤では有意差を認

めず, 血管浸潤は 50.0% vs 27.8% と有意差を認めた

(p=0.005). 術後補助化学療法施行率は有意差を認めな

かった.5 年全生存率は 72.2% vs 83.9%とイレウス群

で有意に悪かった(p=0.008).全症例での多変量解析で

は,NLR>2.94,pN1-2, 郭清リンパ節個数 12 個未満, 血

管浸潤が予後不良因子であった.イレウス群のみでの

予後不良因子を解析すると,mGPS 2点,郭清リンパ節

個数12個未満が有意に予後不良であった.

【結語】右側結腸癌イレウス症例ではSSIを中心とし

た術後合併症率が高くなる. また, 右側結腸癌イレウ

ス症例のうちmGPS 2点,郭清リンパ節個数12個未満の

症例は長期予後が不良となる.

－ 588 －



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
難易度評価

外 科
田 中 祐 介
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

【目的】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の

作成可否に着目し､ ラパ胆の難易度をスコア化した｡

【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｡ 手術の難易度評価は､ CVSを作成

し得たか否かで評価した｡ 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】発症後経過時間中央値はCVS群が24時間､

non-CVS群が96時間であった (P＝0.001)｡ 術前CRP中

央値は､ CVS群が1.01mg/dL､ non-CVS群が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､ 両群で有意差を認めた｡ 手術時間､

出血量の中央値はCVS群で73分､ 10ml ､ non-CVS群

で110分､ 50mlであった (P＜0.001､ ＝0.079)｡ 開腹

移行はnon-CVS群で7例 (30%) に認めたが､ CVS群

は全症例ラパ胆で完遂し得た (P＜0.001)｡ 両群で有

意差を認めた術前5項目について､ 多変量解析を行う

と､ 高CRP値､ 胆石嵌頓､ 発症後経過時間の延長が

CVS作成不能のリスク因子として挙げられた｡ オッズ

比､ およびROC曲線を用いたカットオフ値を参考に､

各スコアをCRP>5.5 mg/dL：2点､ 胆石嵌頓：1点､ 発

症後72時間以上：2点､ に設定し､ 合計0-5点でCVSの

作成率を評価した｡ スコアの上昇とともに､ CVS作成

率は低下した｡ スコア0点､ 1点ではCVS作成率が100

%､ 95%であるのに対し､ スコア4点､ 5点では40%､

17%であった｡

【結語】術前3項目のみのスコア化により､ CVS作成

可否によるラパ胆の難易度を､ 客観的に評価すること

ができた｡

一時的ストーマ造設を伴わないIntersphincteric
resection(ISR)の手術成績と肛門機能

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 原田 徹
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
第117回日本外科学会定期学術集会

平成29年４月 横浜

【はじめに】ISRでは､ 術後の縫合不全の予防や便失

禁を防ぐ目的で一時的にストーマ造設をすることが多

い｡ 当院では2009/11よりISRを導入し､ これまで22例

中18例 (81.8％) でストーマ造設をしなかった｡ 一時

的ストーマ造設をしなかったISR症例の術後成績を検

討した｡ なおストーマ造設症例(4例)の理由は､ 胃全

摘併施1例､ 脳梗塞1例､ その他2例であった｡

【対象と方法】2009/11から2016/5までにストーマ造

設をしなかったISR18例を対象に手術成績､ 予後､ 術

後肛門機能を検討した｡ 術後肛門機能はWexner score

を用いて､ 術後１カ月(9例)､ 3ヵ月(8例)､ 6ヵ月(5例)､

9ヵ月(5例)､ 12ヵ月(6例)に行った｡ ISRの適応として

は肛門側断端を十分確保する場合に内括約筋切除が必

要となる症例で､ cT2N0までとした｡ 縫合不全予防の

ために口側血流は十分確保し､ 吻合部の緊張緩和のた

めに必要に応じて脾弯曲を授動した｡ 吻合はstraight吻

合とし､ 全例でpartial ISRであった｡ 観察期間中央値

は48.4カ月 (3.2-74.6カ月) であった｡

【結果】男性10例､ 女性8例､ 年齢中央値は62歳 (28-

78歳)｡ 腹腔鏡で12例､ 開腹で6例施行され､ 手術時間

中央値は223分(146-293分)､ 出血量は50ml(5-290ml)で

あった｡ 術後合併症は腸閉塞を3例 (16.7％) に認め

たが縫合不全､ 吻合部狭窄は認めなかった｡ 1例で術

後1年6ヵ月､ 縫合不全に起因する腹腔内膿瘍で人工肛

門造設術を施行した｡ 病理学的所見は良性/悪性

(Stage0/I) は3/3/12であり､ 全例無再発生存である｡

Wexner scoreは術後１ヵ月/3ヵ月/6ヵ月/9ヵ月/12ヵ月

時点でそれぞれ (平均) 13.4/11.4/9.4/8.6/7.2と継時的

に改善してきた｡ severe incontinence(Wexner score ;

16点以上)は2例に認め､ 1例は術後1年でも改善せず､

もう一例は6ヵ月で改善した｡ いずれの症例も現状を

受容され､ ストーマ造設の希望はなかった｡

【まとめ】当科の適応基準､ 術式でのISRは安全に施

行され､ 術後肛門機能も許容しうるものであった｡ ルー

チンでの一時的人工肛門造設は必要ないと思われた｡
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臍帯ヘルニア・鎖肛を合併した完全重複
膀胱の1例

外 科
仲野 聡､ 原田 徹､ 亀井桂太郎
金岡祐次
第54回日本小児外科学会

平成29年５月 仙台

【はじめに】完全重複膀胱とは､ 膀胱が左右に完全に

分離し交通がなく､ 各々の膀胱に別個の尿管・尿道口

を有する状態である｡ 完全重複膀胱は極めて稀な疾患

であり､ 臍帯ヘルニア・鎖肛を合併した症例は本邦で

は未だ報告がないため報告する｡

【症例】症例は胎生34週1日経膣分娩2044gで出生した

新生児｡ MRI検査で臍帯ヘルニアと胎児診断されてい

た｡ 出生後､ 臍帯ヘルニア・鎖肛・会陰部奇形認め､

外尿道口より胎便排出認めた｡ 臍帯ヘルニア内に拡張

した腸管を認め､ 出生当日に緊急手術施行した｡ 結腸

は著明に拡張した上行結腸のみで､ 膀胱(左側)と結腸

膀胱瘻を形成していた｡ 血色不良の結腸を切除し､ 回

腸ストマ造設した｡ 左右に分離し交通のない膀胱を認

めた｡ 臍帯ヘルニア部は一期的縫合閉鎖した｡ 術後､

左右２箇所の外尿道口から各々の膀胱に尿道カテーテ

ルが挿入可能であり､ 完全重複膀胱と診断した｡ 術後

11日目､ 腹部レントゲン検査でfree air認め､ 消化管

穿孔の診断にて緊急手術施行した｡ ストマより15cm

で穿孔認め､ 小腸切除とストマ再造設した｡ 術後16日

目､ ドレーンより多量の緑色便汁排泄認め､ 再度緊急

手術施行した｡ ストマより15cmで再度穿孔認めた｡

ストマから穿孔部を含む20cmの小腸を切除し､ 正常

部を挟んで､ 癒着剥離に伴い漿膜が裂けて修復困難と

なった8cmの小腸を小腸切除した｡ ２箇所に回腸スト

マ造設施行した｡ 残存小腸はトライツ靭帯より70cm

とストマ間の10cmとなった｡ 現在､ 生後7ヶ月で､ 短

腸症候群のため静脈栄養を必要としており､ 栄養管理

中である｡

【結語】臍帯ヘルニア・鎖肛など重複奇形を合併した

完全重複膀胱の１例を経験した｡ 臍帯ヘルニア・鎖肛

を合併する完全重複膀胱は本邦で報告がなく､ 極めて

稀な病態である｡

Hybrid体位による胸腔鏡下食道切除術
～当院における上縦隔郭清主義と再建手技～

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 宇治誠人
第２回食道Vats食道場

平成29年５月 浜松

鼠径部嵌頓ヘルニアに対する組織縫合
法の治療成績

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
前田敦行､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 尾上俊介､ 宇治誠人
第15回日本ヘルニア学会

平成29年６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組織縫

合法を選択している｡ 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2017年1月までに手術を

施行した鼠径部ヘルニア2181例のうち､ 鼠径部嵌頓ヘ

ルニア113例 (5.2%) を対象とし､ 腸管切除を要した

腸切群：53例 (46.9％) と要しなかった非腸切群：60

例 (53.1％) 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72歳 (p=

0.008)､ 男女比 (男/女) は腸切群：25/28､ 非腸切群：

45/15 (p=0.002) と腸切群では有意に高齢で女性が多

かった｡ 麻ヘルニア分類 (大腿/外鼠径/内鼠径) は腸

切群：33/17/3､ 非腸切群：12/38/10 (p<0.001) と腸切

群では有意に大腿ヘルニアが多かった. ヘルニア修復

は腸切群3例でメッシュ法を施行し､ 他は組織縫合法

(Mcvay法45例､ IPTR法5例) のに対し非腸切群は50例

(83%) でメッシュを使用した｡ 腸切群でMeshを使用

した3例は､ いずれもMeshPlug法術後の同側鼠径部再

発症例であった. 術後合併症は腸切群35.8% (SSI8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：15% (seroma 5例､ 出血2例､ その他2例)

であった｡ Clavien-Dindo分類Grade3以上の合併症に限

ると腸切群5例, 非腸切群2例 (p=0.170) と有意差を

認めなかった.
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【結語】鼠径部嵌頓ヘルニアでは約半数の症例で腸管

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しい

と考えられる｡

開腹における腹壁瘢痕ヘルニア手術
114例の検討

外 科
岡本和浩､ 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15回日本ヘルニア学会

平成29年６月 東京

【目的】当院における開腹による腹壁瘢痕ヘルニア手

術の成績を検討する.

【対象と方法】2002年5月から2016年12月の間に当院

で手術を行った腹壁瘢痕ヘルニア114例 (ポートヘル

ニア除く) の臨床経過を後方視的に検討した.

【結果】平均年齢66.9歳. 男性40例, 女性74例. 平均

BMI24.8Kg/m2. 初回手術は婦人科手術が36例 (31.2%),

大腸切除術22例 (19.3%), 虫垂切除術12例 (10.5%),

胆嚢摘出術8例 (7.0%), その他11例であった. 手術

方法はメッシュ修復79例, 直接縫合32例, 大腿筋膜移

植2例, その他1例であった. 術後合併症として再発15

例(14.0%), 漿液腫8例, メッシュ感染1例, イレウス

1例を認めた. 漿液腫を認めた8例の術式は全例メッシュ

修復で, そのうち皮下ドレーンなしが7例 (1.8％),

皮下ドレーンありが1例 (14.3％) で, 皮下ドレーン

なしが有意に多かった(p＜0.05). 再発は直接縫合が32

例中8例 (25％), メッシュ修復が79例中7例 (8.9％)

であり, 直接縫合で再発が有意に多かった(p＜0.05).

メッシュ修復後再発の7例中5例の再発部位は下腹部で

あり, メッシュ修復後の再発は不十分な固定による腹

圧がかかりやすい下腹部でのメッシュの移動, 折れ曲

がりが原因であった.

【結語】開腹腹壁瘢痕ヘルニア手術ではメッシュを使

用し, 折れ曲がりなくヘルニア門を充分に覆い, 非吸

収糸で固定することが必要である. また皮下ドレーン

を留置することで漿液腫を予防できる.

Right Hepatic Vein Reconstruction
with an External Iliac Vein Graft

外 科
寺�史浩､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人
第29回肝胆膵外科学会

平成29年６月 横浜

【Backgrounds】A liver tumor invading the hepatic vein

is surgically challenging, especially in patients with liver

dysfunction. Preservation of as much of the parenchyma

as possible is important. We conducted a retrospective

study to verify the benefit of hepatectomy with RHVR

for treatment of hepatic cancer and to evaluate our

procedure.

【Methods】Between August 1996 and October 2016,

we performed 13 hepatic resections with RHVR using

the same techniques and graft materials. We reviewed

mainly the surgeries performed, total operation and

hepatic vein reconstruction times, intraoperative blood

loss volume, postoperative complications, and postoperative

liver function.

【Results】There were 11 males and 2 females. Mean

age of the patients was 67.2 years with an age range of

53-79 years. The Surgeries were performed against 10

hepatocellular carcinoma and 3 colorectal liver metastases

located at segment 7/8. Total operation time was 295

± 68 minutes (198-362 minutes), and hepatic vein

reconstruction time was 27 ± 6 minutes (19-40 minutes).

Graft patency was confirmed in 11 (85%) of the patients.

Though graft thrombosis developed in 2 patients within 2

weeks after surgery, these patients' conditions were stable,

and they were discharged without incident. Postoperative

liver function was good in all 13 patients. Clavien-Dindo

> grade III postoperative complications occurred in

3 (23%) patients but with no treatment-related death.

【Conclusion】Our hepatic resection with RHVR method

proved beneficial in patients with decreased liver function

or a small residual liver parenchyma.
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食道癌に対するOut Clinic S1+CDDP
療法の安全性と有効性の検討

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 高山祐一､ 深見保之
尾上俊介､ 宇治誠人
第71回日本食道学会学術集会

平成29年６月 軽井沢

【背景】食道癌に対する化学療法は5-FU+CDDPが第

一選択となることが多い｡ しかし､ 5-FUの持続点滴

とCDDP投与による腎障害予防のため大量のHydration

が必要で､ 入院で施行している｡ 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､ 外来

でのCDDPの投与を2010年10月より施行している｡ 食

道癌に対してもS-1+CDDPの外来化学療法を第一選択

として施行している｡

【目的】食道癌に対するS-1+CDDP療法の安全性､ 有

効性について検討することを目的とした｡

【対象と方法】対象は､ 2011年1月から2016年12月ま

でにS-1+CDDPによる術後補助化学療法または､ 術前

化学 (放射線) 療法を施行した23例 (平均年齢68歳､

男性22例､ 女性1例､ 術後補助化学療法18例､ 術前化

学療法3例､ 術前化学放射線療法2例)｡ 化学療法の施

行状況､ 有害事象､ 術前化学 (放射線) 療法の奏功率

を後方視的に検討した｡ 有害事象はCTCAE ver.4.0分

類を用いた｡

【レジメン】S-1 80mg/m2 day1-14､ CDDP 70 mg/m2

day8､ q28daysにより､ 2コース施行した｡ 外来での

CDDPの投与はprehydration 1500ml (1.5時間)､ hydration

1500ml (2.5時間) を施行し､ 所要時間は7時間である｡

【結果】3例は入院で施行､ 4例は1コース目を入院､

2コース目を外来で施行した｡ Grade3以上有害事象は

好中球減少を9例 (39%)､ 非血液毒性を4例 (17%)

に認めた｡ 腎障害は1例も認めなかった｡ 有害事象に

より1コースで化学療法を中止した症例を2例 (9%)

に認めた｡ 3例 (13％) で有害事象 (食思不振1例､ 嘔

吐1例､ 発熱性好中球減少症1例) のために入院加療が

必要となった｡ 術前化学 (放射線) 療法5例の原発巣

の病理組織学的奏功率はGrade0/1a/1b/2/3：0/1/0/3/1で､

4例 (80%) でGrade2以上であった｡

【結語】食道癌患者に対して､ 外来でのS-1+CDDP療

法は安全に施行可能である｡ S-1+CDDPによる術前治

療の奏功率は良好な可能性があるが､ さらなる症例の

集積が必要である｡

絞扼性イレウスとの鑑別に苦慮した
小腸アニサキスの1例

外 科
立川優果､ 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､ 宇治誠人
第228回岐阜外科集談会

平成29年６月 岐阜

膵癌に対するGemcidabine+nab-
Paclitaxel療法の使用経験

外 科
伊藤喜介､ 金岡祐次､ 原田 徹
前田敦行､ 亀井桂太郎､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
三品拓也､ 吉川晃士郎､ 寺�史浩
仲野 聡､ 岡本和浩､ 田中祐介
手嶋浩也
第４回西濃肝胆膵オンコロジー研究会

平成29年６月 大垣

上腹部手術既往例に対するhybrid
肝右葉切除

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
高山祐一､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第17回岐阜肝臓外科研究会

平成29年６月 岐阜

複数回の腹部手術歴を持つ患者に対して､ 腹腔鏡手

術と開腹手術をあわせたhybrid右葉切除を実施した｡

患者は転移性肝癌 (2病変､ Ｓ6とＳ8) の51歳男性で､
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20年前に潰瘍穿孔に対する胃切除術､ 2ヶ月前に直腸

癌イレウスに対して開腹低位前方切除術の既往がある｡

体位を左半側臥位とし､ 臍右方から開腹法により第一

ポートを留置し腹腔鏡を挿入する｡ 上腹部の癒着の状

態を確認するとともに､ 肋骨弓下の予定小切開部位の

癒着剥離を行い､ 鏡視下操作を一度終了する｡ 次に､

肋骨弓下に7ｃｍの小切開を設け､ 直視下に肝門部の

癒着剥離､ 胆嚢摘出､ 肝門動門脈処理を行い､ 肝表面

の変色域に沿って可能な範囲の肝切離を行う (創は最

終的に11cmまで延長)｡ 創部を仮閉鎖し､ 再度腹腔鏡

下で肝受動､ 肝切離を続け前区域､ 後区域Glissonを

それぞれ離断し､ 肝臓離断の最終段階で右肝静脈を切

離する｡ 標本は創部から取り出す｡ 6ポートで気腹圧

は10mmHg (最高10)､ 手術時間4時間56分､ 出血30ｇ､

術後合併症なく9日で退院した｡

上腹部に手術既往のある患者に対して､ 計画的hybrid

肝切除は腹腔鏡､ 開腹両方の長所を取り入れたアプロー

チと考える｡

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
第25回日本乳癌学会学術総会

平成29年７月 博多

【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12月の間で, NAC後に

効果判定を目的としてSonazoidを用いたCE-USを施行

し, 外科的切除を行った13人を対象とした. 組織学的

に完全奏効が得られた症例 (pCR群) と非完全奏効の

症例 (非pCR群) において腫瘍内部と周囲組織の造影

効果の有無を比較し, さらに腫瘍内外で最も強く造影

効果を認める部位に円形関心領域 (ROI) を設定して

時間輝度曲線 (TIC) を作成し, Time to peak (TTP),

Ascending slope (AS), Peak intensity (PI), Mean transit

tme (MTT), Area under the curve (AUC), Area under

the wash in (AUWI), Area under the wash out (AUWO)

について比較を行った. 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】pCRが得られたのは5例だった. CE-USで腫瘍

内および周囲組織の造影効果が正常乳腺と比較して乏

しくpCRが示唆されたのは3例で, 感度60％, 特異度87.5

%で正診率は76.9%だった. TIC解析は9例に対して行

われたが, pCR群と非pCR群の比較でTTP (平均±SD)

は3.9±1.6と7.7±4.7 (p=0.380) , ASは1.1±0.2と1.9

±3.4 (p=0.378) , PIは3.3±2.1と5.3±8.2 (p=0.462) ,

MTTは9.0±1.5と48.2±66.8 (p=0.659) , AUCは100.3

±103.3と226.0±315.5 (p=0.558) , AUWIは9.4±8.5

と15.2±16.7 (p=0.558) , AUWOは91.0±94.9と210.8

±299.1 (p=0.558) といずれも有意差を認めなかった.

また組織判定とTIC解析の各パラメータの間に有意な

相関も認めなかった. 一方造影CTや造影MRIでは,

pCRの症例全てで造影効果を認めず, 感度100%, 特異

度87.5%で正診率は92.3%だった｡

【考察・結語】今回の検討では, NAC後のpCR予測に

おいてCE-USの有用性を見いだせなかった. 造影CTや

MRIに比べて微小な造影効果を鋭敏に捕らえすぎてし

まうのが感度の低下に繋がったものと考えられた. ま

たTIC解析においてもROIの設定が結果を大きく左右

すると考えられ, ROIの設定を含めた判定の標準化が

検討課題と思われた.

腋窩リンパ節に対してFNAを施行
した症例の検討

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､ 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25回日本乳癌学会学術総会

平成29年７月 博多

【はじめに】乳癌腋窩リンパ節転移を診断するにあた
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り, 近年超音波ガイド下穿刺吸引細胞診 (以下FNA)

の有用性が報告されているが, その診断能力は依然不

確定である. 当院で施行されたFNAの結果と術後病理

検査結果の一致率, リンパ節転移の個数を後方視的に

解析し報告する.

【方法】当院で2011年1月から2016年6月までに乳癌腋

窩リンパ節転移が疑われる症例に対してFNAを施行し

た症例は68例であった. 他院で手術施行した症例,

FNAから手術までの間に化学療法を施行した症例が合

計11例あり, 検体不足により判定不能となった症例を

2例に認めた. 上記を除く55例を対象とし, 一致率と

リンパ節転移個数を検討した.

【結果】平均年齢57.8(33-85)歳, 性別は男:女=1:54,

術後病理検査結果でリンパ節転移有:無=21:34でFNA

は感度76.1%, 特異度88.2%であった. FNA陽性20例

中(擬陽性を含む, Class 3b:4:5=2:1:17), 術後病理検

査でリンパ節転移が認められた症例は16例(陽性反応

的中率80.0%)でリンパ節転移が複数個以上認められた

症例は14例(70%)であった. 術式は腋窩郭清有:無＝19:1

であった. FNA陰性35例(Class 1:2=23:12)中, 術後病

理検査でリンパ節転移が認められた症例は5例(陰性反

応的中率85.7%)でうちリンパ節転移が複数個以上認め

られた症例は1例(2.9%)であった. 術式は腋窩郭清有:

無＝8:27であった.

【結語】FNAは感度, 特異度共に高く, 腋窩リンパ節

転移診断の補助となるが, より特異度, 陰性反応的中

率の高い検査であり, 陰性症例では腋窩郭清を躊躇す

べきと考えられる.

当院における地域連携クリニカルパスの検討

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
第25回日本乳癌学会学術総会

平成29年７月 福岡

【目的】乳癌患者の数は増加の一途をたどっており､

その全てを急性期基幹病院で対応するのは困難である｡

増加する乳癌患者に対する地域連携の重要性は増して

いるが､ 多くの診療所は癌専門クリニックではない｡

当院では2009年1月から乳癌手術症例に対して積極的

に地域連携パスを導入しており､ 連携している診療所

のほとんどが一般の診療所である｡ このような環境下

で地域連携クリニカルパスが継続/満期終了した症例

とバリアンス登録された症例を検討する.

【対象と方法】2009年1月から2016年12月までに連携

パスに登録した乳癌患者936例のうち連携継続/満期終

了した797例 (以下A群) とバリアンス登録された139

例 (以下B群) の平均年齢､ 乳癌家族歴､ 精神疾患の

有無､ 当院外科以外の他科への定期通院の有無､ 連携

先の選択理由 (新規/かかりつけ)､ 連携先への内分泌

療法依頼の有無､ Stage､ バリアンス理由を診療録よ

り後方視的に検討した｡

【結果】全体の平均年齢は61.7歳 (27-95歳)､ A群vs

B群は60.9歳 (27-95歳) vs 69.9歳 (29-92歳) (P=0.156)｡

バリアンス理由は連携先の変更37例 (26.7％)､ 再発

33例 (23.7％)､ 患者希望21例 (15.1％)､ 通院困難20

例 (14.3％)､ その他28例 (20.1％) であった｡ 当院外

科以外に他科かかりつけとなっているのはA群vs B群=

118例 (12.6％) vs 13例 (9.4％) (P=0.267)｡ 連携先

の選択理由 (新規/かかりつけ) はA群vs B群=257例/

540例vs 46例/93例 (P=0.845)｡ 内分泌療法依頼はA群

vs B群=552例vs 90例 (P=0.322)｡ Stage (0/I/II/III/IV)

はA群vs B群=96例/362例/291例/45例/2例vs 12例/47例/

63例/15例/2例 (P=0.0051) となりB群でAdvance症例

が多い傾向となった｡ 乳癌家族歴や精神疾患を認めた

のはA群vs B群=87例 (9.2％) /22例 (2.4％) vs 9例

(6.5％) /8例 (5.8％) となりとB群で優位に精神疾患

が多かった(P=0.0098)｡

【結語】バリアンスとなった症例の多くは再発､ 患者

の転居や高齢による通院困難であり病診連携は奏功し

ていると考える｡ しかし患者が連携医との関係を築く

ことが出来ず､ また内服の重要性を理解せずバリアン

スとなった症例があり､ 地域連携の重要性を拠点病院､

連携医､ 患者が共有していく必要がある｡

アブラキサンによる末梢性感覚ニューロパ
チーに対するFrozen Gloveの効果の検討
TBCRG-05

外 科
亀井桂太郎
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がん・感染症センター 都立駒込病院 乳腺外科
山下年成､ 黒井克昌

名古屋医療センター 乳腺外科
林 孝子､ 佐藤康幸

愛知県がんセンター中央病院 乳腺科
服部正也､ 吉村章代､ 岩田広治

春日井市民病院 外科
古田美保

岐阜市民病院 乳腺外科
中田琢巳
第25回日本乳癌学会学術総会

平成29年７月 福岡

【対象】対象は2012年9月から2015年1月までに本邦17

施設から登録されたアブラキサン治療を行った50例｡

平均年齢は56歳 (36̃71歳)､ 乳癌手術症例は38例､ う

ち腋窩郭清症例は26例､ 非郭清症例は11例､ 非手術症

例は12例であった｡ 本試験治療が化学療法第1次治療

症例は27例､ 2次治療が7例､ 3次治療が10例､ 4次治療

以降が6例であった｡ アンスラサイクリン既治療例は

32例､ タキサン既治療例は13例であった｡

【方法】アブラキサンは試験開始時には3週毎260mg/

㎡としたが､ 市販後調査の結果で本邦での末梢性ニュー

ロパチー発現頻度が高いことが報告されたことに伴い

プロトコール改訂で220mg/㎡も許容した｡ アブラキ

サン投与時に患側の手・足にFrozen Gloveを装着して､

装着しない健側と末梢神経障害を比較するsplit mouth

designを採用した｡ この試験の副次的評価項目として末

梢性感覚ニューロパチーおよび末梢性運動ニューロパ

チーの頻度・程度をPNQ､ PRO-CTCAE､ CTCAEを用

いて評価した｡ これらを用いてPNQ､ CTCAEとPRO-

CTCAEを比較検討した｡

小腸穿孔で発症した小腸多発悪性
リンパ腫の1例

外 科
山 田 真 生
第48回愛知臨床外科学会

平成29年７月 名古屋

症例は87歳, 男性. 主訴は腹痛. 既往歴は特記すべ

きことなし. 腹部CT検査で上腹部にfree airを認めた

が, 穿孔部位は不明であった. 術中所見では, Treiz

靭帯より40cmから285cmにかけて4つの腫瘤を認め,

そのうち1つが穿孔しており, 合計80cmの小腸切除術

を施行した. 病変はいずれもびまん性大細胞型B細胞

性リンパ腫と診断された. 術後は年齢を考慮して緩和

療法が行われたが, 悪性リンパ腫の進行に伴い全身状

態が悪化し, 術後約3ヶ月で永眠された. 小腸悪性リ

ンパ腫は小腸原発悪性腫瘍の中で約3分の1を占め, 穿

孔で発症する頻度は7％といわれる. 小腸悪性リンパ

腫の穿孔例は予後不良であり, 1年生存率で26.8％と

の報告もある.

外傷性十二指腸水平脚穿孔の1例

外 科
大屋勇人､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士朗
寺�史浩､ 仲野 聡､ 岡本和浩
田中祐介､ 手嶋浩也
第48回愛知臨床外科学会

平成29年７月 名古屋

症例は65歳男性｡ 夜道で自転車走行中看板に衝突し

ハンドルで腹部を打撲した｡ その後腹痛が持続するた

め､ 受傷約2時間後に救急外来を受診した｡ バイタル

サイン・血液検査に明らかな異常を認めなかったが､

上腹部に圧痛を認めた｡ 筋性防御は認められなかった｡

腹部造影CT検査で十二指腸水平脚周囲を中心にfree a

irと液体貯留を認めた｡ 外傷性十二指腸穿孔を疑い緊

急手術を施行した｡ 術中所見では､ 十二指腸水平脚に

半周性の穿孔を認め､ 後腹膜に広範な胆汁汚染を伴っ

ていた｡ 手術は十二指腸-空腸吻合(R-Y)､ 胃-空腸バ

イパス術を行った｡ 術後経腸栄養から開始し､ ガスト

ロ造影検査で縫合不全や通過障害がないことを確認し

経口摂取を開始した｡ ドレーンを順次抜去し経過良好

で退院した｡ 外傷性十二指腸穿孔は全腹部外傷の3-7

％と稀で､ その中でも水平脚は十二指腸全体の28％で

ある｡ 外傷性十二指腸穿孔は損傷の程度に応じて最適

な術式を即決する必要がある｡
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腹部外傷手術例における予後因子の検証

外 科
寺�史浩､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人
第72回日本消化器外科学会総会

平成29年７月 金沢

【背景】多発外傷に対する予後不良因子として, 死の

3徴 (低体温, アシドーシス, 凝固異常) が一般的で

あるが, 腹部外傷の緊急手術症例における予後不良因

子の報告は少ない.

【目的】緊急手術を必要とする腹部外傷患者の予後不

良因子を明らかにする.

【対象】2006年1月から2016年10月までに外傷のため

当院に搬送され, 腹部臓器損傷を認めた253例中, 緊

急開腹手術を施行した64例.

【方法】対象64例を救命群 (S群, n=56), 死亡群 (D

群, n=8) に分け, 年齢, 性別, 来院時のVital Sign,

意識レベル (Glasgow Come Scale (GCS)), 血液検査

所見, 受傷機転, 損傷臓器, 手術時間, 術中出血量,

輸血量を後方視的に解析した. カットオフ値はROC

曲線を用いて設定し, 単変量解析で有意差を認めた因

子を, 2項ロジスティック解析を用いて多変量解析を

施行した.

【結果】対象例の平均年齢はS：D＝45.8：64.8歳 (p=

0.02), 男/女はS：D＝38/18：5/3 (p=0.76) であった.

受傷機転は交通事故45例, 転倒・転落8例, 鋭的外傷

6例, その他の鈍的外傷5例で受傷機転, 受傷部位に有

意差を認めなかった. 来院時Vital Sign (S:D, average)

では脈拍89：106 回/分 (p<0.01), 体温36.6：35.4℃

(p=0.02), 呼吸数21：31回/分 (p<0.01) で有意差を認

めたが, 血圧113/69：102/59 mmHg (収縮期/拡張期,

p=0.37/0.45)において有意差は認めなかった. GCS (S:

D, average) は13.9：8.5 (p<0.01) で有意差を認めた｡

来院時の動脈血ガス分析 (S:D, average)ではpH 7.39：

7.24 (p<0.01), Lac 28.5：79 mg/dL (p<0.01), Hb

11.4：8.9 g/dL (p<0.01) で有意差を認めたが, pCO2,

pO2, Caでは有意差を認めなかった. 手術時間 (S:D,

average) は 107：92分 (p=0.56), 出血量 (S:D, average)

は 1390：3778 g (p<0.01). 輸血量 (S:D, average)は,

濃厚赤血球 (RCC-LR) 7.8：27.5 U (p<0.01), 新鮮

凍結血漿 (FFP) 6.93：21.3 U (p<0.01), アルブミン

製剤20：63 g (p<0.01) で有意差を認め, 血小板輸血

は2.86：2.50 U (p=0.90) で有意差を認めなかった.

多変量解析による予後不良因子は, 体温 (カットオフ

値 35.7℃, OR 19.2, 95%CI 1.76-209 , P=0.02),

RCC-LR輸血量 (カットオフ値14U, OR 25.5, 95%CI

2.63-247 , P=0.01) であった.

【結語】腹部外傷手術における予後不良因子は低体温,

大量輸血であった. 緊急開腹手術を施行する症例では,

来院時から体温上昇に努めることが重要と考えられた.

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の安全性と現状

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
第72回日本消化器外科学会総会

平成29年７月 金沢

【目的】当院で導入､ 実施した腹腔鏡下膵頭十二指腸

切除(LPD)を後方視的に解析しその安全性を検討した｡

【方法】2016年7月の施設認定取得・導入以来同年11

月までに8例のLPDを実施した｡ 術者とカメラオペレー

ターの2名は開腹膵頭十二指腸切除およびadvanced

laparoscopic surgeryを各200例以上経験したスタッフ

に固定し､ 6～7ポート下にsealing機能を持つ超音波凝

固切開装置を用いて行った｡

【手術手順】1)十二指腸授動後､ 十二指腸を切離､ 2)

膵臓下縁で上腸間膜静脈を同定し､ 膵と門脈前面を剥

離､ 3) 総肝動脈､ 固有肝動脈を同定しこれらをtaping

後に胃十二指腸動脈を切離､ 4)視野を下方へと移動し､

Treitz靱帯から約10cmの空腸を切離師､ 腸沿いに間膜

およびTreitz靱帯を切離､ 4)空腸を腸間膜背側から右

方へ引き出し､ 膵を門脈の前面で自動縫合器を用いて

切離､ 6)下膵十二指腸動脈・静脈を切離し､ 上腸間膜

動脈右方で神経叢を温存するように頭側へ切離を続け､

最後に後上膵十二指腸静脈を切離､ 7)胆嚢摘出､ 胆管

切除｡ 8) 6～10cmの上腹部切開創から病変臓器を摘

出し､ 直視下に膵腸粘膜吻合再建を実施 (ロストステ

ント)､ 9) 再気腹し､ 鏡視下に胆管空腸連続吻合 (ス

テントなし)､ 10) 再度､ 小切開創から直視下に十二

指腸空腸吻合を行い､ 再建が終了｡ 11) ドレンを膵腸
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吻合部とMorrison窩の2箇所に留置｡ パスは術後19日

退院のものを使用｡

【成績】年齢中央値60.5歳(範囲45-80)､ 男女各4例､

BMI 21.3 kg/m2 (17.5-27.9)､ 適応はNET 3例､ 十二

指腸乳頭部癌2例､ IPMN 2例､ 十二指腸癌1例､ 腫瘍

最大径2.0cm (0.5-8.6)｡ 手術時間290分(236-363)､ 出血

175g (45-300)､ 在院期間19日 (12-57)､ 合併症(Clavien-

Dindo, > Grade2)は4例(50％, いずれも膵液瘻Grade B)｡

【結論】LPDは導入後歴史の浅い手技ではあるが､ 開

腹・腹腔鏡の経験を重ねた施設で確実な手技を組み合

わせることにより安全かつ短時間に実施可能である｡

Hybrid体位による胸腔鏡下食道切除術
～当院の現状と課題～

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 宇治誠人
第61回内外症検

平成29年７月 名古屋

【背景】当院では､ 2012年12月から左側臥位､ 小開胸

下による胸腔鏡下食道切除術を導入したが､ 中下縦隔

の術野展開が不良で郭清が不十分になりがちであった｡

そのため､ 2015年6月からHybrid胸腔鏡下食道切除術

を導入し､ 2017年4月までに20例に施行し､ 手術手技

を定型化してきた｡ 手術手技を供覧し､ 手術成績を報

告する｡

【手術手技】体位はマジックベッドを用いて､ 半腹臥

位で固定｡ 手術台のローテーションにより､ 上縦隔郭

清は左側臥位､ 小開胸下にて施行し､ 中下縦隔郭清は

腹臥位､ 8mmHgの人工気胸下に施行している｡ 換気

は当初､ ダブルルーメンチューブによる分離肺換気を

行っていたが､ 現在はスパイラルチューブ､ ブロッカー

を使用している｡ 右第5肋間中腋窩線上に5cmの小開

胸をおき､ ポートは第３肋間前腋窩線､ 第5肋間後腋

窩線､ 第7肋間前及び後腋窩線に挿入する｡ 最初に左

側臥位で､ 上縦隔の郭清を行う｡ 左反回神経周囲は､

食道に2カ所テーピングをし､ 背側に牽引し視野を展

開し､ 左反回神経に適度の緊張をかけ郭清を行ってい

る｡ 手術台をローテーションして体位を腹臥位とし､

中下縦隔の郭清を行う｡

【対象】Hybrid胸腔鏡下食道切除術を施行した20例｡

平均年齢71歳(61-81)､ 男性20例､ 女性0例｡

【成績】20例中1例で腫瘍の気管浸潤のために開胸手

術にコンバージョンした｡ その他の19例の平均胸部操

作時間は238分(181-293)､ 胸部郭清リンパ節の平均は

29個 (5-47) であった｡ Clavien-Dindo分類GradeIIIa以

上の合併症を7例 (35％)､ 反回神経麻痺を6例(30%)､

縫合不全を2例(10%)に認めた｡

【考察】本術式のメリットは､ 側臥位､ 腹臥位の両方

の利点を利用できることである｡ 腹臥位に体位変換す

ることで､ 中下縦隔の郭清が安定して施行可能となっ

た｡ デメリットは､ 側臥位時の視野展開には助手の高

度の技量を要することで､ その改善のために､ 完全気

胸下による手術の導入を検討している｡

【結論】手術手技の定型化により､ 安定したリンパ節

郭清が可能となった｡

当院における直腸癌に対する 術前化学療法

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､ 三品拓也
伊藤喜介､ 吉川晃士朗､ 寺崎史浩
仲野 聡､ 岡本和浩､ 田中祐介
手嶋浩也
第13回西濃がん診療研究会学術講演会

平成29年９月 大垣

Pulmonary Tumor Thrombotic
Microangiopathyを発症した進行・
再発乳癌の2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､ 宇治誠人
第14回日本乳癌学会中部地方会

平成29年９月 飯田

－ 597 －



症例1は57歳女性.1年程前からの左乳房腫瘤を主訴に当科

受診.精査の結果,浸潤性乳管癌多発骨転移cT4dN2aM1,

StageⅣ(UICC),triple negativeと診断した.AC療法を開

始し,4コース投与後のCTで原発巣・多発骨転移は著

明に縮小したため,局所コントロール目的にBt+Axを

施行.術後は化学療法を行わず,ゾレドロン酸のみ投与

していたが,術後3ヵ月経過したころより息切れが出現

し, PET-CTでは肺実質の集積とすりガラス影を認め

た.Coronary angiographyで肺動脈より採取した血液か

らadenocarcinomaを検出したためPulmonary Tumor

Thrombotic Microangiopathy (PTTM)と診断した.その

後パクリタキセル+ベバシズマブ療法を開始したもの

の状態は急激に悪化し,1週間後に永眠された.

症例2は48歳女性.左乳癌(浸潤性微小乳頭癌,luminal

type,Her2陰性)に対し,術前化学療法後にBt+Axを施行し

外来で経過観察中であったが,術後1年半で右鎖骨上リン

パ節再発を認めた.その後内分泌療法を施行するも左

腋窩リンパ節・縦隔リンパ節転移をきたしたため化学療

法を行った.再発から5年経過したころに咳嗽が出現し

心エコー検査で右心負荷所見を認め,肺血流シンチでは

末梢側に多数の集積欠損を認めた.Coronary angiography

で肺動脈より採取した血液からadenocarcinomaを検出

し,PTTMと診断した.積極的な抗癌剤治療等は希望さ

れず,緩和治療の方針となり診断から2週間後に永眠さ

れた.

PTTMは肺動脈微小腫瘍塞栓により進行性肺高血圧

症や呼吸不全を呈し､ ほとんどが発症後短期間で死亡

する予後不良の病態である.我々は今回PTTMを発症し,

急速な転帰を辿った進行・再発乳癌の2例を経験した

ため報告する.

腹部手術歴のない単純性イレウスに対する
ガストログラフィンの治療成績

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第25回日本消化器関連学会週間 (JDDW)

平成29年10月 福岡

【はじめに】腹部手術歴のある単純性イレウスに対す

る水溶性ヨード造影剤 (ガストログラフィン) の有効

性は示されているが, 腹部手術歴のない単純性イレウ

スに対する治療成績は明らかになっていない.

【目的】腹部手術歴のない単純性イレウスに対するガ

ストログラフィンの治療成績を明らかにする.

【対象と方法】2008年1月から2015年12月までに838例

の単純性イレウスに対して診断と治療を目的にガスト

ログラフィンが使用された. 経鼻胃管からガストログ

ラフィン 100mL投与し, 5時間後に大腸への到達を認

めれば不完全閉塞と判断し保存的治療継続, 大腸への

到達がなければ完全閉塞と判断し手術を行った. 腹部

手術歴の有無で無群(n=44)と有群(n=794)に分け治療成

績を比較検討した. 除外症例は絞扼性, 内ヘルニア,

腫瘍, 食餌性によるイレウスとした.

【結果】無群の6例(13%)と有群の121例(15%)が完全

閉塞に分類され手術が施行された(p=1.000). 胃管留

置期間は無群2.2日, 有群2.5日で差を認めなかった(p=

0.400). 経口摂取開始は無群2.4日, 有群2.6日で差を

認めなかった(p=0.553). 入院中の手術施行率は無群

16%, 有群17%で差を認めなかった(p=1.000). 平均

在院日数は無群9.6日, 有群11.3日で有意差を認めた(p=

0.006).

【結語】腹部手術歴のない単純性イレウスに対するガ

ストログラフィン治療は, 腹部手術歴のある症例と同

等に有効でかつ入院期間は短い.

化学療法により長期生存を得た直腸癌
術後多発再発の1例

外 科
大屋勇人､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 岡本和浩
手嶋浩也､ 田中祐介
第294回東海外科学会

平成29年10月 津

症例は65歳男性｡ 2004年9月他院にて直腸癌に対し

低位前方切除術施行｡ Stage pT4bN2M0 StageⅢC(UIC

C)であったが術後補助化学療法は施行せず｡ 術後２年

9ヶ月で傍大動脈リンパ節転移再発にFOLFOX4 10コー
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ス, FOLFILI 6コース, FOLFOX4+Bmab 20コース施

行しCRとなり, 再発後1年11ヶ月で化学療法を中断｡

その後画像上再発病変なく, 腫瘍マーカーの増減に応

じ休止再開を繰り返しFOLFOX4+Bmabを31コースま

で施行｡ 再発後3年4ヶ月に転移巣増大傾向で腹膜播種

も認めた｡ FOLFOX4+Bmabを45コースまで継続し,

再発後4年6ヶ月で多発肺転移を認めたがmFOLFOX4

+Bmabを76コースまで施行｡ 腫瘍マーカーが上昇傾向

となり, 肺転移がPDとなり再発後7年6ヶ月でFOLFIRI

+Bmabに変更｡ 再発後9年で肺転移はPDとなったが非

常に緩徐であり治療継続し, FOLFIRI+Bmabを31コー

スまで施行｡ 術後12年10ヶ月, 再発後10年1ヶ月で左

下肢壊死性筋膜炎, 敗血症を発症し死亡｡ 今回直腸癌

術後多発再発に対し化学療法を施行し, 再発後10年と

いう長期生存を得た症例を経験したので報告する｡

縫合糸による腹腔内異物肉芽腫の1例

外 科
孫 起和､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 岡本和浩
手嶋浩也､ 田中祐介
第294回東海外科学会

平成29年10月 津

S状結腸が脱出した鼠経ヘルニアが誘因と
思われた注腸検査による直腸穿孔の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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士朗
寺崎史裕､ 仲野 聡､ 岡本和浩
手嶋浩也､ 田中祐介
第294回東海外科学会

平成29年10月 津

小腸イレウスに対する水溶性造影剤
(ガストログラフィン) を用いた大垣
分類の診断・治療効果

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 幕張

【はじめに】腹部手術歴のある単純性小腸イレウスに

対する水溶性ヨード造影剤 (ガストログラフィン) の

有効性は示されているが, 明確な画像的診断分類やそ

の治療効果は明らかになっていない.

【目的】小腸イレウスに対するガストログラフィンの

治療成績を明らかにする.

【対象と方法】2009年1月から2015年12月までに776例

の単純性小腸イレウスに対して診断と治療を目的にガ

ストログラフィンを使用した. 経鼻胃管からガストロ

グラフィン 100mL投与し, 5時間後に大腸への到達が

なければ完全閉塞 (閉塞部位あり；Type I, 閉塞部位

不明；Type II) と判断し手術を行い, 大腸への到達

を認めれば不完全閉塞 (拡張小腸あり；Type IIIA,

拡張小腸なし；Type IIIB) と判断し保存的治療を継

続した. 上記大垣分類4群について治療成績を比較検

討した. 除外症例は絞扼性, 内ヘルニア, 腫瘍, 食餌

性によるイレウスとした.

【結果】大垣分類Type I, II, IIIA, IIIBはそれぞれ27,

90, 358, 301例であった. 全体の手術治療率は16.6%.

保存的治療群(Type IIIA, IIIB)のうち647例(98.2%)は

手術を必要としなかった. Type IIIAの手術率は3.4%

(12/358), 一方Type IIIBの手術率は0% (0/301)であっ

た(p=0.001). 経口摂取開始はType IIIA 2.1日, Type

IIIB 2.6日で有意差を認めた(p<0.001). 平均在院日数

はType IIIA 9日, Type IIIB 11日で有意差を認めた

(p<0.001). 在院死亡は認めなかった.

【結語】小腸イレウスに対するガストログラフィンを

用いた大垣分類の診断的価値は高く, 治療効果も満足

のいくものである.
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胆嚢捻転症の6例の検討

外 科
中川洋一､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士郎
寺崎史浩､ 仲野 聡､ 岡本和浩
田中祐介､ 手嶋浩也
岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【背景】胆�捻転症は急性胆嚢炎の一因となる比較的

まれな疾患であり, 捻転による血流障害は時間経過と

ともに重篤化するため早期診断と治療を必要とする疾

患である.

【目的】当院で経験した胆�捻転症6例を検討する.

【対象と方法】2015年4月から2017年2月までに当院で

胆�捻転症を6例検討した. 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】症例は全例が女性であり, 年齢中央値は82歳

(68-92歳), BMIは17.5(16-19)であった. 主訴は1例が

心窩部痛, 5例が右季肋部痛であった. 受診時の所見

より, 全例急性胆嚢炎の診断となり, 緊急手術施行さ

れた. 術中所見で胆�捻転症と判明し, 6例中5例で開

腹胆�摘出術, 1例で腹腔鏡下胆�摘出術が施行され

た. 術後平均8.7日(4-23日)で明らかな有害事象なく退

院となった.

【考察】胆�捻転症は痩せ型高齢女性に多いとされて

おり, 当院においてもその傾向が認められた. 術前の

画像診断は困難であるが, 胆�捻転症は緊急手術の適

応であり, 痩せ型高齢女性では胆�捻転症を鑑別とし

て考えるべきである.

膵癌に対するGemcidabine+nab-
Paclitaxel療法の使用経験

外 科
伊藤喜介､ 金岡祐次､ 原田 徹
前田敦行､ 亀井桂太郎､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
三品拓也､ 吉川晃士郎､ 寺�史浩
仲野 聡､ 岡本和浩､ 田中祐介
手嶋浩也

第16回岐阜膵臓外科研究会

平成29年11月 岐阜

75歳以上の高齢者の癒着性イレウスの
治療成績の検討

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之､ 宇治誠人
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【背景と目的】当院では癒着性イレウスに対し入院後

12から24時間､ 胃管による減圧を行いPS2以下の症例

にはその後ガストログラフィン造影を行う｡ 造影剤が

結腸まで移行しなければ手術､ 移行すれば保存治療を

行う｡ 癒着性イレウスの治療成績を75歳以上(A群)と

75歳未満(B群)で比較検討した｡

【対象と方法】2008年から2015年に癒着性イレウスで

治療を施行した776例｡ 保存治療647例(75歳以上307例､

75歳未満340例)､ 手術129例(75歳以上59例､ 75歳未満

70例)それぞれの治療成績を検討した｡

【結果】保存治療例の食事開始日の中央値はA群3日

目(2-16)､ B群3日目(2-13)で有意差はなかった(p=0.78)

が､ 在院日数の中央値はA群9日(4-37)､ B群 8日(4-45)

でA群で有意に長かった(p<0.001)｡ 治療関連死亡は認

めなかった｡ 手術例の食事開始日の中央値はA群3日

目(3-13)､ B群3日目(2-10)で有意差はなかった (p=0.61)

が､ 術後在院日数の中央値はA群16日(9-97)､ B群

13.5日(8-38)でA群で有意に長かった(p=0.03)｡ 在院死

亡はA群で1例 (1.7%) に認めた｡ Clavien-Dindo分類

GradeIIIa以上の合併症はA群で8例(14％)､ B群で3例

(4.3%)に認めたが有意差は認めなかった(p=0.06)｡ 多

変量解析による術後合併症のリスク因子は開腹手術歴

が3回以上の症例であった(Odds ratio=11.36; 95% CI=

1.39-90.9; P=0.02)｡

【結論】75歳以上の高齢者に対してもガストログラフィ

ンによる治療方針の決定により問題なく治療が可能で

あった｡
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ベバシズマブ投与中に急性腹症をきた
した10例の検討

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､ 宇治誠人
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【はじめに】Bevacizumab (BV) は大腸癌をはじめ悪

性腫瘍に対し有効性が報告されている分子標的薬であ

るが､ 特異的な副作用も知られている｡ BV投与中に

急性腹症をきたした10例を経験したので報告する｡

【対象と方法】2009年から2017年6月までにBV投与中

に急性腹症をきたした10例を対象に､ 患者背景､ 治療

成績を検討した｡

【結果】年齢中央値61.5歳 (54-74)､ 男性5例､ 女性

5例｡ 大腸癌が9例､ 卵巣癌が1例であった｡ 急性腹症

の原因は消化管穿孔：7例 (結腸：3例､ 十二指腸：

3例､ 小腸：1例)､ 虚血性腸炎：1例､ 膀胱穿孔：1例､

胆石発作：1例であった｡ そのうち9例で緊急手術を施

行した｡ 十二指腸穿孔の1例は炎症が局所のみであり､

経皮的ドレナージを施行した｡ 全例に術後合併症を認

め､ 創感染・創離解：6例､ 縫合不全：2例､ 脳梗塞：

1例､ 消化管出血：1例､ 血小板減少：1例であり､ 保

存的治療の十二指腸潰瘍穿孔の1例と虚血性腸炎のた

め手術を施行した1例が在院死した｡ 胆石発作にて腹

腔鏡下胆嚢摘出術を施行した症例も術後4日で退院し

たが､ 術後52日に創離開を認めた｡ 在院日数は中央値

40.5 (4-128) 日であった｡

【結語】BV併用化学療法中に発症した急性腹症10例

のうち2例が死亡し､ 手術症例に関しては全例に合併

症を認めた｡ BV投与中は通常の急性腹症の症例と比

較し､ 予期せぬ合併症の出現や､ 重篤化する可能性を

考慮し､ 治療方針の決定､ 術式選択・術後管理に細心

の注意が必要である｡

腹腔鏡下大腸手術後の腸閉塞予防の
ための工夫

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 亀井桂太郎
前田敦行､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人､ 三品拓也､ 伊藤喜介
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
岡本和浩
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【はじめに】腹腔鏡下手術は開腹手術に比べて術後の

癒着が少なく､ また腸管運動機能低下の回復も速やか

と考えられており､ 術後腸閉塞の発症が少ないされて

いる｡ しかし､ 開腹手術ではあまりみられなかった腸

間膜欠損部による内ヘルニアやステイプラーを原因と

する腸閉塞が報告されている｡ 当院の腹腔鏡下大腸手

術後の腸閉塞症例を検討し､ 現在当科で行っている腸

閉塞予防のための工夫を報告する｡

【対象と方法】2008年9月から2017年3月まで腹腔鏡下

大腸手術を施行した612例を対象として､ 後方視的に

検討した｡

【結果】最初の318例中16例 (5.0％) に術後腸閉塞を

発症した｡ 大腸手術は結腸右半切除5例､ 横行結腸切

除1例､ 左半結腸切除1例､ S状結腸切除3例､ 直腸切

除5例､ 大腸全摘1例であった｡ 9例は保存的に軽快し

たが､ 7例で手術を必要とした｡ 原因は腸間膜欠損部

の内ヘルニア2例 (横行結腸切除後1例､ 左半結腸切除

後1例)､ 癒着14例 (うち創部1例､ 後腹膜の血管止血

クリップへの癒着1例) であった｡ これらの結果を踏

まえて､ 腸間膜は結腸切除では縫合閉鎖し､ 直腸切除

では血管止血用クリップは小腸と触れないように同部

の後腹膜は閉鎖した｡ その後の294例では腸閉塞は5例

(1.7％) (後腹膜への癒着4例､ DSTのステイプラーへ

の癒着1例) 認めたのみであった (p＜0.05)｡

【結語】結腸の腸間膜欠損部は閉鎖し､ 直腸の血管止

血用クリップ部の後腹膜は閉鎖すべきである｡
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腹腔鏡下肝S7/S8領域切除に対する
アプローチの考え方

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第11回肝臓内視鏡外科研究会

平成29年12月 京都

【目的】S7/S8領域の腹腔鏡下肝切除 (LLR78) は､

難易度が高い｡ 当院のLLR78に対する工夫を提示する

とともにその安全性を解析した｡

【方法】2017年8月までに経験したLLR162例中LLR78

の54例を対象とした｡

【術式概要】かつて仰臥位であったが(n=30)最近では

左 (半) 側臥位(n=24)を基本とし､ 切除部が頂上にな

るように配慮する｡ カメラは臍右方から挿入し､ 肝門・

肝授動操作時は比較的尾側のポートから行い､ 肝切除

時は剣状突起から肋骨弓下に12mmポート3本､ 5mm

ポート1本を留置し､ 5～7ポート法で行っている｡ カ

メラの操作方向には鉗子ポートが重ならないように干

渉とカメラ汚染を避けるようにする｡ 全肝遮断は左側

腹部から引き出したテープで行い､ 視野の妨げになら

ないようにする｡

【成績】年齢中央値69歳(35-79)､ 男女比36:18､ BMI

23.2 (17.9-33.6)｡ 適応疾患は原発性肝癌42例､ 肝転移

11例､ 肝腺腫1例｡ ICG R15 12.8% (1.2-33.0)｡ 2013年

以降の38例は全例pure LLR｡ ポート数は6 (5-9)､ で亜

区域切除以上が34例(63.0%)､ 手術時間212分(108-412)､

出血300g (2-3500)､ 開腹移行は3例 (5.5%：出血2例､

ガス塞栓1例)､ 術後合併症は5例 (9.2％､ 腹水4例､

ガス塞栓・DIC 1例) であった｡ 肋間ポートの使用は

2例｡ 左(半)側臥位を導入し有意差はないものの手術

時間中央値は214分から204分に､ 出血量は350gから

207ｇ､ 在院日数は16日から12日に減少した｡ 開腹移

行はそれぞれ2例､ 1例で､ 腫瘍露出は3例(10%)､ 1例

(4.1%)であった｡

【結語】腹腔鏡下肝S7/S8領域切除は高難度の手技で

はあるが､ 工夫と経験を重ねることにより安全性と確

実性を改善することは可能と考える｡

腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除における
脾動静脈温存手技の適用拡大

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第９回膵臓内視鏡外科研究会

平成29年12月 京都

【目的】腹腔鏡下膵体尾部切除術(LDP)の手技安定化

から腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除(LSPDP)の導入, さ

らに脾動静脈を温存するLSPDP(SVP-LSPDP)への適用

拡大について, SVP-LSPDPの手術成績をLDPと比較

し今後の課題を検討する.

【方法】2013年1月から2017年5月までに膵癌を除き

当院で施行されたLDP 8例とSVP-LSPDP 9例 (以下,

SVP群) の手術成績を比較検討した.

【結果】LDPの手技安定化に伴いSVP-LSPDPを適用

する症例が徐々に増加し, 2017年の4例は全例SVP-

LSPDPであった. 3cmを超えるIPMNやLADG後の症例

についてもSVP-LSPDPを経験するようになった. 平

均年齢はLDP群66歳, SVP群52歳 (p =0.038). 男女

比はLDP群2：6, SVP群4：5 (p =0.620). 腫瘍径は

LDP群3.2cm, SVP群2.2cm (p =0.469). 膵断端処理は

初期4例 (LDP 群n=2, SVP群 n=2) が手縫いで, 残

り13例は器械 (p =1.000). 平均手術時間はLDP群140

分, SVP群190分と有意にSVP群で長かった (p =0.016).

平均出血量はLDP群156mL, SVP群218mL と差を認

めなかった(p =0.700). SVP群からLDPへのconvertは

認めなかった. Clavien分類3以上の合併症は全て膵液

瘻でLDP群1例 (13%), SVP群3例 (33%) で差を認め

なかった(p =0.576). 術後90日以内の死亡は両群とも

認めなかった. 術後平均在院日数はLDP群16日, SVP

群18日と差を認めなかった (p =0.719).

【結論】SVP-LSPDPは安全に導入可能で, 手術時間

の短縮が今後の課題である.

Hybrid体位による胸腔鏡下食道切除
術の利点・欠点

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 宇治誠人
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第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【背景】当院では2015年6月からHybrid胸腔鏡下食道

切除術を導入し､ 2017年4月までに20例に施行した｡

手術手技を供覧し､ 本術式の利点､ 欠点を考察する｡

【手術手技】体位はマジックベッドを用いて半腹臥位

で固定｡ 手術台のローテーションにより､ 上縦隔郭清

は左側臥位､ 小開胸下にて施行し､ 中下縦隔郭清は腹

臥位､ 8mmHgの人工気胸下に施行している｡ 右第5肋

間中腋窩線上に5cmの小開胸をおき､ ポートは第３肋

間前腋窩線､ 第5肋間後腋窩線､ 第7肋間前及び後腋窩

線に挿入する｡ 左反回神経周囲は食道に2 カ所テーピ

ングをし､ 牽引で視野を展開し郭清を行っている｡

【対象】本術式を施行した20例｡ 平均年齢71歳(61-81)､

男性20例､ 女性0例｡

【成績】20例中1例で腫瘍の気管浸潤のために開胸手

術にコンバージョンした｡ その他の19例の平均胸部操

作時間は238分(181-293)､ Clavien-Dindo分類GradeIIIa

以上の合併症を7例 (35％)､ 反回神経麻痺を6例(30%)､

縫合不全を2例(10%)に認めた｡

【考察】本術式のメリットは､ 左側臥位で開胸手術と

同様の視野で上縦隔郭清が施行でき､ 中下縦隔郭清は

腹臥位に体位変換することで容易となる｡ デメリット

は､ 側臥位時の視野展開に助手の高度の技量を要する

ことである｡

【結論】Hybrid体位は､ 側臥位､ 腹臥位の両方の利点

を利用できる有用な術式である｡

上腹部高度癒着症例に対するhybrid
腹腔鏡下肝切除術

外 科
宇治誠人､ 金岡祐次､ 前田敦之
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【背景】腹腔鏡下肝切除は､ 再肝切除や他の上腹部手

術の既往がある症例に対しても適応されるようになっ

てきたが､ 癒着のため腹腔鏡下手術が困難となる症例

もある｡ 当科では上腹部の高度癒着が予想される症例

に対して､ 前回手術の創を利用した小開腹創による癒

着剥離や肝門処理､ さらに開腹創から可能な範囲の肝

切除を先行して行い､ 腹腔鏡下に残りの肝切除を完遂

するhybrid腹腔鏡下肝切除術を施行している｡

【目的】2017年5月までに､ 再肝切除3例を含む6例に

対して本術式を施行しており､ 今回その成績について

検討した｡

【結果】患者年齢の中央値は64.5歳 (51-79歳)､ 全症

例が男性で､ BMIの中央値は20.6 (18-28.4) だった｡

適応となった疾患は肝細胞癌3例と転移性肝腫瘍3例で､

術前のICG15分停滞率の中央値は12.8% (1.8-14.1%)､

全症例がChild-Pugh分類Aで肝機能良好だった｡ 術式

のうちわけは葉切除２例､ 区域切除２例､ 亜区域切除

２例で､ 開腹長の中央値は11cm (5-12cm)､ 手術時間

および出血量の中央値はそれぞれ293分 (224-310分)

と285mL (30-760mL) で､ 術後合併症はなく､ 術後

在院日数の中央値は13日 (10-15日) だった｡

【考察】当科で行っているhybrid腹腔鏡下肝切除術は､

上腹部の高度癒着を伴う難易度の高い肝切除に対して､

開腹手術と腹腔鏡手術両者の利点を活用した､ 安全で

有用な術式と思われる｡

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
難易度評価

外 科
田中祐介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人
第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【目的】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の

作成可否の術前のリスク因子を同定した.

【方法】2012年から2016年までの間に, 168例の緊急

ラパ胆を経験した. 手術の難易度評価は､ CVSを作成

し得たか否かで評価した. CVSを作成し得た130例

(CVS群) とCVS作成不能であった38例 (non-CVS群)

を比較した.

【結果】発症後経過時間中央値はCVS群が24時間,

－ 603 －



non-CVS群が80時間であった (P<0.001). 術前CRP中

央値は, CVS群が1.05mg/dL, non-CVS群が9.74mg/dL

であった (P<0.001). アルブミン値, PT-INR, 胆嚢

短径でも両群で有意差を認めた. 手術時間, 出血量の

中央値はCVS群で79分, 10ml , non-CVS群で111分,

50mlであった (P<0.001, P<0.001). 開腹移行はnon-

CVS群で11例 (29%) に認めたが, CVS群は全症例ラパ

胆で完遂し得た (P<0.001). 両群で有意差を認めた術

前5項目について､ オッズ比､ およびROC曲線を用い

て, Alb<4.1 g/dl , CRP>5.5 mg/dL､ 発症後72時間以

上, PT-INR>1.0, 胆嚢短径>4.7cmをカットオフ値と

して多変量解析を行うと, 高CRP値, 発症後経過時間

の延長がCVS作成不能のリスク因子として挙げられた.

【結語】高CRP, 発症後経過時間がCVS作成不能のリ

スク因子として考えられる.

市中病院における腹腔鏡下膵頭十二
指腸切除(LPD)の導入

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【目的】腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 (LPD) の手術手

順の定型化と安全性への取り組みを報告｡

【方法】2016年7月からLPDを10例に対して実施し､

その手術手順と短期成績を検討｡

【術式概要】術者とカメラオペレーターをPDと腹腔

鏡下消化管手術を各250例以上経験した2人に限定｡

7ポート使用｡ 手術中に最も留意する部分は神経叢を

温存するSMA右方の処理で､ 損傷を回避するために

神経叢を腹側・背側の2層に分けて切離｡ 動脈枝は

Hem-o-lokで処理｡ 切除終了後 7ｃｍの上腹部正中に

切開を加え､ 病変部を回収し直視下に膵空腸粘膜吻合

(5Fr, Lost stent留置)｡ 再度気腹し鏡視下に胆管空腸吻

合(5-0 PDS連続縫合､ No stent)｡ 開腹創から十二指腸

空腸吻合｡ ドレンは開腹同様に2本｡ 留意点は膵空腸

吻合は開腹操作で実施｡

【結果】対象疾患はNET 5例､ 十二指腸乳頭部癌2例､

十二指腸癌2例､ IPMA 1例｡ 年齢中央値58.5歳(45-80)､

手術時間287分(236-363)､ 出血150g (30-500)､ PF

(Grade B,C)2例､ DGE1例､ 術後在院15日(12-41)｡

【結語】LPDは施設と術者を限定し安全に配慮ながら

症例数を重ねることにより低侵襲手術のメリットを享

受できる｡

腹腔鏡補助下胃切除術の再建法による
術後成績の比較検討

外 科
伊藤喜介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人
第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【目的】当院では腹腔鏡補助下胃切除術(LADG)は鏡

視下に胃の血管処理とリンパ節郭清を施行した後に､

上腹部を7cm小開腹する｡ 小開腹創より胃を切除し､

Billroth-I法(BI)あるいはBillroth-II法(BII)再建を手縫い

で行う｡ 今回､ 再建方法による術後短期・中期成績を

検討した｡

【対象と方法】2009年4月から2017年3月の期間に胃癌

に対しLADGを施行した327例を､ BI(126例)とBII(201

例)に分け､ 患者背景､ 術後成績について後方視的に

比較検討した｡

【結果】患者背景では年齢(歳)(BI:63.5､ BII:65.9)､

BMI(kg/m2)(BI:22.3､ BII:23.0)でBIIは有意に高齢で肥

満であった｡ UICC病期はBIがStageI:117,II:8,III:1､ BII

がStageI:158,II:22,III:21でBIIに進行癌が有意に多かっ

た｡ Cravien-Dindo分類Grade 3以上の合併症はBI:5例

(4.0%)､ BII:16例(8.0%)で､ そのうち膵液瘻はBI:4例

(3.2%)､ BII:7例(3.5%)と同等だった｡ 縫合不全はBIで

2例(1.6%)のみ認めた｡ BIIでは輸入脚症候群で手術

を要した症例を1例認めた｡ 退院後合併症ではBIIで

Petersenヘルニアを2例認めた(1.0%)｡ 術後内視鏡検査

は190例(BI:67例､ BII:123例)で施行され､ 残胃炎はBI:

20例(29.9%)､ BII:32例(26.0%)と同等であった｡

【結語】再建方法による合併症発症は同等であった｡

残胃炎の発生率についても同等であった｡
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Initial Experience of Splenic vessel-
preserving Laparoscopic Spleen-
preserving Distal Pancreatectomy

外 科
深見保之､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第30回日本内視鏡外科学会総会

平成29年12月 京都

【はじめに】腹腔鏡下膵体尾部切除術(LDP)の手技安

定化に伴い, 腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除(LSPDP)

が導入されつつあるが, とくに脾動静脈を温存する

LSPDP(SVP-LSPDP)の導入には慎重を要する.

【目的】SVP-LSPDPの手術成績をLDPと比較検討し,

安全性を評価する.

【対象と方法】2013年1月から2017年5月までに膵癌を

除き当院で施行されたLDP 8例とSVP-LSPDP 9例

(以下, SVP群) の手術成績を比較検討した.

【結果】平均年齢はLDP群66歳, SVP群52歳 (p =

0.038). 男女比はLDP群2：6, SVP群4：5 (p =0.620).

腫瘍径はLDP群3.2cm, SVP群2.2cm (p =0.469). 膵断

端処理は初期4例 (LDP 群n=2, SVP群 n=2) が手縫

いで, 残り13例は器械 (p =1.000). 平均手術時間は

LDP群140分, SVP群190分と有意にSVP群で長かった

(p =0.016). 平均出血量はLDP群156mL, SVP群218mL

と差を認めなかった(p =0.700). SVP群からLDPへの

convertは認めなかった. Clavien分類3以上の合併症は

全て膵液瘻でLDP群1例 (13%), SVP群3例 (33%) で

差を認めなかった(p =0.576). 術後90日以内の死亡は

両群とも認めなかった. 術後平均在院日数はLDP群16

日, SVP群18日と差を認めなかった (p =0.719). SVP

群の観察期間中に脾静脈血栓は認めなかった.

【結語】SVP-LSPDPは安全に導入可能で, 手術時間

の短縮が今後の課題である.

Bariatric Surgery導入の経験

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 宇治誠人
第23回岐阜内視鏡外科研究会

平成29年12月 岐阜

【背景・目的】2014年4月に腹腔鏡下スリーブ状胃

切除術(LSG)が保険収載され､ 本邦での手術件数は

増加傾向にある｡ 当院では､ 2017年5月よりBariatric

Surgeryを導入し2例にLSGを施行した｡ Bariatric Surgery

の安全な導入には多職種合同のチーム医療体制の構築

など十分な準備が重要である｡ 導入までの経験と､ 実

際の手術手技､ 治療成績について報告する｡

【導入に際して】内科､ 外科､ 精神科､ 看護師､ 栄養

士､ 理学療法士からなる肥満症手術チームを立ち上げ､

手術適応の検討､ 術前の減量を行った｡ 栄養士による

治療食の献立の作成､ 理学療法士による周術期のリハ

ビリ計画の作成も行った｡ また､ 病棟､ 外来､ 手術室

スタッフへの勉強会を開催し､ 通常の消化器疾患の治

療との相違についての理解を深めた｡

【手術手技】体位は開脚位とし剣状突起下約18cmや

や左側にオプティカル法にて1stポートを挿入する｡

左側腹部に12mmポート2本､ 右側腹部に15mmポート

1本を挿入し､ 計4ポートで手術を施行する｡ 肝外側区

はシリコンディスクで保護し､ スネークリトラクター

で挙上する｡ 幽門輪約5cm口側からHis角まで胃壁沿

いに血管処理を行う｡ 45Frのネラトンブジーを用いて

胃の切離ラインを決定し､ 3列リニアステープラーに

て胃を切離する｡

【手術成績】2例の手術時間は252分､ 262分､ 出血量は

15ml､ 20mlであった｡ 2例とも術後合併症なく術後第

9病日に退院した｡ 術後2か月の体重は110.5→88.3kg､

106→95kgにそれぞれ減少､ 骨格筋率は57→65％､ 54→

59％と増加した｡ HbA1C値は8.9→5.4％､ 8.6→6.4％

とほぼ正常化し､ 糖尿病薬の内服は中止可能となった｡

【結論】肥満症手術チームを立ち上げ､ 多職種が協

力することで､ Bariatric Surgery を安全に導入できて

いる｡

HPDにおける肝切除に伴う合併症

外 科
深見保之､ 前田敦行､ 高山祐一
高橋崇真､ 宇治誠人､ 金岡祐次
第63回東海肝臓外科懇談会

平成30年２月 名古屋

【目的と対象】1994年から2017年までに肝膵同時切除
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(HPD)を施行した64例において, 肝切除に伴う合併症

を中心に検討した.

【結果】疾患は胆管癌28例, 胆嚢癌33例, 大腸癌術後

再発3例. Major HPD 49例. 合併症25例(39%), 膵液

瘻15例, 胆汁漏8例, 肝膿瘍4例, 肝不全5例. 胆汁漏

はMinor HPDと長時間手術に多かった. 入院死亡6例

(9%). 右三区域を適応外とした2002年以降(n=43)の入

院死亡3例(7%). 3例の内訳は, 肝不全1例, 膵液瘻・

肝膿瘍からの肝不全1例, 胆汁漏・菌血症・肝動脈出

血からの肝不全1例(症例提示).

【症例提示】76歳男性. 遠位胆管癌だが肝門部と

B8合流部生検陽性の広範進展があり, 前区域尾状葉

切除を伴うHPDを施行. 術後胆汁漏を合併(血液培養

Serratia), 術後12日目に肝動脈出血を併発し緊急TAE.

その後肝不全進行し術後52日目に永眠された.

【結語】胆汁漏の合併が短期成績の悪化につながる.

腸閉塞症状を契機に発見された小腸
脂肪腫の1例

外 科
坂下勝哉､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 吉川晃士朗､ 寺崎史浩
伊藤喜介､ 仲野 聡､ 岡本和浩
手嶋浩也､ 田中祐介
第49回愛知臨床外科学会

平成30年２月 名古屋

症例は64歳女性｡ 心窩部痛と嘔吐を主訴に救急外来を

受診した｡ 腹部X線検査で二ボー像を認め､ 腹部造影

CT検査では回腸内に低吸収の腫瘤と口側小腸の拡張・

肛門側小腸の浮腫像を認めた｡ 小腸脂肪腫が腸閉塞症

状に関与していると診断し腹腔鏡補助下小腸部分切除

術を施行した｡ 術中所見では回盲弁より30cmに腫瘤

を認めた｡ 切除標本では腫瘍は大きさ28×22mm､ 弾

性軟､ 表面は正常粘膜であり､ 病理組織学的検査で異

型の乏しい脂肪細胞の増生を認め､ 脂肪腫と診断した｡

術後は第13病日に軽快退院した｡ 小腸脂肪腫は腸重積

などを発症することが知られており､ 自験例も一時的

に腸重積を発症し腸閉塞症状を呈したと推察された｡

絞扼性イレウスにて判明した小腸間膜
リンパ管腫の1例

外 科
大井拓馬､ 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､ 宇治誠人
三品拓也､ 吉川晃士朗､ 寺崎史浩
伊藤喜介､ 仲野 聡､ 岡本和浩
手嶋浩也､ 田中祐介
第49回愛知臨床外科学会

平成30年２月 名古屋

症例は出生､ 発達､ 成長に問題なく､ 既往のない

5歳5ヶ月の男児｡ 主訴は左側腹部痛｡ CTで骨盤内に

12cm大の造影効果のない腫瘤､ 及びその口側腸管の

拡張とwhiel signを認めた｡ リンパ管腫､ 悪性リンパ

腫などの小腸間膜腫瘍の捻転に伴う絞扼性イレウスと

診断し､ 緊急手術を施行した｡ 手術所見ではtreitzか

ら約95cmの腸間膜に黄色調で軟な腫瘤を認め､ 180度

の捻転による閉塞を認めた｡ 小腸を約37cm合併切除

し腫瘍を摘出した｡ 病理所見では免疫染色を行いリン

パ管腫の診断であった｡ 術後経過は良好で､ 第11病日

に退院した｡ 小腸間膜リンパ管腫は比較的稀な疾患だ

が､ 捻転を契機に発見されることが多い｡

複雑性虫垂炎における緊急開腹手術の
手術成績

外 科
岡 本 和 浩
第54回日本腹部救急医学会

平成30年３月 東京

【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複

雑性虫垂炎の治療成績を検討する｡

【対象と方法】2006年1月から2017年8月までの複雑性

虫垂炎と診断し手術を施行した579例を検討した｡

【結果】①患者背景：平均年齢35.4歳(4-99歳)､ 男性

324例(56.0%)､ 女性255例(44.0%)｡ ②手術成績：術者

は初期研修医/後期研修医/上級外科医:230例(39.7%)/
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310例(53.5%)/39例(6.8%)｡ 平均手術時間(分)：80.9±

33.1､ 平均出血量(g)：56.1±111.4｡ 術式 (虫垂切除/

盲腸切除/回盲部切除) ：533例(96.9%)/6例 (0.4％) /40

例(3.0%)｡ 手術開始時間は時間外/時間内：394 (68.0

％) /185 (32.0％)｡ ③術後成績：術後合併症は88例

(15.2％)に認め､ SSIが最も多く64例 (12％) (切開創

46例､ 臓器・体腔18例)､ 腸閉塞11例(1.9%)､ 消化管

瘻6例(1.0%)､ 肺炎1例(0.1%)｡ 平均術後在院日数9.9±

8.6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､ 後期研修医が執刀したが､ 安全

に施行可能であった｡

Laparoscopic Gastrectomy for
Advenced Cancer and Mode of
Recurrence

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第90回日本胃癌学会総会

平成30年３月 横浜

【Backgrounds】Laparoscopic gastrectomy (LAG) has

recently been indicated for advanced gastric cancer

(AGC). The aim of this study is to analyze feasibility

of LAG in AGC and elucidate clinical problems.

【Methods】All consecutive patients who underwent

LAG for gastric cancer between 2008 and 2017 and

those with pStage IB (T1N1), II, and III (UICC) were

enrolled.

【Results】A total of 197 patients (35%) among whole

LAG population (558) were included in this study.

【Male】female ratio was 123:74 with mean age of

64.7 (S.E. 9.9) years. Total gastrectomy was performed

in 91 patients, while distal gastrectomy in 100, and

proximal gastrectomy in 6. Reconstruciton was performed

with upper abdominal incision of 5.6(5.8) cm in length.

Surgical duration was 185(60) minutes, and blood loss was

53(102) g. Postoperative complications (> Grade 3) were

encountered in 12 (6%) without mortality. Conversion to

laparotomy was observed in 3 (1.5%). Postoperative

hospital stay was 13.2(5.0) days. Five-year overall

survival rates were 93.3% in pStage IB, 87.0% in II,

and 55.1% in III. Five-year disease free rates were 89.2

%, 81.4%, and 43.6% respectively. As for mode of

recurrence, peritoneal dissemination was observed in

1patients among 3 recurrent patients (33%) in Stage

IB, 2 (25%) in II, and 19 (76%) in III.

【Conclusions】LAG can be performed safely with

acceptable survival rates. However, peritoneal dissemination

was as conspicuous, especially in Stage III diseases.

More careful handling of the stomach and lymphatic

tissue may be required.

Surgical technique of laparosco
pic assisted proximal gastrecto
my with jejunal interposition

外 科
高橋崇真､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一
第90回日本胃癌学会総会

平成30年３月 横浜

【Background】Laparoscopic assisted proximal gastrectomy

(LAPG) has been increasingly performed. However,

optimal reconstruction method remains controversial.

Here, we introduce our surgical technique of LAPG

with jejunal interposition (15cm) and the short-term

outcome.

【Patients】Between July 2010 and December 2016, a

total of 497 patients underwent laparoscopic gastrectomy.

Among them, 36 patients (7.2%) underwent LAPG.

【Surgical procedures (Video-presentation)】Our surgical

technique is as follows: Six ports were inserted. After

lymph node dissection, the stomach was resected

via a 4 to 5cm mini-laparotomy. Esophagojejunostomy

were performed by hand-sewn purse-string suture for

insertion of anvil head followed by circular stapler

under laparoscopic aproach. Jejunogastrostomy and

jejunojejunostomy were performed with hand-sewn

gambee under mini-laparotomy.

【Short-term outcome】Mean operation time was 201
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min and blood loss was 50ml. Postoperative morbidities

(C.D. >2) were found in three patients (3.8%, pancreatic

fistula, anastomotic stenosis, pneumonia each in one

patient). Anastomotic leakage has not been found.

【Conclusion】LAPG has been performed within 3.5

hours, and the complication rate was low. Our surgical

technique is safely and feasible.

[シンポジウム]

メッシュプラグ法術後の再発鼠径部
ヘルニア嵌頓に対するハイブリッド手術

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 前田敦行
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
吉川晃士朗､ 岡本和浩
第15回日本ヘルニア学会

平成29年６月 東京

【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､ 腸切除を要する場合は同部位

から切除吻合を行い､ 組織縫合法でのヘルニア修復を

基本術式としている｡ しかし､ メッシュプラグ法術後

では手術瘢痕により､ 前方アプローチでの腸切除およ

び組織縫合法が困難である｡

【目的】鼠径ヘルニアに対するメッシュプラグ法術後

の腸管切除を要する鼠径部ヘルニア嵌頓に対して､ 腹

腔鏡併用ハイブリッド手術(LAP群)3例および下腹部

正中による手術 (OP群) 2例の手術成績を検討する｡

【手術手技】 (ハイブリッド) 通常の3ポートに加え､

嵌頓腸管解除のため1ポートを追加する｡ 鉗子での牽

引や鼠径部からの用手圧迫で嵌頓腸管を解除後､ 腸切

除が必要ない1例は腹腔内よりメッシュにて修復､ 腸

切除の2例は臍部ポート創を延長して腸切除を行い､

前方アプローチにてプラグで修復した｡ OP群のヘル

ニアも前方アプローチにてプラグで修復した｡

【成績】LAP群3例 (腸切2例)､ OP群2例 (腸切1例)｡

年齢中央値68歳[65-72歳]､ 男性2例､ 女性3例｡ 手術時

間はLAP群 (腸切例153分､ 非腸切例97分)､ OP群

(腸切例148分､ 非腸切例77分) であり､ 合併症はLAP

群の腸切例1例に正中創の感染を認めた｡ 術後在院日

数はLAP群 (腸切例14日､ 非腸切例5日)､ OP群 (腸

切例11日､ 非腸切例6日) だった｡

【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､ 整容性に優れ有用と思われた｡

[シンポジウム]

腹腔鏡下肝左葉切除術の定型化への工夫

外 科
金岡祐次､ 前田敦行､ 高山祐一
深見保之
第９回膵臓内視鏡外科研究会

平成29年12月 京都

【目的】完全腹腔鏡下肝左葉切除9例の経験から安全

性, 効率性のための工夫をビデオで紹介する.

【対象】2010年から2017年までの腹腔鏡下肝切除162

例中完全鏡視下肝左葉切除9例(5.6%).男性5女性4例,

平均年齢72.2歳(67-81歳). 疾患は原発性肝癌5例, 転

移性肝癌3例, 肝内結石1例.

【手術手技】体位は開脚仰臥位, 6～7ポートで, 肝切

離の時は術者がCUSA/バイオ, スコピストがLCS/吸

引器を担当する(Dual operator method). 胆摘後, ヘモ

ロックを用いて左肝動脈, 門脈左枝を切離, ターニケッ

トによる全肝血流遮断(15分ごと)下に肝切離を開始.

中肝静脈に沿って切離を行い, 肝左葉が十分授動した

後に, 左肝管を０-バイクリルでencircleしてからヘモ

ロックで2重に遮断して切離する. 残りの肝切離を行

い, 左肝静脈も太いので胆管と同様の操作で切離する.

ポイントは胆管も静脈も首を十分に露出すること, さ

らに０-バイクリルでけん引することで側壁の損傷や

不完全なクリッピングを回避できる.

【結果】9例の平均手術時間205分(140-261分), 平均

出血量128ml (5-350ml), 術後合併症はClavien-Dindo

Ｇrade2が2例(22%)で術後入院期間の中央値は12日

(8-21日).

【結語】腹腔鏡下肝左葉切除術は比較的安全に施行

可能な鏡視下手術である. 当院が行うDual operator

methodとヘモロックによる脈管処理は, 効率性と低コ

スト化をめざすものである.
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[シンポジウム]

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除(LPD)の
導入と問題点

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第９回膵臓内視鏡外科研究会

平成29年12月 京都

【背景・目的】腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 (LPD)

を導入し､ 約1年が経過し､ その成績と問題点を検討

した｡

【方法】2016年7月から2017年9月までに14例のLPDを

実施し､ その手術手順と短期成績を検討した｡

【術式概要】術者とカメラオペレーターをPDおよび

腹腔鏡下消化管手術を各250例以上経験した2人に固定｡

ポートは当院LADGの6ポートに､ SMV/SMAと平行に

鉗子を操作するための1本を右下腹部に追加し7ポート

を基本とする｡ 十二指腸の授動後､ SMV前面を露出

し十二指腸の口側を切離｡ CHAを同定しGDAを切離

し膵頚部で膵臓をトンネリングしておく｡ 胆のう摘出､

CBDを膵上縁で露出しておく｡ 十二指腸肛門側を切

離し腸管沿いに腸間膜を切離し､ 十二指腸を右側へと

引き出す｡ 手術中に最も留意する部分は神経叢を温存

するSMA右方の処理で､ 損傷を回避するために神経

叢を腹側・背側の2層に分けて切離｡ 膵実質を門脈前

面で縫合器を用いて切離する｡ 切除終了後上腹部正中

に7cmの皮膚切開を加え切除片を回収する｡ 直視下に

膵空腸粘膜吻合 (5Fr, lost stent)を施行する｡ 再度気

腹し鏡視下に胆管空腸吻合(5-0 PDS連続縫合､ no

stent)｡ 最後に開腹創から十二指腸空腸吻合を行う｡

ドレンはモリソン溝と膵腸吻合部前面に留置する｡

【結果】対象疾患はNET 4例､ 十二指腸乳頭部癌､

十二指腸癌､ IPMA 各2例､ その他4例｡ PPPD 12例､

SSPPD 2例｡ 年齢中央値62歳(45-80)､ 手術時間271分

(213-363)､ 出血175g (10-500)､ 創部長7cm (6-12)｡ 合

併症はPF 4例(29%, B3,C1例)､ DGE1例(A)､ 術後在院

17日(12-41)｡

【結語】LPGは手術時間約4.5時間､ 出血175gと､ 安

全な手術といえるが､ 術野の制限からPF頻度は高い｡

今後は悪性疾患も視野に入れた手術の安定化が必要と

思われる｡

[シンポジウム]

大腸憩室出血に対して手術を施行した
28例の検討

外 科
田中祐介､ 金岡祐次､ 前田敦行
高山祐一､ 深見保之､ 高橋崇真
宇治誠人､ 三品拓也､ 伊藤喜介
吉川晃士郎､ 寺�史浩､ 仲野 聡
岡本和浩､ 手嶋浩也
第54回腹部救急医学会

平成30年３月 東京

【目的】当院では大量出血や繰り返す出血, 内視鏡的

に止血困難な憩室出血に対して原則手術を施行してい

る. 当院での手術症例を臨床的に検討した.

【方法】2008年3月から2017年3月までに大腸憩室出血

に対し手術が施行された28例の患者背景, 手術成績に

ついて検討した.

【結果】平均年齢70.3歳(29-89歳). 男性19例(68％),

既往歴は高血圧7例, 糖尿病4例, 虚血性心疾患2例､

脳梗塞2例で､ 6例 (21.4％) で抗血栓薬を内服してい

た｡ 手術理由は入院中の再下血が17例(61%)で最も多

かった. 出血回数中央値は3回 (2-6回), 術前輸血施

行例は18例(64%)であった. 出血部位は上行結腸18例

(64%), S状結腸4例(14%), 盲腸3例(11%), 横行結腸

2例(7%), 下行結腸1例(4%)であった. 腹腔鏡手術は

5例(18%)に施行された. 手術時間平均124分(68-288分),

出血量平均61ml(5-380ml), 術後合併症 (CD分類≧III)

は3例 (11％) (MRSA肺炎1例､ 縫合不全1例､ ドレー

ン感染1例)､ 術後在院日数中央値は14日(10-79日)であっ

た｡ 全例再出血を認めなかったが､ 2例(7%)で手術部

位とは異なる部位からの再出血を認めた｡

【結語】手術治療は短時間で安全､ 確実に施行でき､

有用と思われた｡
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[パネルディスカッション]

乳房切除後の局所再発と診断方法の現状

外 科
亀 井 桂太郎
第５回日本乳房オンコプラスティックサー

ジャリー学会総会

平成29年９月 東京

【はじめに】乳癌術後の局所再発は早期発見により生

命予後を改善させうる. 従って, 再建術, 温存術とい

えども局所再発させないこと, 局所再発を早く発見す

ることが大切である. 研究に先立ち, 対照群となる乳

房切除術の局所再発率, 局所再発を発見する診断方法

について明らかにする必要がある.

【方法】Pubmed,医中誌においてmastectomy,Locoregional

recurrence, follow upをキーワードに検索しタイトル,

抄録から抽出した論文を中心にまとめた.

【結果】乳房切除後に局所再発をきたす頻度は4.2～

15％. 局所再発をきたす因子として, ①リンパ節再発

が多数ある, ②腫瘍径が大きい, ③ER陰性, ④高度

のリンパ管侵襲が共通してみられる. 術後のfollow-up

としてASCOガイドライン (2011) では視触診とマン

モグラフィのみが推奨されている. 局所再発の診断法

については超音波, MRI, CT, PET-CT, シンチマン

モグラフィについての検討が行われている. 超音波は

感度は高いが特異度が低い. MRIは有用と無効の相反

する結果がでており今後の検討が必要である.

【結語】術後の局所再発の診断法として, 発見すること

においては超音波が優れており, MRI,PET-CTはその

後の評価に有用なのではと考えられる. 今後は局所再

発を早期に発見するための診断法の確立が必要である.

[パネルディスカッション]

再発から終末期にかけてのチーム医療
～チーム医療の原点に帰る～

外 科
亀 井 桂太郎
第８回東海乳癌チーム医療研究会

平成30年３月 名古屋

[パネルディスカッション]

地域中核病院での急性腹症に対する
手術の現状

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
宇治誠人
第54回日本腹部救急医学会総会

平成30年３月 東京

【はじめに】急性腹症で的確な診断を行うに際して､

実際の頻度を知ることは診断の一助となりうる｡

【目的】当院での急性腹症に対する手術症例の現状を

知ること｡

【対象と方法】2014年1月から2016年12月までに急性

腹症の診断で当院にて手術を施行した1489例中､ 新生

児・乳幼児 (7歳未満：40例) を除いた1449例を少年

(7歳以上18歳未満：146例)､ 成人 (18歳以上65歳未満：

627例)､ 高齢者 (65歳以上：676例) に分けて､ また

手術開始時間 (日勤/準夜/深夜) に分けて疾患別頻度

について検討した｡

【結果】疾患別頻度は､ 虫垂炎526例､ 腸閉塞436例､

胆石・胆嚢炎215例､ 消化管穿孔97例､ 子宮外妊娠37

例であった｡ 少年は虫垂炎 (84％)､ 腸閉塞 (5.5％)､

精巣捻転 (3.4％)､ 成人は虫垂炎 (47％)､ 腸閉塞

(17％)､ 胆石・胆嚢炎 (13％)､ 高齢者は腸閉塞 (45

％)､ 胆石・胆嚢炎 (19％)､ 虫垂炎 (14％) だった｡

手術開始時間帯別では日勤547例 (37％)､ 準夜670例

(45％)､ 深夜272例 (18％) でいずれの疾患も準夜帯

での手術が最も多かった｡

【結語】急性腹症に対する緊急手術は虫垂炎､ 腸閉塞

が多く､ 準夜帯に施行されることが最も多かった｡

[ワークショップ]

組織縫合法を見直す

外 科
高山祐一､ 金岡祐次､ 原田 徹
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
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第72回日本消化器外科学会総会

平成29年７月 金沢

【はじめに】組織縫合法はメッシュ法と比較して､ 再

発率と慢性疼痛の発生率が高く､ 鼠径部ヘルニア診療

ガイドライン2015では､ 成人鼠径部ヘルニアに対して､

原則的には組織縫合法は推奨できない(推奨グレードB)

とされている｡ しかし､ 必ず必要な時があり習熟して

おくべき手術手技でもある｡ 当院では腸管切除を要し

た場合のヘルニア修復は汚染の程度に関係なく原則､

組織縫合法によるヘルニア修復を行ってきた｡ 当院で

の手術成績を検討し報告する

【対象と方法】2008/1～2016/11までに当院で鼠径部

ヘルニア修復術を行った2010例 (2137病変) を対象に､

ヘルニア修復を前方メッシュで施行 (M群：1419例

1496病変)､ 腹腔鏡下にメッシュで施行 (T群：477例

529病変)､ 組織縫合法で施行 (S群：108例112病変

うちiliopubic tract repair:57病変､ McVay法：55病変)

に分け､ 患者背景､ 手術成績を比較検討した｡

【手術術式 (組織法合法) 】従来の方法と同じであり､

後壁補強においてiliopubic tract repairは腹横筋腱膜弓

とiliopubic tractを､ McVay法は腹横筋腱膜弓とCooper

靭帯を縫合し､ 必要に応じて減張切開を加えた｡

【結果】平均年齢 (歳) はM群：70.3､ T群：61.4､

S群：60.3 (P<0.001)､ 性別 (男) はM群：90％､ T群：

90％､ S群：62％ (P<0.001) と組織縫合法の患者は若

く､ 女性が多かった｡ ヘルニア分類 (外鼠径/内鼠径/

内外鼠径/大腿) はM群：67％/26%/4%/3%､ T群：66%

/23%/3%/2%､ S群：61%/7%/0%/32% (P<0.001)､ 緊急

手術はM群：3.3%､ T群：0.2％､ S群：58％ (P<0.001)､

腸管切除要した症例はM群：0.5%､ T群：0％､ S群：

51％ (P<0.001) と組織縫合法は大腿ヘルニア､ 緊急

手術､ 腸管切除例で有意に多かった｡ 平均手術時間

(分) はM群：59.5､ T群：70.8､ S群：86.4 (P<0.001)｡

術後合併症としての再発はM群：37例 (2.5％)､ T群：

3例 (0.6％)､ S群：1例 (0.9％) (P=0.0011) で､ 慢性

疼痛 (6カ月以上継続する痛み) はM群：6例 (0.4％)､

T群：1例 (0.2％)､ S群：0例 (P=0.78) であった｡

【考察】これまでにメッシュ法での再発が1.7％であ

るのに対し､ 組織縫合法での再発は9.2％と報告され

ている｡ また､ 腸管切除を要しても創部を変えること

でメッシュの使用は問題ないが､ 手術創分類classIII/

IVではメッシュの使用を避けることが望ましいなど､

一定の見解が得られていない｡

【結語】組織法合法は再発率0.9％､ 慢性疼痛0％と他

の術式と比較して良好な成績だった｡ 腸管切除例にお

いては汚染の程度に関係なく､ ヘルニア修復は組織縫

合法で行ったほうが良いと思われた｡

[ワークショップ]

急性腹症に対する手術症例の現状と問題点
―最近3年間の1449例の検討から―

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
宇治誠人､ 三品拓也､ 伊藤喜介
吉川晃士朗､ 寺崎史裕､ 仲野 聡
岡本和浩
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【はじめに】急性腹症ガイドラインでは急性腹症の疾

患別の割合については記載されているが手術症例につ

いては記載されていない｡

【目的】急性腹症に対する手術症例の現状を知り､ 問

題点を明らかにすること｡

【対象と方法】2014年1月から2016年12月までに急性

腹症の診断で当院にて手術を施行した1489例 (外科：

1393例､ 婦人科：52例､ 泌尿器科44例) 中､ 新生児・乳

幼児 (7歳未満：40例) を除いた1449例を少年 (7歳以

上18歳未満：146例)､ 成人 (18歳以上65歳未満：627

例)､ 高齢者 (65歳以上：676例) に分けて疾患別頻度､

術後合併症､ 退院時転帰について検討した｡

【結果】疾患別頻度は､ 少年は虫垂炎 (84％)､ 腸閉

塞 (5.5％)､ 精巣捻転 (3.4％)､ 成人は虫垂炎 (47％)､

腸閉塞 (17％)､ 胆石・胆嚢炎 (13％)､ 高齢者は腸閉

塞 (45％)､ 胆石・胆嚢炎 (19％)､ 虫垂炎 (14％) だっ

た｡ 術後合併症は少年では認めず､ 成人73例 (11.6％)､

高齢者160例 (23.7％) に認めた｡ 退院時転帰は少年

が全例自宅退院したのに対して､ 成人の4例 (0.6％)､

高齢者の60例 (8.9％) は転院した｡ 手術死亡は全

体で8例 (0.5％) に認め､ 成人で1例､ 高齢者で7例で

あった｡

【結語】少年､ 成人では虫垂炎､ 腸閉塞の順に多く認
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めたが､ 高齢者では腸閉塞､ 胆石・胆嚢炎の順であっ

た｡ 高齢者は術後合併症や転院の頻度が高いために､

より慎重な術後管理とともに手術早期から転院に向け

た取り組みが必要と思われた｡

[ワークショップ]

切除不能あるいは両葉多発大腸癌肝転移
に対するconversion surgeryおよび
neoadjuvant chemotherapy.

外 科
岡 本 和 浩
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【目的】切除不能あるいは両葉多発大腸癌肝転移

(CRLM)に対する全身化学治療によりdown-stageが

得られ､ 治癒切除も可能となっている｡ これらの肝切

除前化学治療施行自験例を解析し､ その有用性を検討

した｡

【方法】2008年1月から2017年4月の間に当院で全身化

学治療施行後に肝切除に至った切除不能あるいは両葉

多発のCRLMは40例でありこれを2群にわけて比較し

た：当初切除不能と判断され化学治療を行った後に肝

切除を施行した conversion chemotherapy (Ｃ) 群13

例､ 両葉多発病変に対してneoadjuvant chemotherapy

を行ったNAC群28例｡ これらを対象に生存率､ 再発

形態を解析した｡

【結果】対象例全体の年齢中央値は62歳(31～76歳)｡

Oxaliplatin-based chemotherapy (FOLFOX, XELOX etc.)

が37例(92.5%)に施行され､ irinotecan- based3例(7.8%),

bevacizumab31例(77.5%), cetuximab2例,panitumumab

1例であった｡ 化学治療の奏効率 (CR+PR)は 28.2%､

病勢コントロール率は (CR+PR+SD) 92.3%であった｡

実施コース数はC群で有意に多く(P<0.05) ､ 肝転移診

断時からCRLM肝切除施行までの期間も長かった (P<

0.05).手術時間に差はなかったが, (P=0.752), 出血量は

C群で多かった (P<0.05)｡ Clavien-Dindo 分類grade

2以上の合併症は認めず､ 在院死亡もなかった｡ 肝切

除後初回再発部位が肝であったのはC群33%とNAC群

22%であった｡ Time to progression (TTP)中央値はそ

れぞれ21.7ヶ月と12.7ヶ月 (P=0.225)であり､ 全生存

期間中央値は74.1ヶ月と47.5ヶ月であり､ 5年生存率は

それぞれ57.1% と36.5%であった｡ (P=0.265).

【結論】切除不能､ 両葉多発CRLMに対する全身化学

治療後の肝切除の術後合併症は許容範囲であり安全と

言える｡

[ワークショップ]

絞扼性腸閉塞診断における拡張腸管内
貯留液のCT値測定の意義

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､ 宇治誠人
三品拓也､ 伊藤喜介､ 吉川晃士朗
寺崎史浩､ 仲野 聡､ 岡本和浩
田中祐介
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【目的】小腸絞扼性イレウス診断における客観的な指

標として拡張腸管内貯留液CT値の有用性について検

討した.

【方法】2015年1月～2017年5月までに当院にて小腸イ

レウスと診断し, 手術を施行した136例を対象とした.

方法は,拡張した腸管内貯留液を異なった3点で測定し,

腹水のCT値は2点で測定した.小腸切除群61例と小腸

非切除群75例に分類し, 2群間のCT値を比較した.

【結果】拡張腸管内貯留液のCT値の平均は小腸切除

群が20.0±5.6HU, 小腸非切除群が11.9±3.8HUで両群

間に有意差を認めた(P＜0.01). 腹水CT値の平均は小

腸切除群が18.0±5.2HU, 小腸非切除群が16.0±5.47

HUで有意差を認めなかった(P＝0.156).

【結語】拡張腸管内貯留液CT値測定が絞扼性イレウ

スにおいて術中小腸切除を必要とする予測因子として

有用であると考えられた.
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[ワークショップ]

乳癌に対する術前化学療法後の腋窩
リンパ節転移陽性の予測因子

外 科
吉川晃士朗､ 金岡祐次､ 原田 徹
亀井桂太郎､ 高山祐一､ 深見保之
高橋崇真､ 宇治誠人､ 三品拓也
伊藤喜介､ 寺�史浩､ 仲野 聡
岡本和浩､ 田中祐介､ 手嶋浩也
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

【背景】ACOSOG Z-0011の結果が報告されて以降,

センチネルリンパ節陽性症例であっても症例を選択す

れば腋窩郭清が省略可能とされている. しかし術前化

学療法 (NAC) 後の腋窩リンパ節転移に関する治療

戦略については未だ議論の余地がある.

【目的】当科ではNAC症例では原則センチネルリン

パ節生検を行わず, 腋窩郭清を施行している. NAC

症例での腋窩リンパ節転移の状況を調べ, NAC後の

腋窩リンパ節転移陽性の因子について検討した.

【対象と方法】2001年12月から2017年5月までの間に

手術を施行した乳癌1655例のうち, 術前化学療法後に

根治切除術として乳房部分切除または乳房全摘に加え

腋窩郭清を施行した54例 (3.2％) を対象とした. 術

後の病理標本で腋窩リンパ節転移陽性であった転移群

20例と非転移群34例に分け検討した.

【結果】平均年齢は転移群54歳, 非転移群55歳で有

意差を認めなかった. 乳癌の既往や家族歴､ 閉経の有

無では両群で有意差を認めなかった. NAC開始前に

cN1以上であった症例は転移群18例 (90％), 非転移

群24例 (71％) で有意差を認めなかった.

病理結果では, ER, PgR, v, では両群で有意差を認

めなかったものの, HER2 陰性症例は転移群 vs 非

転移群：80％ vs 50% (p=0.02) と転移群で有意に多

かった. ly+症例は70% vs 20% (p<0.001) と転移群

で有意に多く, pCR症例は5% vs 47% (p=0.001) と

転移群で有意に少ない結果となった. また再発率35％

vs 5.9％ (p=0.005) と転移群で有意に高かった.

【結語】HER2陰性, ly+, 非pCR症例ではNAC後の腋

窩リンパ節転移陽性症例が有意に多かった.

[ワークショップ]

一点支持法による腹腔鏡下胆管空腸
吻合の工夫

外 科
前田敦行､ 金岡祐次､ 高山祐一
深見保之､ 高橋崇真､ 宇治誠人
第９回膵臓内視鏡外科研究会

平成29年12月 京都

【目的】腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 (LPD) と先天性

拡張症手術(L-CBD)が保健収載となり､ 腹腔鏡下胆管

空腸吻合(L-BJ)が必要となった｡ 当院におけるL-BJの

工夫を報告する｡

【方法】当院で経験した L-BJ 20例を対象としその取

り組みと成績を検討した｡

【術式概要】術者とスコピストは開腹PDと腹腔鏡下

消化器手術 (胆摘以外) をそれぞれ250例以上経験し

た2人に限定する｡ 術者は患者の左側に立ち､ 右手は

左上腹部の12mmポートから左手は左下腹部のポート

から操作する｡ (1)空腸吻合部はやや腹側に (腸間膜

反対側ではなく) 電気メスを用いて焼灼する｡ (2)前

壁連続縫合用の糸として5-0PDSII(15cm)を9時の位置

で胆管空腸 (外内-内外) の順に通し､ Endo Vascular

Clipで把持し右方へ牽引する｡ (3) 後壁連続縫合用と

して8時の位置に糸を通し (内外-外内, 15cm) 結紮す

る､ 左方へ連続縫合し3時の位置に達したところで針

付きの長端をEndo Vascular Clipで把持し左方へ牽引

する｡ (5)前壁用の糸を結紮し､ 左方へと連続縫合し

3時の位置に達する｡ (6)締め付け過ぎないように配慮

しながら､ 2本の長端を結紮しL-BJを終了する｡ (7)吻

合部の緊張を緩和するために吻合部近くの空腸漿膜筋

層を2針胆嚢床の結合式に固定する｡ ステントは留置

しない｡

【成績】背景術式はLPD 14例､ L-CBD 6例｡ 最初5例

の吻合所要時間は35-50分であったが､ 最後の5例では

17-21分 (中央値19) と短縮されていた｡ L-BJに関す

る合併症は胆汁瘻1例(6.7%)であったが､ 保存的に改

善した｡ この1例で13か月後に胆道狭窄を生じた (2か

月間の内瘻化で改善)｡

【結語】L-BJは煩雑な手技ではあるが､ 経験を積むこ

とにより20分程度で安全に実施可能と考える｡
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[セミナー]

教育セミナー

外 科
亀 井 桂太郎
第14回日本乳癌学会中部地方会

平成29年９月 飯田

若年成人の脳幹に発生した
CNS neuroblastomaの1例

脳神経外科
槇 英 樹
第35回日本脳腫瘍病理学会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【症例】28歳､ 女性｡ 平成28年7月から複視が出現｡

9月1日当科初診｡ 左外転神経麻痺以外の神経症状をみ

とめず｡ MRIで橋にT1 iso, T2 high intensity､ Gdで造

影される病変をみとめた｡ 脱髄性疾患などの可能性も

考え､ 神経内科でステロイドパルス療法を行ったが､

11月7日のMRIで病変が増大したため､ 11月11日左外

側後頭下開頭で腫瘍生検術を行った｡

【病理所見】クロマチンの増加したN/C比の高い異型

核を持つ細胞が密に出現｡ S-100, synaptophysin陽性､

GFAP, AE1/3は弱陽性､ desmin, SMA, は陰性｡ INI-1は

陽性｡ MIB-1は高いところで90%｡ CNS neuroblastoma

と診断した｡ 腫瘍細胞の遺伝子解析を行い､ IDH1

R132H, H3F3A K27M, H3F3A G34R/V, BRAF V600E

は変異なし｡ 1pは欠失なく､ 19qの欠失 (＋)｡

【術後の経過】生検後､ さらに腫瘍は増大し､ 左顔面

神経麻痺と右不全型麻痺が出現した｡ 病理診断後､ ノ

バリスによる腫瘍部に対する定位放射線治療を行った

あと､ ICE療法を1クール施行｡ 腫瘍の縮小はみられ

ないが､ 増大は止まっている状況である｡

【病理所見 】成人の脳幹CNS neuroblastomaは極めて

稀であり､ 病理組織診断と遺伝子解析の結果について

ご意見を賜りたい｡ また術後の治療についてもアドバ

イスをいただけると幸いです｡

当院における経静脈抗てんかん薬の
使用状況と選択基準

脳神経外科
石 井 元 規
第20回岐阜県脳神経外科懇話会

平成29年６月 高山

同側CAS既往のある中大脳動脈遠位部
閉塞に対する血栓回収療法の1例

脳神経外科
今井 資､ 加藤寛之､ 近藤正規
石井元規､ 野田智之､ 槇 英樹
鬼頭 晃
第２回 Solitare de Night

平成29年10月 名古屋

遺残舌下神経動脈(PPHA)に合併した
同側内頚動脈狭窄症のCASにおける
Protectionの検討

脳神経外科
今井 資､ 加藤寛之､ 石井元規
野田智之､ 槇 英樹､ 鬼頭 晃

名古屋大学 脳神経外科
泉 孝嗣
第33回日本脳神経血管内治療学会学術総会

平成29年11月 東京

【緒言】遺残舌下神経動脈 (PPHA:Persistent primitive

hypoglossal artery) は0.027-0.29%の頻度で認められる

が､ PPHAに合併した内頚動脈狭窄症におけるCASで

は前方循環系及び後方循環系の双方への塞栓予防が必

要となる｡ 過去8年間で経験したPPHA合併CAS２症

例を報告する｡

【症例1】78歳男性､ PPHAを介した対側視床梗塞に

よる右半身不全麻痺で発症し､ 症候性性右内頚動脈狭

窄症 (NASCET 60%) を認めた｡ BOTにて虚血耐性

あることを確認の上､ Proximal balloon protection及び
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ECA distal balloon protection下のflow reversalにて

PPHA起始部よりWallstentを留置｡ 術後､ 新たな神経

症状の出現なく､ mRS2にて独歩自宅退院｡

【症例2】64歳女性､ 一過性脳虚血発作で見つかった

症候性左内頚動脈狭窄症 (NASCET 75%) に対して､

局所麻酔下にProximal protection及びECA/ICAのdistal

balloon protection下のflow reversal下にPPHA起始部よ

り近位から総頚動脈にかけてWallstentを留置した｡ 術

後､ 神経症状出現なく､ 独歩自宅退院 (mRS0)

【考察】自験例からPPHAに合併した同側内頚動脈狭

窄症ではProximal protectionが手技的に単純でかつ安

全であったが､ 一方で虚血症状を招きやすいprotection

となるため虚血耐性の確認が重要となる｡ これまでの

PPHAに合併した内頚動脈狭窄症の症例報告をreview

し検討する｡

【結語】PPHAに合併した同側内頚動脈狭窄症では

Proximal protectionが単純かつ安全である｡

特発性左内頸動脈解離に対する治療
戦略 (回答)

脳神経外科
今井 資､ 加藤寛之､ 近藤正規
石井元規､ 野田智之､ 槇 英樹
鬼頭 晃
第３回MINT

平成29年12月 名古屋

治療方針に悩む内頸動脈－前脈絡叢
再発瘤の1例

脳神経外科
今 井 資
脳動脈瘤症例検討会

平成30年３月 名古屋

動眼神経麻痺を呈した内頸動脈
C2 portion瘤の2症例

脳神経外科
今井 資､ 加藤寛之､ 近藤正規
石井元規､ 野田智之､ 槇 英樹
鬼頭 晃
Stroke 2018

平成30年３月 福岡

【緒言】内頸動脈後交通動脈瘤が動眼神経麻痺を呈

することはよく知られているが､ 同部位以外での硬膜

内内頸動脈瘤が原因となる動眼神経麻痺の報告は稀で

ある｡ 当院で経験した動眼神経麻痺を呈した内頸動脈

C2 portion (opthlalmic segment) 動脈瘤２症例を報告

する｡

【症例1】54歳男性｡ 右動眼神経麻痺 (瞳孔不同､ 眼

瞼下垂､ 複視) 出現し､ 頭部MRA/CTAにて右内頚動

脈C2 portion瘤及び､ 右内頸動脈-前脈絡叢動脈瘤を指

摘され当院搬送｡ 切迫破裂の診断で､ ともにコイル塞

栓術を施行｡ 術後ステロイド及びビタミン製剤内服後､

術後約4週間で動眼神経麻痺は完全に回復した｡

【症例2】58歳女性､ 頭痛嘔吐で発症し､ 頭部CT/

CTAにて右内頸動脈C2 portion瘤によるくも膜下出血

(Fisher group3, Hunt & Kosnik grade2) と診断し､ 血

管内治療を施行した｡ 治療2日目に瞳孔不同が出現､

治療3日目に右眼瞼下垂及び複視が出現し､ ステロイ

ド加療を行った｡

【考察】内頸動脈-前脈絡叢動脈瘤による動眼神経麻

痺の報告は数例あるが､ 症例1は術後CISS画像 (矢状

断) では動眼神経と前脈絡叢動脈瘤は明らかに離れて

おり動眼神経麻痺の原因とはなり得なかった｡ 症例2

は血管内治療後2日目に動眼神経麻痺が出現しており､

過去の報告の仮説である血腫自体あるいは頭蓋内亢進

症状などの影響は考えにくかった｡ ２症例とも内頸動

脈C2 portion瘤は動脈瘤先端が後交通動脈方向に進展

する形状の動脈瘤であり､ 動眼神経麻痺の原因は動脈

瘤の外的圧迫要因が原因と推測された｡ 近年､ 脳血管

内治療の進歩とともに内頸動脈C2 portion瘤は血管内

治療での予防的加療が積極的に行われる傾向にあるが､

動脈瘤の形状､ 大きさ､ 向きによっては治療後の炎症､

血栓化等の影響により動眼神経麻痺を呈することがあ

ることを十分に念頭におくべきである｡

【結語】動眼神経麻痺を呈した内頸動脈C2portion瘤

を報告した｡
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EVAR後の瘤径拡大に対し外科的介入
を要した3自験例

胸部外科
横 手 淳
第46回血管外科学会総会

平成29年４月 広島

【はじめに】我々は高齢者などの手術リスクの高い患

者に対し､ 腹部大動脈瘤の治療戦略としてendovascular

aneurysm repair (EVAR)を第一選択としている｡ 2010

年から現在までに387例のEVAR治療症例中､ 術後瘤

径拡大に対して外科的介入を必要とした3例を経験し

た｡ いずれもエンドリーク (EL) に伴う瘤径拡大が

原因であり､ 開腹術にてステントグラフトを留置した

ままELを修復した｡ これらの症例を供覧し､ 当院に

おける治療戦略について考察する｡

【症例1】79歳男性｡ 3年間で61mmから71mmと瘤径

拡大を認めるも明らかなELの指摘はできなかった｡

腎動脈下で大動脈を絞扼して瘤壁を切開､ グラフト右

脚からタイプIV-ELを認めた｡ これをフィブリン糊で

止血し瘤壁を縮小閉鎖した｡

【症例2】75歳男性｡ EVAR術後､ タイプI,II-ELのた

め､ 2年で瘤径が61mmから81㎜まで拡大した｡ 大動

脈中枢側を絞扼､ 下腸間膜動脈を処理した後瘤壁を切

開すると､ ステント骨格からのタイプIV-ELを認め､

フィブリン糊で止血後､ 瘤壁を縫縮閉鎖した｡

【症例3】80歳男性｡ 4年で61mmから81mmと瘤径が

拡大したが､ 明らかなELの指摘はできなかった｡ 中

枢側を絞扼､ 下腸間膜動脈の結紮後に瘤壁を切開｡ グ

ラフト左脚からタイプIV-ELを認めた為､ フィブリン

糊で止血し瘤壁を縮小閉鎖した｡

【考察】EVAR後の瘤径拡大には､ ELが強く関与して

いる｡ ELに対して塞栓術や追加グラフトの内挿で対

処できない場合は外科的介入が検討される｡ しかし､

複数タイプのELが合併する､ あるいは逆に画像上EL

を指摘できない場合があり､ 治療方針の決定に難渋す

ることがある｡ また高リスクな患者に対しの過大手術

侵襲は忌避されるべきで､ 再人工血管置換を行わない

ような治療戦略が不可欠である｡ 我々は､ 腹部大動脈

をタイプIa-ELの有無に関わらず腎動脈下で絞扼する

こと､ 瘤を開放し直視下にELの有無を確認して止血

を行うこと､ 瘤は可能な限り縫縮して瘤径を縮小する

ことを治療方針とした｡ 3例とも術前高度腎障害

(CRE 3mg/dl) を呈していたが､ 術後腎機能の増悪な

く､ 独歩退院した｡

【まとめ】EVAR後瘤径拡大に対して､ 中枢側大動脈

の絞扼､ 瘤開放後ELの明確化､ 瘤縫縮するといった

低侵襲な方法で対処できると考えている｡ しかし､ 今

後の経過については注意深く観察していく必要がある｡

左室仮性瘤の2自験例

胸部外科
横 手 淳
第60回関西胸部外科学会

平成29年６月 大阪

【はじめに】経皮的冠動脈形成術後､ 亜急性期に発症

した左室仮性瘤を2例経験した｡ 症例を供覧し､ 当院

における治療戦略について考察する｡

【症例1】80歳男性｡ 経皮的冠動脈形成術後､ 左室後

面に生じた左室瘤の経時的拡大を認め､ MDCTで左室

仮性瘤と診断､ 瘤切除を予定した｡

【症例2】88歳男性｡ 経皮的冠動脈形成術を行い､ 12

日目に退院した｡ その後､ 呼吸困難感が持続するため

受診｡ MDCTで左室仮性瘤を認め､ 手術の方針とした｡

【手術】心停止下に瘤壁を切開｡ まず内視鏡で乳頭筋

などの左室内構造を確認後､ 乳頭筋の動きを障害しな

いような位置を縫合線として牛心膜パッチを二重にあ

て､ パッチ間にフィブリングルーを充填して左室欠損

孔を閉鎖した｡

【考察】左室壁の瘤状変化は様々な画像検査で捉える

ことはできるが､ 直ちに仮性瘤を区別する方法論は確

立されていない｡ MDCTでは瘤の最大径と左室壁欠損

孔径の比較､ また瘤の位置を直感的に確認する事がで

き､ 外科治療の決定に有用であったと考えている｡ ま

た､ 術式を考慮する際､ 僧帽弁機能の増悪を予防する

事が重要であるが､ 内視鏡で左室腔内を観察し､ 左室

欠損孔縁と乳頭筋の位置関係を確認して縫合線を決定

することで､ 乳頭筋の働きを妨げないようにすること

ができたと考えられた｡

【まとめ】左室仮性瘤の診断にはMDCTが有用であっ

た｡ また､ 内視鏡を用いて縫合線を決定することで､

僧帽弁逆閉鎖不全増悪の予防が可能であった｡
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簡易血清遊離ヘモグロビン測定を用いた､
遠心ポンプ内血栓の診断
―LDHと血清遊離ヘモグロビン推移の
比較―

胸部外科
黒 田 太 陽
第55回日本人工臓器学会大会

平成29年９月 東京

【背景】近年､ 遠心ポンプを用いたECMO､ LVAD

治療が増加している｡ ポンプ内血栓形成による溶血は

重大な合併症の一つである｡ 発生してしまった場合､

回路交換､ ポンプ交換を余儀なくされるが､ 植込型

LVADの場合､ 侵襲の大きさと費用により､ 施行する

ためには慎重な検討が必要である｡ 溶血の有無は､ 従

来､ 血清LDHやそのアイソザイムを測定していたが､

LDHは他の因子の影響を受けやすく､ ポンプ内血栓

を証明する根拠とならない場合もあった｡ また､ アイ

ソザイムの測定には時間を要する｡ 近年､ 簡易かつ迅

速に血清遊離ヘモグロビン(pfHb)を測定できるように

なり､ 当院でも簡易測定器を導入している｡

我々はpfHb測定が､ ポンプ内血栓を容易に証明する

手段となりうる症例を経験したので､ 今回文献的考察

を含め報告する｡

【症例】83歳男性､ 生来健康､ 高度肥満｡ 意識消失を

主訴に当院救急搬送｡ CTで心タンポナーデを伴う

Stanford A型大動脈解離を認め､ 緊急上行亜弓部大動

脈置換術を施行後､ ICU入室｡ POD1､ 呼吸不全に

陥り心停止､ V-V, V-A ECMO装着となった｡ 装着後､

1日1回LDHを含む採血および6時間毎にHemoCue�
Plasma/Low Hbフォトメーターを用いたpfHb測定を施

行した｡ LDHは1000 IU/Lを超える高値で推移してい

たが､ pfHbは100mg/dL以下で推移し､ 溶血は否定的

と考えられた｡ POD14突然のLDH上昇(peak 34630

IU/L), pfHb上昇 (450mg/dL) を認め溶血が疑われた｡

Sepsisから回復せず患者はPOD 19に永眠されたが､

取り外した遠心ポンプ内には回転軸から脱落した血栓

を認めた｡

【考察】LDHが軽度高値で遷延している場合､ 遠心

ポンプに起因する機械的溶血なのか判断に難渋する｡

ECMO回路ならばポンプ交換は容易であるが､ 植込型

LVADの場合､ ポンプ交換は侵襲､ 費用面から容易に

交換はできない｡ 米国の多施設研究PREVENT (2016)

によると､ ポンプ内血栓の定義は溶血の存在､ 心不全

の悪化､ ポンプパラメーターの異常値で構成され､ 特

に溶血の存在に関して､ LDHが施設基準値の3倍以上

での推移が溶血を疑う所見であるとされる｡ しかし､

Heart MateⅡで軽度のpump powerとLDHの上昇を認

めているが､ 溶血と断定できない症例が存在する｡ そ

の際､ pfHbを定期的に測定することで溶血とポンプ

内血栓をいち早く診断できる可能性がある｡

左室仮性瘤の3自験例

胸部外科
横 手 淳
第108回東海心臓外科懇話会

平成30年１月 名古屋

【はじめに】心筋梗塞後に発症した左室仮性瘤を３例

経験した｡ 症例を供覧し､ 当院における治療戦略につ

いて考察する｡

【症例】52～88歳､ 男性2例､ 女性1例｡ 経胸壁心エコー

で左室内と血流を有する腔を認め､ MDCTで左室仮性

瘤と診断した｡ 手術は心停止下に瘤壁を切開し､ 牛心

膜パッチをあてて左室欠損孔を閉鎖､ 瘤壁は可及的に

フェルトストリップを当てて二重に縫合し､ 外側にさ

らにフィブリンシートを貼付して補強した｡

【考察】左室仮性瘤は心筋梗塞後の稀な合併症である

が､ 外科的介入の判断を速やか行わなければならない

疾患である｡ 左室壁の瘤状変化は様々な画像検査で捉

えることはできるが､ 直ちに左室仮性瘤を区別する方

法論は確立されていない｡ 心エコーにMDCTを併用す

ることで瘤の最大径と左室壁欠損孔径の比較し､ 瘤の

左室に対する位置を見やすい形で確認する事ができ､

外科治療の決定に有用であったと考えている｡

迅速血清遊離ヘモグロビン測定を用いた､
遠心ポンプ内血栓の診断

胸部外科
黒 田 太 陽
第46回人工心臓と補助循環懇話会学術集会

平成30年２月 熱海
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【背景】近年､ 遠心ポンプを用いたECMO､ LVAD治

療が増加しており､ ポンプ内血栓形成による溶血は重

大な合併症の一つである｡ 発生した場合､ 回路交換､

ポンプ交換を余儀なくされるが､ 植込型LVADの場合､

侵襲の大きさと費用により､ 施行するためには慎重な

検討が必要である｡ 従来､ 溶血の有無は､ 尿の性状､

血清LDH測定で診断していたが､ LDHは他の因子の

影響を受けやすく､ ポンプ内血栓を証明する根拠とな

らない場合もある｡ 循環不全に陥った患者は経過中､

無尿である事も少なくない｡ 近年､ 簡易かつ迅速に血

清遊離ヘモグロビン(pfHb)の測定が可能となり､ 溶血

の診断に有用である｡ 今回､ 我々はpfHb測定が､ 溶

血､ そしてポンプ内血栓を容易に証明する手段となり

うるかを検討した｡

【対象】2017年8月から2017年12月までに当施設で遠

心ポンプを用いたV-A､ V-V ECMOを48時間以上装着

した､ 連続した患者7人｡ 溶血を来す可能性のある自

己免疫疾患患者は除外した｡

【方法】ECMO装着後から定期的に血清LDH測定と

HemoCue�Plasma/Low Hbフォトメーターを用いた

pfHb測定を施行した｡ ポンプ内血栓の有無は離脱後

のポンプを肉眼的に確認した｡

【結果】7人中3人にポンプ内血栓を認めた｡ LDHの

推移は一定しなかったが､ pfHbが一度でも50mg/dLを

超えた患者ではポンプ内血栓を全員に認めた｡

【考察】LDHが高値で遷延している場合､ 遠心ポンプ

に起因する機械的溶血なのか判断に難渋する｡ ECMO

回路ならばポンプ交換は容易であるが､ 植込型LVAD

の場合､ ポンプ交換は侵襲､ 費用面から容易に交換は

できない｡ LDH上昇を伴い溶血と断定できない症例

に対し､ pfHbを迅速かつ定期的に測定することで溶

血とポンプ内血栓をいち早く診断できる可能性がある｡

複数回の腹部大動脈手術後に施行された
Axillobifemoral Bypassが閉塞した1例

胸部外科
黒 田 太 陽
第26回血管外科学会東海北陸地方海総会

平成30年３月 大垣

症例は69歳男性｡ 25歳で腹部大動脈瘤に対し､ 開腹

で手術が施行されたが､ 以降人工血管閉塞により複数

回の開腹・後腹膜経路による腹部大動脈手術の既往が

あった｡ 59歳でAxillobifemoral Bypass手術が施行され

たが､ 人工血管閉塞により下肢間欠性跛行が出現した｡

今回我々は再開腹によるY-graft置換で血管再建を行っ

た｡ その経過と結果について報告する｡

縦隔に発生した炎症性筋線維芽細胞
腫瘍の1例

呼吸器外科
石 黒 太 志
第34回日本呼吸器外科学会総会

平成29年５月 福岡

胸郭出口症候群に対してTransmanubrial
osteomascular sparing approach
にて第1肋骨切除を行った1症例

呼吸器外科
竹 中 裕 史
第34回日本呼吸器外科学会総会

平成29年５月 福岡

胸郭出口症候群に対する術式として腋窩アプローチ

が教科書的には標準であるが､ 本邦でのこの疾病に対

する外科的治療はまれであり､ ほとんどの呼吸器外科

医は手術経験に乏しい｡ 今回我々は慣れた前方アプロー

チで手術を行い治療に成功した1症例を提示する｡

【症例】41歳､ 女性｡ 左肩胛骨部痛に始まり次第に左

上肢の感覚異常､ 手指の運動麻痺へと悪化し､ 発症後

3ヶ月後で左上腕の神経症状は腕神経叢の三神経束全

領域の麻痺となった｡

【術式】Transmanubrial osteomascular sparing approach

とは､ 胸骨柄をL字切開することで胸鎖関節を温存し

て鎖骨を授動し､ 第1肋骨・鎖骨下動静脈を展開でき

るアプローチ法である｡ 熟練した呼吸器外科医には特

に難しい操作はなく､ 特殊器具も必要ない｡ ただし､ 第

1肋骨を切除する際に通常の肋骨剪刀は使えないため､

我々は整形外科用のグラインダー (surgical airtome)
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を流用した｡ 肋横関節部まで肋骨を剥離し､ その関節

部で離断して骨断端を研磨した｡ グラインダーを操作

する際に周囲の軟部組織 (特にC8・T1神経) を巻き

込まないよう気をつけなければならなかった｡

【術後】術直後より左手指が動きはじめ､ 以後急速に

改善した｡ 神経症状は短期間で完全に消退し､ 術後

3ヶ月で再発もみられない｡

【考察】この前方アプローチは腋窩アプローチに比べ

美容的にはかなり劣るが､ 以下の点で優れると考える：

鎖骨下動静脈と腕神経叢損傷のリスクが低い､ 第1肋

骨を確実に切除できる､ 骨膜が残らない､ 横隔神経・

長胸神経を避けやすい､ 肋間上腕神経に触れない､ そ

して､ 多くの呼吸器外科医に施行可能である｡

【結語】胸郭出口症候群に対してTransmanubrial osteo

mascular sparing approachは第1肋骨切除を行うに有用

なアプローチ法である｡

右肺原発の難治性EBV (Epstein-Barr
Virus) 関連B細胞性リンパ腫の1例

呼吸器外科
竹 中 裕 史
第58回日本肺癌学会学術集会

平成29年９月 横浜

症例は75歳男性. 特記すべき既往症無し. 検診の胸

部X線検査にて右上葉肺門部に腫瘤影を指摘され, 当

院受診となった. 気管支鏡下肺生検にて壊死性肉芽組

織が検出され肺結核疑いと診断された. 内服薬による

治療を3ヶ月行ったが, 腫瘤が増大したため, 肺癌を

疑い, 診断的治療として右上葉切除+気管支形成術を

施行した. 術後経過良好で術後9日目で退院となった.

術後1ヶ月, 漸く病理組織診断が確定し, その結果は

EBV関連B細胞性リンパ腫であった. その後, 血液内

科にてCHOP療法1コース, R-CHOP療法1コース施行

されたが, 体力低下により原因療法は中断された. 間

もなく病勢が増したためR-Bendamustine療法が行われ

たが, 効果なく, 術後5ヶ月で患者は死亡した. EBV

は我が国では90％以上の成人が感染している. 初期感

染後ほとんどで潜伏感染状態へ移行し, 免疫能の低下

した際にEBVが活性化しリンパ系腫瘍を発症すること

がある. その中に, 明らかな免疫不全を伴わない高齢

者に発症する加齢性EBV関連B細胞リンパ腫という疾

患概念がある. 節外臓器を好んで侵し (皮膚, 肺など

が報告されている), 病理所見では, 炎症性疾患と鑑

別がしばしば問題となり, 予後不良である. 本症例は

それらの典型例であった. 文献的考察を加え報告する.

肋骨骨折と遅発性血胸

呼吸器外科
重 光 希公生
第70回日本胸部外科学会定期学術集会

平成29年９月 札幌

【はじめに】肋骨骨折後の二次損傷による遅発性血胸

はまれながら経験される. 当院において10年間に外科

的治療を施行した肋骨骨折に関連する血胸の臨床像を

後方視的に調査した.

【対症と方法】血胸発症時期の定義は, 受傷から2日

以内を同時性, 受傷3日目以降を遅発性とした. 2006

年1月から2015年12月までの間に, 大垣市民病院にて

診療を受けた胸部鈍的外傷患者2176例中, 肋骨骨折は

1918例で内115例 (6％) に血胸併発がみられた. 外来

死亡例は除外した. 血胸併発115例中21例 (18.3％)

に対して外科的治療が行われた.

【結果】術後死亡例はなかった. 主な出血部位は横隔

膜10例, 肋間動脈6例, 肺2例, 肋骨骨髄1例, 胸膜1例,

不明1例であった. 肋骨骨折後の遅発性血胸の発生率

は0.57％ (11／1918) であった. 遅発性11例と同時性

10例の患者内訳はそれぞれ, 平均年齢63.3歳と55.1歳,

男／女7／4と9／1, 左／右7／4と7／3と差はみられな

かったが, 遅発性, 同時性ともに左に多い傾向であっ

た. 遅発性血胸の発症時期は受傷後3日目から最長28

日目で, 2週目に5例 (45％) と多かった. 出血部位を

横隔膜とその他で分けると遅発性では横隔膜／その他

7／4, 同時性では3／7で, 遅発性に横隔膜損傷が多い

傾向がみられ, さらに, 受傷後2週目以降の遅発性血

胸のほとんど (86％) は横隔膜損傷が原因であった.

二次損傷の原因となった骨折部位は, ほとんどが第

5肋骨より尾側で, すべての症例で骨折端が胸腔内へ

鋭く尖っていた. 遅発性血胸の誘因として, 体幹を捻

る運動3例, 咳・くしゃみ2例, 不明6例であった.

【結語】肋骨骨折の保存的治療は, 骨折端が胸腔へ突
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出している場合には, 遅発性血胸のリスクを念頭に行

うべきであり, それは受傷後1月というかなり遅れた

時期にも起こりうる. 骨折端による臓器の二次損傷を

防ぐためには, 2週間程度の入院安静と受傷後1～2月

間の厳格な運動制限, 及び, 咳・くしゃみがでる場合

には鎮咳剤や抗アレルギー剤により症状を緩和するこ

とが肝要と考える.

完全切除した遠位弓部大動脈浸潤肺癌の1例

呼吸器外科
石 黒 太 志
第58回日本肺癌学会学術集会

平成29年10月 横浜

【背景】大動脈浸潤肺癌は予後不良な病態であるが,

リンパ節転移がなく完全切除を達成した場合には良好

な治療成績も報告されている.

【症例】検診で胸部異常陰影を指摘. 左上肺野の腫瘤

を指摘. CTで左上葉に60×55mmの腫瘤を認め精査,

TBLBにて大細胞癌と診断. 大動脈浸潤の所見を認め

cT4N2M0, StageIIIBと診断し放射線化学療法 (40Gy,

CDDP+VNR 2コース) を施行した. 治療後の再評

価では腫瘤は40×35mmに縮小し効果判定はPR,

ycT4N0M0, StageIIIAであった. 大動脈浸潤の範囲は

最大で左鎖骨下動脈末梢から遠位弓部まで至る可能性

があった. 人工心肺準備のもと手術を施行. 左上葉切

除術, 第1-4肋骨レベルの壁側胸膜を合併切除. 大動

脈については鉗子によるサイドクランプにて部分切除

し直接縫合した. 手術時間6時間23分, 出血量410ml

であった. 左反回神経麻痺をみとめたものの術後経過

は良好で術後21日目に退院となった. フォローのCT

では切除部の動脈壁に異常を認めなかった. 術後病理

診断では腫瘍および郭清リンパ節にviable cellを認

めず, 治療効果判定はEf.3であった. 術後化学療法

(CDDP+VNR) を2コース施行した. 現在術後1年6ヶ

月経過したが, 再発の兆候なく外来にて経過観察中で

ある.

【結論】完全切除し得たが, 術前には再建法 (ステン

トグラフトの適応), 人工心肺のアプローチ法につい

て心臓外科医師との検討を要した. 文献的考察を加え

て報告する.

当院におけるデジタルモニタリング式
吸引器トパーズ�の管理法
呼吸器外科

石 黒 太 志
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

眼窩骨折に対して使用したスーパーフィク
ソーブRMXの中・長期成績

形成外科
神山圭史､ 森島容子､ 有沢宏貴
平田怜子
第60回日本形成外科学会学術総会

平成29年４月 大阪

Corney complexの1例

形成外科
有沢宏貴､ 森島容子､ 神山圭史
平田怜子
第60回日本形成外科学会学術総会

平成29年４月 大阪

新鮮鼻中隔骨折に対する鋼線とプラス
テイックシートを用いた固定法

形成外科
有沢宏貴､ 森島容子､ 神山圭史
平田怜子
第52回中部形成外科学会

平成29年７月 名古屋
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眼球陥凹に肋軟骨移植を行った経験

形成外科
平田怜子､ 森島容子､ 神山圭史
亀水優子
第70回東海形成外科学会

平成29年11月 浜松

鼻中隔骨折応急処置のすすめ
～短鼻変形を防ぐ～

形成外科
森島容子､ 神山圭史､ 亀水優子
平田怜子
第35回日本頭蓋顎顔面外科学会

平成29年11月 福岡

新鮮鼻骨・鼻中隔骨折の治療

形成外科
森島容子､ 神山圭史､ 亀水優子
平田怜子
第35回日本頭蓋顎顔面外科学会

平成29年11月 福岡

漏斗胸手術後に右心系の拡大を疑う
症状を呈した1例

形成外科
神山圭史､ 森島容子､ 亀水優子
平田怜子
第17回NUSS法漏斗胸手術手技研究会

平成29年11月 高松

野球肘との鑑別を要した滑膜性骨軟骨
腫症の1例

整形外科
鷹羽慶之､ 北田裕之､ 嶋田航也
川瀬 剛､ 植田裕昭､ 石田智裕
荒木恵介､ 藤吉文規､ 小林正明

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
後藤英之

ピッツバーグ大学 整形外科
武長徹也
第９回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

平成29年６月 札幌

今回我々は野球肘との鑑別を要した滑膜性骨軟骨腫症

の1例を経験したため報告する｡ 症例は28歳男性､ 右

投げ｡ 小学4年生から野球を始め投手もしていた｡ 高

校時代から右肘の伸展制限を自覚し､ 大学時代に近医

にてMRI検査を施行された上で野球肘と診断されてい

た｡ 大学卒業後もレクリエーションレベルで野球を続

けていたが症状の悪化はなかった｡ 特に誘因なく起床

時より右肘痛を自覚し80度以上の屈曲が不可となり当

院を受診した｡ 単純CT画像にて滑車部に複数の遊離

体を認めたため伝達麻酔下に鏡視下手術を施行した｡

鏡視所見にて滑膜増生と多数の小さな遊離体を認めた

ため､ 滑膜切除と遊離体摘出を施行した｡ 肘頭に骨棘

は認めたが小頭の骨軟骨欠損は認めなかった｡ 病理診

断は滑膜性骨軟骨腫症であった｡ 野球歴を有する肘関

節遊離体の診断時には､ 頻度は低いものの滑膜性骨軟

骨腫症の可能性も念頭に置く必要があると思われた｡

骨折を伴わない遠位脛腓関節脱臼の1例

整形外科
米津大貴､ 石田智裕､ 北田裕之
植田裕昭､ 鷹羽慶之､ 荒木恵介
坪内希親
第43回日本骨折治療学会

平成29年７月 福島
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バレーボールプレーヤーに生じた変形性
肩鎖関節症に対して鏡視下Mumford法
を行った1例

整形外科
鷹羽慶之､ 北田裕之､ 嶋田航也
川瀬 剛､ 植田裕昭､ 石田智裕
荒木恵介､ 藤吉文規､ 小林正明

ピッツバーグ大学 整形外科
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43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

平成29年９月 宮崎

【はじめに】バレーボール選手の肩痛の原因としての

肩鎖関節障害の報告は少ない｡ 今回我々はバレーボー

ルプレーヤーに生じた変形性肩鎖関節症に対して鏡視

下Mumford法を1例行ったため報告する｡

【症例】45歳男性｡ 主訴は右肩痛｡ 9歳からバレーボー

ルを始め､ 20代から軽度の右肩痛を自覚していたが特

に医療期間を受診していなかった｡ ３ヵ月前にスパイ

クを打った際に右肩痛が悪化し､ 近医にて保存療法を

受けるも改善が得られず当院を受診した｡ 初診時の右

肩関節可動域は挙上120度､ 外旋50度､ 内旋臀部､ 水

平内転100度と制限されており､ 水平内転にて疼痛が

誘発され､ 右肩鎖関節に圧痛を認めた｡ 単純X線像で

は右肩鎖関節の狭小化を認め､ 単純MRI画像では肩鎖

関節の輝度変化に加え､ 上方関節唇損傷 (以下SLAP

損傷) と腱板滑液包面の不全断裂が疑われた｡ キシロ

カインテストは肩鎖関節が著効し､ 肩甲上腕関節も効

果があったが肩峰下滑液包には効果を認めなかった｡

斜角筋間腕神経叢ブロックを併用した全身麻酔下に手

術を施行した｡ SLAP損傷のデブリドマンを行い､ 腱

板は軽度の陥凹のみで毛羽立ちも認めなかったため処

置をしなかった｡ 続いて肩鎖関節下方関節包を切除し

鎖骨遠位端を10mm切除した｡ 術後1週間は三角巾固

定とし､ 翌日から等尺性腱板訓練を開始､ 術後5日か

ら肩関節の可動域訓練を開始した｡ 術後2ヵ月で練習

に復帰し､ 術後4ヵ月でオーバーハンドでのプレーが

可能となった｡ 術後8ヵ月で可動域は挙上160度､ 外旋

60度､ 内旋はL3､ 水平内転120度と改善を認め､ 肩

鎖関節の圧痛は消失した｡ 術後1年の日本整形外科学

会肩関節疾患治療成績判定基準 (JOAスコア) は83

点､ 日本肩関節学会肩のスポーツ能力の評価法 (JSS

shoulder sports score) は71点､ 肩鎖関節機能評価法は

87点であった｡

【考察】Hattaらは小中学生野球選手の8％に肩鎖関節

の圧痛を認めたと報告しており､ またWrightらは平均

29歳の大リーグ投手57名のうち約50％に鎖骨遠位端の

骨棘を､ 約13％に肩鎖関節の狭小化を認めたと報告し

ている｡ これらの報告はオーバーヘッドアスリートに

おける肩鎖関節障害が比較的若い時期から生じること

を示している｡ Mumfordが報告した鎖骨遠位端切除術

は直視下手術であり､ その後Snyderが鏡視下Mumford

法を報告し現在の主流となっている｡ 鏡視下手術の利

点として肩鎖関節のみならず肩甲上腕関節内の処置

も同時に可能である事が挙げられるが､ 自験例でも

SLAP損傷に対する処置が必要であったと考えられて

鏡視下手術が有効であった｡

【結語】バレーボールプレーヤーに生じた変形性肩鎖

関節症に対して鏡視下Mumford法を行い良好な成績を

得た｡

脛骨顆間隆起骨折と脛骨高原骨折を
合併した1例

整形外科
米津大貴､ 北田裕之､ 嶋田航也
川瀬 剛､ 植田裕昭､ 石田智裕
鷹羽慶之､ 荒木恵介､ 小林正明
第63回東海整形外科外傷研究会

平成29年９月 名古屋

野球選手の上腕骨後捻角と肘関節外反
動揺性の関係

整形外科
鷹羽 慶之

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
武長徹也､ 後藤英之､ 竹内聡志
大塚隆信

名鉄病院関節鏡・スポーツ整形外科センター
土屋篤志
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名古屋スポーツクリニック
福吉正樹､ 中川宏樹､ 小野哲矢
杉本勝正
第44回日本肩関節学会

平成29年10月 東京

【はじめに】近年, 上腕骨後捻角が投球障害肘の発生

に関与するという報告が散見される. 本研究の目的は

大学野球選手の上腕骨後捻角と肘関節外反動揺性の関

係を調査することである.

【対象と方法】大学生野球選手40名 (平均年齢19.6±

0.8歳, 平均野球歴11.7±2.1年, 投手15名, 野手25名)

を対象とした. 上腕骨後捻角はMyersらの方法に従い,

エコーを補助的に用いて計測可能なHumeral torsion

angle (HTA) にて評価した. 肘関節外反動揺性は渡

辺らの報告に従い, 仰臥位, 肩関節90度外転位, 肘関

節90度屈曲位にてエコーで内側側副靱帯前斜走線維を

描出し, 前腕の自重力を利用した外反負荷前後の内側

関節裂隙の開大距離の差 (以下Δd) にて評価した.

統計学的解析は対応のあるt検定とピアソンの相関係

数を用い, 危険率5％未満を有意差ありとした.

【結果】HTAは投球側で有意に大きく (投球側82.3±

7.6°, 非投球側71.1±6.6°, p<0.001), Δdも投球側

で有意に大きかった (投球側0.96±0.59mm, 非投球

側0.38±0.52mm, p<0.001). 投球側のHTAとΔdの間

に有意な相関は認めなかった (r＝-0.27, p=0.09).

【考察】過去の報告と同様に上腕骨後捻角, 肘関節外

反動揺性ともに投球側で有意に大きかった. 投球動作

の肩関節最大外旋角度の増大に伴い, 肘関節内反トル

クが減少するという報告がある. 投球側の上腕骨後捻

角が大きい選手は投球時に大きな肩関節外旋角度を得

るのに有利と考えられ, 肘関節内反トルクが減少する

結果, 肘関節外反動揺性が減少すると仮説を立てたが,

有意な負の相関は認めなかった. 静的安定化機構であ

る内側側副靭帯に加え, 動的安定化機構である前腕屈

筋群も投球時の肘関節の安定性に寄与しているためと

考えられた.

骨折を伴わない遠位脛腓関節脱臼の1例

整形外科
米津大貴､ 北田裕之､ 嶋田航也
川瀬 剛､ 植田裕昭､ 石田智裕
鷹羽慶之､ 荒木恵介､ 小林正明
第23回救急整形外傷シンポジウム

平成29年11月 那覇

大腿骨変形治癒後の変形性膝関節症に
対して骨切り術とTKAを同時に施行
した1例

整形外科
荒木恵介､ 小林正明､ 北田裕之
嶋田航也､ 川瀬 剛､ 植田裕昭
石田智裕､ 鷹羽慶之､ 坪内希親
浅井隆之
第49回岐阜人工関節フォーラム

平成30年３月 岐阜

Lateral parapatellar approachを
用いた大腿骨遠位端骨折に対する骨
接合の当院での治療成績

整形外科
坪内希親､ 北田裕之､ 嶋田航也
川瀬 剛､ 植田裕昭､ 石田智裕
鷹羽慶之､ 荒木恵介､ 小林正明
第64回東海整形外科外傷研究会

平成30年３月 名古屋
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悪性リンパ腫を合併した抗Mi-2
抗体陽性皮膚筋炎の1例

皮 膚 科
大橋優文､ 伊藤 満､ 高木 肇

血液内科
早川正哉

愛知県立大学看護部 病理
黒川 景
第122回岐阜皮膚科医会

平成29年５月 岐阜

第281回日本皮膚科学会東海地方会

平成29年９月 名古屋

IVIGが有効であった水疱性類天疱瘡の1例

皮 膚 科
丹 羽 宏 文
第９回東海皮膚免疫疾患研究会

平成29年７月 名古屋

adenoid cystic carcinoma の1例

皮 膚 科
丹羽宏文､ 大橋優文､ 高木 肇
第125回岐阜皮膚科医会

平成30年２月 岐阜

頬部に生じたprimary cutaneous adenoid
cystic carcinomaの1例

皮 膚 科
丹羽宏文､ 大橋優文､ 高木 肇
第283回日本皮膚科学会東海地方会

平成30年３月 名古屋

尿培養にてESBL産生菌が検出された症例
に対する治療法の臨床的検討

泌尿器科
宇野雅博､ 川瀬 真､ 加藤大貴
石田貴史､ 加藤成一､ 藤本佳則
第105回日本泌尿器科学会総会

平成29年４月 鹿児島

ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の臨床
統計及び切除断端陽性に及ぼす因子の検討

泌尿器科
加藤大貴､ 川瀬 真､ 石田貴史
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第105回日本泌尿器科学会総会

平成29年４月 鹿児島

転移のない前立腺癌に対するアンドロゲン
除去療法に伴う骨量減少に対する骨修飾薬
の有効性についての検討

泌尿器科
加藤成一､ 川瀬 真､ 石田貴史
加藤大貴､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第105回日本泌尿器科学会総会

平成29年４月 鹿児島

尿細胞診疑陽性の右腎サンゴ状結石に対し
PNLを施行し､術後右腎扁平上皮癌とPNL
トラクト播種を認めた1例

泌尿器科
川瀬 真､ 加藤大貴､ 石田貴史
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第275回日本泌尿器科学会東海地方会

平成29年６月 名古屋

－ 624 －



Dornier社製Delta II Far Sightによる20mm
以上の腎結石に対する����の治療成績
泌尿器科

宇野雅博､ 川瀬 真､ 加藤大貴
石田貴史､ 加藤成一､ 藤本佳則
第31回日本泌尿器内視鏡学会総会

平成29年10月 徳島

前立腺癌アンドロゲン除去療法症例における2014
ISUP新����������分類の有用性の検討
泌尿器科

宇野雅博､ 川瀬 真､ 加藤大貴
石田貴史､ 加藤成一､ 藤本佳則
第67回日本泌尿器科学会中部総会

平成29年10月 大阪

傍大動脈リンパ節転移がある左腎盂癌に対する
腹腔鏡下腎尿管全摘及びリンパ節郭清術

泌尿器科
加藤成一､ 川瀬 真､ 石田貴史
加藤大貴､ 宇野雅博､ 藤本佳則
日本泌尿器内視鏡学会総会

平成29年11月 徳島

当院における2nd TUR-Btの検討

泌尿器科
加藤大貴､ 川瀬 真､ 石田貴史
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第67回日本泌尿器科学会中部総会

平成29年11月 大阪

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する
エンザルタミドの治療成績および検討

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67回日本泌尿器科学会中部総会

平成29年11月 大阪

嚢胞性腎細胞癌との鑑別が困難であった
洞様血管腫の1例

泌尿器科
石田貴史､ 川瀬 真､ 加藤大貴
加藤成一､ 藤本佳則
第276回日本泌尿器科学会東海地方会

平成29年12月 名古屋

巨大な前立腺に対しロボット支援腹腔鏡下
前立腺全摘術を施行した1例

泌尿器科
加藤成一､ 川瀬 真､ 石田貴史
加藤大貴､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第23回岐阜内視鏡外科研究会

平成29年12月 岐阜

右副腎巨大骨髄脂肪腫に対し腹腔鏡下にて
副腎摘除し得た1例

泌尿器科
川瀬 真､ 加藤大貴､ 石田貴史
加藤成一､ 宇野雅博､ 藤本佳則
第23回岐阜内視鏡外科研究会

平成29年12月 岐阜
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成人�細胞白血病/リンパ腫治療中に発症
したCryptococcus neoformans眼内炎
の1例

眼 科
山田 渉､ 山田博基､ 村田一弘

血液内科
古川勝也､ 小杉浩史

細菌検査室
浅野裕子

岐阜大学 眼科
望月清文
真菌症フォーラム第23回学術集会

平成29年５月 東京

【緒言】クリプトコックス症は､ 細胞性免疫不全患者

に発症する深在性真菌症である｡ 肺病変が代表的で､

次いで脳髄膜炎あるいは皮膚病変がみられ播種性感

染としての眼病変は極めて稀である｡ 今回､ 成人

T細胞白血病/リンパ腫 (ATLL) に対する治療中に

Cryptococcus neoformansによる眼内炎を発症した一例

を経験したので報告する｡

【症例】70歳の女性｡ 咽頭痛および食欲不振にて近医

を受診した｡ 頸部リンパ節腫脹を認めたため当院耳鼻

咽喉科へ紹介され穿刺吸引からリンパ腫が疑われた｡

血液内科紹介となり頸部リンパ節生検からATLLと診

断され入院となった｡ 低形成骨髄であったのでPSL40

mgが開始され中心静脈カテーテルが留置された｡ 2週

後､ CRP高値および不明熱に対し血液培養を施行し

CFPMの点滴を開始した｡ 3日後､ 血液培養から酵母

様真菌が検出されCPFGの投与を開始し同日眼科紹介

となった｡ 眼科受診時矯正視力は右0.7左0.8で眼底で

は原疾患に起因したRoth斑を認めた｡ 3日後 ATLLに

対しCVP療法 (50％dose) およびIT-Triple髄腔内投与

(同時に髄液を培養) を開始した｡ 投与直後､ 両眼の

視力低下を訴えたので同日眼科受診｡ 矯正視力は右

0.4左0.2に低下し両眼底に散在する出血および黄白色

滲出性ならびに光干渉断層像では両眼の後極部に漿液

性網膜剥離を認め､ CPFGからF-FLCZに変更した｡

3日後､ 血液ならびに髄液培養からC. neoformansが同

定され血清C. neoformans抗原高値も併せC. neoformans

による眼内炎と診断された｡ 髄膜炎合併クリプトコッ

クス症の治療方針に基づきL-AMB+5-FC併用療法を開

始したが骨髄抑制が危惧され5日後L-AMB単剤とした｡

しかし眼病変の改善ならびに血液培養の陰性化を認

めずまたC. neoformans抗原値の上昇がみられたので

F-FLCZ併用ならびに両眼に抗真菌薬の硝子体内投与

を行った｡ その後､ 眼病変は徐々に改善し治療開始

4か月後には矯正視力右0.6左0.5まで回復した｡ しかし

全身状態が急激に悪化し診断から約9か月後に永眠さ

れた｡

【考察】本症例ではL-AMBならびにF-FLCZの全身投

与および抗真菌薬の硝子体内投与が有効であった｡ ま

た発症早期に漿液性網膜剥離がみられたのが特徴的で

あった｡

成人�細胞白血病/リンパ腫(ATLL)に対する
治療中にCryptococcus neoformansに
よる眼内炎を発症した1例

眼 科
山 田 渉
第71回日本臨床眼科学会

平成29年10月 東京

【緒言】今回､ 成人T細胞白血病/リンパ腫 (ATLL)

に対する治療中にCryptococcus neoformansによる眼内

炎を発症した一例を経験したので報告する｡

【症例】70歳の女性｡ 当院血液内科にてATLLと診断

され入院加療となった｡ 中心静脈カテーテルが留置さ

れた2週後よりCRP高値および発熱を認め､ 血液培養

及びCFPMの点滴を開始した｡ 3日後血液培養から酵

母様真菌が検出されCPFGの投与を開始し同日眼科紹

介となった｡ 眼科受診時矯正視力は右0.7左0.8で眼底

では原疾患に起因したRoth斑を認めるのみであった｡

3日後 CVP療法 (50％dose) 及びIT-Triple髄腔内投与

を開始した｡ 投与後､ 両眼の視力低下を訴え､ 矯正視

力は右0.4左0.2に低下し両眼底に散在する出血および

黄白色滲出斑ならびに光干渉断層像では両眼の後極部

に漿液性網膜剥離を認め､ CPFGからF-FLCZに変更し

た｡ 血液・髄液培養からC. neoformansが同定され

血清抗原高値も併せC. neoformansによる眼内炎と

診断された｡ 髄膜炎合併クリプトコックス症の治療方

針に基づきL-AMB+5-FC併用療法を開始したが骨髄

抑制が危惧され5日後L-AMB単剤とした｡ しかし眼

病変の改善ならびに血液培養の陰性化を認めずまた
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C. neoformans抗原値の上昇がみられたのでF-FLCZ併

用ならびに両眼に抗真菌薬の硝子体内投与を行った｡

その後､ 眼病変は徐々に改善し治療開始4か月後には

矯正視力右0.6左0.5まで回復した｡

【考察】本症例ではL-AMBならびにF-FLCZの全身投

与および抗真菌薬の硝子体内投与が有効であった｡ ま

た発症早期に漿液性網膜剥離がみられたのが特徴的で

あった｡

真菌性眼病変に対する抗真菌薬硝子
体内投与の選択

眼 科
山田 渉､ 山田博基､ 村田一弘

外 科
岡本和浩､ 高山祐一

岐阜大学 眼科
望月清文
第３回東海・北陸支部深在性真菌症部会

平成30年１月 名古屋

【はじめに】真菌性眼病変ではQOV (Quality of Vision)

の確保は重要な治療目標である｡ 硝子体内への病変の

波及がみられる症例では一般に硝子体手術が行われる｡

一方､ 硝子体内への病変の波及がみられても全身状態

が不良で硝子体手術あるいは抗真菌薬の追加投与が困

難な症例では抗真菌薬の硝子体内投与が選択される｡

今回､ 中心窩病巣を伴うCandida albicansによる真菌

性眼病変を有する症例において抗真菌薬の硝子体内投

与を行い若干の知見を得たので報告する｡

【症例】糖尿病を有する70歳女性｡ 直腸癌に対して後

方骨盤内臓全摘出術が施行され中心静脈カテーテル

(CV) が留置された｡ 術7日後､ 発熱を認め抗菌薬

(VCMおよびMEPM) が投与された｡ 投与開始9日後

の血液培養から酵母様真菌が検出されMCFG150mgが

開始された｡ その2日後C. albicansと同定され眼科紹

介となった｡ 眼科受診時､ 傾眠傾向にあった｡ 初診時

矯正視力は右1.0､ 左0.6で､ 両眼の前房内に軽度炎症

細胞を認めた｡ 眼底では両眼に硝子体混濁ならびに後

極部を中心に散在する黄白色滲出斑がみられ､ 特に左

眼では中心窩に滲出性病巣を認めた｡ 光干渉断層計で

は､ 左眼中心窩下に軽度漿液性網膜剥離を伴う高反射

域を認めた｡ 右眼中心窩には異常はなかった｡ 真菌性

眼病変と診断しCVは抜去されVRCZ 400mg (点滴静

注) に変更された｡ しかし眼病巣の改善がみられなかっ

たので1週後にL-AMB 125mgに再度変更した｡ 硝子体

混濁は軽度消退したが､ L-AMB投与10日後の矯正視

力は右0.9､ 左0.02と低下し､ 左眼の視力低下を訴えた｡

硝子体手術を考慮したが全身状態が不良であったので､

その7日後左眼に対しVRCZの硝子体内投与を行った｡

投与3日後には左眼矯正視力は0.1に向上し､ 病巣の縮

小ならびに瘢痕化を認めた｡ 最終診察時の矯正視力は

右1.0､ 左0.15であった｡ なお､ 薬剤感受性試験の結果

はAMPH-B､ 5-FC､ FLCZ､ ITCZ､ MCZ､ MCFGおよ

びVRCZにおいて､ それぞれ1､ 0.25､ 0.25､ 0.125､ 0.25､

≦0.03および≦0.0125 μg/mLであった｡

【結論】中心窩に滲出性病巣を認め著明な視力低下が

危惧される症例では抗真菌薬の硝子体内投与を考慮す

べきである｡

鼻閉を主訴に受診した転移性上顎癌の1例

頭頸部・耳鼻いんこう科�木千晶､ �田菜月､ 奥田 弘�橋洋城､ 藤井恵子､ 大西将美
第35回岐阜耳鼻咽喉科・頭頸部外科懇話会

平成29年４月 岐阜

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､ �田菜月､ �木千晶�橋洋城､ 藤井恵子､ 大西将美
第118回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

平成29年５月 広島

保存的治療によって症状が改善しない耳管開放症に

対し, 耳管咽頭口粘膜下自家脂肪注入術を施行した一

例を経験した｡ 術後, 滲出性中耳炎を発症したために

鼓膜換気チューブ挿入術を施行した｡ 聴力の改善は得

られなかったが, 自声強聴や自己呼吸音聴取などの不

快な自覚症状は消失した｡ 耳管開放症に対しては手術

－ 627 －



により症状の改善が期待できるが, 症状の再燃や, 滲

出性中耳炎などの合併症に対する対応が重要である｡

耳管開放症に対する手術治療の適応や適切な術式につ

き, 過去の報告も踏まえて検討した｡

喉頭機能を温存して腫瘍摘出し, 再建術を
施行した若年者の喉頭軟骨肉腫症例

頭頸部・耳鼻いんこう科
奥田 弘､ �田菜月､ �木千晶�橋洋城､ 大西将美
第79回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会

平成29年６月 山口

症例は32歳男性｡ 半年前から嗄声を自覚し､ 徐々に

呼吸困難感が出現したため当科受診｡ 声門直下で右側

より気管内腔に膨出する腫瘍を認めた｡ 気道確保のた

めに気管切開術を施行し､ その後の精査で右輪状軟骨

由来の軟骨肉腫grade1が疑われた｡ 年齢や病理所見を

考慮し､ 喉頭機能の温存を前提に腫瘍摘出術を施行し

た｡ 摘出により喉頭構造の一部が欠損したため､ 二期

的に肋軟骨による再建術を施行した｡ 若年者に発生す

る喉頭軟骨肉腫は極めてまれであり､ このような症例

においては喉頭全摘出術によって長期に渡るQOLの

低下が危惧されることから､ 組織学的悪性度や腫瘍進

展範囲を踏まえて可及的に喉頭機能を温存した摘出を

試みる必要があると考えられる｡ 過去の報告も踏まえ､

適当な摘出範囲及び再建法について検討した｡

右鎖骨上腫脹を主訴に受診した右頸横
動脈瘤の1例

頭頸部・耳鼻いんこう科�田菜月､ 大西将美､ 高橋洋城�木千晶､ 岡田 弘
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30年１月 栃木

症例は78歳女性｡ X年6月に右下顎痛を自覚し近医

歯科を受診､ 口腔内処置と抗生剤処方された｡ 3日後

に右鎖骨上の腫脹と疼痛が出現し近医内科受診､ 精査

目的で当科紹介となった｡ 既往歴に高血圧があり降圧

剤を内服していた｡ 頸部超音波検査にて内部に拍動性

の血流を伴う腫瘤を認め､ 頸部動脈瘤が疑われた｡ 頸

部造影CTを施行､ 右頸横動脈由来の動脈瘤を疑った｡

初診から１７日後､ 全身麻酔下に右頸横動脈瘤摘出

術を施行した｡ 術後右肩の軽度違和感は認めたが､ そ

のほか特記すべき合併症なく経過し術後6日目に退院

した｡

【考察】頸部動脈瘤の報告は少なく､ 中でも頸横動脈

瘤の報告は極めてまれである｡ 発症機序として外傷や

頸部手術後､ カテーテル操作による医原性などが報告

されているが､ 本症例では明らかな原因は不明であっ

た｡ 治療は血管内治療によるコイル塞栓術と､ 観血的

動脈瘤摘出術がある｡ 頸横動脈の血管径は細いため､

より確実に頸横動脈にアプローチできる観血的摘出術

を選択した｡ 頸部動脈瘤は破裂した場合死亡する例も

報告されており､ 診断した場合は早い段階で治療を行

う必要があると考える｡

片側性舌下神経麻痺の3例

歯科口腔外科
柴田章夫､ 木村将士､ 大音博之
西脇崇介､ 梅村昌宏
第71回NPO法人日本口腔外科学会学術集会

平成29年４月 松山

【緒言】舌下神経麻痺は主に舌筋に生じる運動性の麻

痺で､ 舌の半側萎縮､ 線維束性収縮､ 前方突出時の患

側偏位､ 構音障害などを特徴とする｡ 舌下神経麻痺の

ほとんどが片側性に発症し､ 舌咽神経麻痺､ 迷走神経

麻痺および副神経麻痺を合併することが多い｡ 原因と

しては腫瘍が最も多く､ 次いで外傷､ 脳卒中､ 心因性､

医原性､ 多発性硬化症､ 感染､ ギランバレー症候群の

順と報告されているが､ 特発性も認められる｡ 今回わ

れわれは､ 片側性舌下神経麻痺を３例経験したので､

その概要を報告する｡

【症例】1. 患者は71歳､ 男性｡ 左側舌の膨隆を自覚

し2016年5月に当科初診｡ 舌突出時に左側偏位を認め､

画像所見で左側舌の萎縮を認め､ 頭蓋内に異常は認め

なかった｡ 明らかな発症原因がなく､ 特発性舌下神経
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麻痺と診断した｡ 関節リウマチに対しプレドニン5mg

が投与されていたため､ メコバラミンを処方し経過観

察したところ､ 約半年で症状の改善を認めた｡ 2. 患

者は32歳､ 男性｡ 2016年6月に当院神経内科より左側

舌下神経麻痺を疑われ､ 舌精査のため当科紹介受診と

なった｡ 舌突出時に左側偏位を認めたが､ 舌に器質的

異常は認めなかった｡ 発症の3日前に自転車で転倒し

側頭部受傷の既往があり､ 外傷性､ 特発性が発症原因

として考えられた｡ プレドニン30mg､ メコバラミン

が神経内科にて投与され､ 約2週間で症状は軽快した｡

3. 患者は70歳､ 女性｡ 肺癌の頭蓋底転移を認めた｡

当科へは左側舌の膨隆と痛みを主訴に紹介初診となっ

た｡ 左側舌は弛緩膨隆し､ 舌突出時に左側偏位を認め

たが､ 粘膜異常は認めなかった｡ 頭蓋底転移による舌

下神経麻痺と診断し､ 疼痛も腫瘍転移に伴う関連痛と

診断し､ 主科にて転移巣への放射線照射が施行された｡

【結語】片側性舌下神経麻痺の３例を経験した｡ 舌下

神経麻痺は､ さまざまな原因で発症するため多方面か

らの原因検索が必要である｡

骨形成を伴う口蓋部線維腫の1例

歯科口腔外科
柴田章夫､ 西脇崇介､ 淺野早哉香
木村将士､ 大音博之､ 梅村昌宏
第42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29年５月 静岡

【緒言】線維腫は口腔内に好発する良性腫瘍のひとつ

で, 成熟した線維芽細胞と膠原線維を主体とする増殖

性病変である. 周囲組織と明瞭な境界を有する真の腫

瘍はきわめてまれで, 多くは反応性の線維性過形成で

あり, これらを組織学的に鑑別することは必ずしも容

易ではない. また線維腫は, ときに島状の骨ないし骨

様の形成をみることがあるが, 口蓋部において骨形成

を認めた報告は極めて少ない. 今回われわれは, 骨形

成を伴う口蓋部線維腫の１例を経験したので, 若干の

文献的考察を加え報告する.

【症例】患者は74歳男性. 10年以上前から口蓋部に腫

瘤を自覚していたが, 疼痛はなく放置していた. 緩徐

な増大を示したため, かかりつけ歯科より精査加療目

的に当科紹介初診となった. 左側硬口蓋前方部に15×

15mm大, 境界明瞭, 有茎性, 弾性硬, 表面平滑で粘

膜色の腫瘤性病変を認めた. 隣接する歯周組織との連

続性は認めなかった. 口蓋腫瘍の臨床診断にて外来局

所麻酔下にexcisional biopsyを施行した. 病理組織所

見は, 不規則な膠原線維の増生と線維芽細胞の疎な分

布を認め, 一部に骨化を認めた. 粘膜は正常の重層扁

平上皮に覆われ, 被膜を認めなかったが, 周囲組織と

の境界は比較的明瞭であった. 以上の所見から, 骨形

成を伴う線維腫と診断し, 臨床的, 組織学的所見から

反応性過形成により生じたと考えられた. 現在術後

3ヶ月が経過し, 再発はなく経過良好である.

当科で経験した小唾液腺唾石症の4例

歯科口腔外科
西脇崇介､ 大音博之､ 木村将士
柴田章夫､ 梅村昌宏
第62回公益社団法人日本口腔外科学会総会・

学術大会

平成29年10月 京都

【緒言】唾石症は唾液腺体内または導管内に結石が形

成される疾患で, 多くは顎下腺に発生し, 小唾液腺に

発生することは比較的まれである. 小唾液腺唾石症の

臨床所見は無痛性の腫瘤形成であり, 唾石自体を触知

することは少ない. 加えて画像検査で唾石が認められ

ないこともあるため診断に苦慮することが多い. 今回

当科において, 上唇, 下唇, 頬粘膜の小唾液腺に発生

した唾石症4例を経験したのでその概要を報告する.

【症例の概要】年齢は61歳から78歳, 発生部位は上唇

１例, 下唇2例, 頬粘膜1例であった. 4症例とも弾性

硬で境界明瞭, 可動性の無痛性腫瘤であり, 表面粘膜

は１例で発赤があり, その他3例は正常であった. 腫

瘤の大きさは5ｍｍから20ｍｍで, 術前画像所見にお

いて3例で腫瘤内に硬組織を認めた. 内訳は超音波検

査2例, CT1例であり, 上唇の１例と下唇の1例は１つ

の病変内に複数の唾石を認めた. 唾石の大きさは1㎜

から4㎜であった. 2例でデンタルエックス線写真を撮

影したが, 硬組織は描出されなかった. 臨床所見から

小唾液腺唾石症を疑われたのが2例, 小唾液腺腫瘍を

疑われたのが2例であった. 腫瘍性疾患の可能性を考
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慮し4例すべてで外科的切除療法を施行し, 臨床所見

および病理組織検査から小唾液腺唾石症と診断した.

経過中いずれの症例も再発は認めなかった.

【結語】今回当科において小唾液腺唾石症の4例を経

験したので報告した.

口腔扁平上皮癌の予後予測における18F-
FDG集積の腫瘍内不均一性および
Volume-based parametersの有用性

歯科口腔外科
木村将士､ 石橋謙一郎､ 柴田章夫
西脇崇介､ 長縄吉幸､ 梅村昌宏
第36回日本口腔口腔腫瘍学会総会・学術大会

平成30年１月 新潟

【緒言】口腔癌診療における18F-FDG PET/CT(PET)

検査は病期診断を始め､ 再発転移の評価､ 治療効果判

定に至るまで幅広く活用されている｡ これまでFDGの

集積指標としてSUVmaxが用いられてきたが､ SUVmax

は腫瘍内で最大のSUV値を示す1ボクセルのみの値で

あり腫瘍全体の糖代謝を反映していない｡ そこで近年､

腫瘍体積を考慮した集積指標であるMetabolic tumor

volume(MTV)､ Total legion glycolysis(TLG)や腫瘍内

でのFDG集積の不均一性を表すHeterogeneity index(HI)

が注目されている｡ 本研究ではこれらの新たなPET/

CT parameterを測定し､ 予後との関連について検討

した｡

【対象・方法】2008年9月から2017年1月までに当科で

手術療法を行った口腔扁平上皮癌一次症例62例を対

象とした｡ 予後予測因子は年齢､ 性差､ 原発部位､

TN分類､ 病理組織学的分化度､ 切除断端陽性､ 脈管

浸潤､ 神経周囲浸潤､ SUVmax､ MTV､ TLG､ HIとし､

予後評価は全生存率(OS)､ 無再発生存率(DFS)を用い

た｡ 累積生存率はKaplan-Meier法にて算出､ 単変量解

析にLog-rank検定､ 多変量解析にはCox比例ハザード

モデルを用いた｡

【結果】単変量解析の結果ではSUVmax､ MTV､ TLG､

HI がOS､ DFSともに有意な予後予測因子であり､ 多

変量解析の結果ではOSはHI､ DFSではTLGがそれぞ

れ有意な予後予測因子であった｡

【結語】口腔扁平上皮癌の予後予測因子としてHIや

TLG等の新たなPET/CT parameterが有用であると考え

られた｡

[シンポジウム]

The recurrent translocations in mucoepidermoid
carcinoma and secretary carcinoma of
salivary glands.

歯科口腔外科
石 橋 謙一郎
第62回公益社団法人日本口腔外科学会総会・

学術大会

平成29年10月 京都

The salivary gland tumors are heterogeneous and diverse

with variable prognosis, limitations of histopathology in

the identification of patients with questionable diagnosis

and aggressive disease can be overcome by developing

a reliable biomarker. These biomarkers are futuristic in the

development of targeted therapy. The recent research in

molecular biology of salivary gland tumors identifiedfusion

of specific genes in certain tumors, for example; the

MYB-NFIB fusion are specific to adenoid cystic carcinoma,

the CRTC1 / 3 -MAML2 fusion to mucoepidermoid

carcinoma, and the ETV6-NTRK3 fusion to secretory

carcinoma. Moreover the identification of these specific

fusion oncogenes lead to the recognition of new entities

and reclassification of salivary gland tumors. However

there has been some debate as to whether a subset of

Warthin tumor harbor the CRTC1-MAML2 fusion, we

recently proposed that a subset of Warthin tumor with

CRTC1-MAML2 fusion gene should be considered as

a new variant of mucoepidermooid carcinoma. Further,

in secretary carcinoma, an unknown (non-NTRK) genes

appeared to fuse with ETV6 (ETV6-X fusion) and the

MASC possessing ETV6-X fusion might show an invasive

histology. These findings provide a novel insight into

the oncogenesis, histopathology, diagnosis, treatment,

and prognosis.
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画像診断結果を依頼医へ直接連絡する
システムの構築について
～がん発見例を中心とした検討～

放射線診断科
曽根康博､ 荒川智佳子､ 小原悟古
永田翔馬

診療検査科 (画像)
竹島賢治

医療安全管理課
中尾俊也､ 栗田恭子､ 野田孝浩
水田 恒
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】CT等の画像診断の重要所見が共有されず､

的確な診療が遅れる事例が全国的に後を絶たない｡ 放

射線科医による画像診断は､ 通常は放射線管理ソフト

での報告書作成および電子カルテ配信により行われる｡

しかし報告書が常に依頼医によって確認されるとは限

らない (作成の時間差､ 患者未来院､ 外来担当医変更

など様々な障害がありうる)｡ 当院では､ 画像診断報

告書の確認漏れを防ぐ取り組みとして､ 報告すべき重

要所見を ｢想定外所見｣ として幅広く定義し､ 依頼医

へ直接連絡するシステムを構築し運用しているので､

その概要につき報告する｡

【方法】医療安全管理課からの提案で､ 2014年5月か

ら ｢想定外所見｣ の報告システムを開始した｡ 本シス

テムは､ 電子カルテ記載と依頼医への電話連絡をセッ

トにしている｡ ｢想定外所見｣ を便宜上､ 6種類に分類

して､ 記録のある2015年度から検討した｡

【結果】約2年間の総件数は141件である｡ 放射線診断

科による報告書作成件数は40023件で､ ｢想定外所見｣

の頻度は0.35% (141/40023)､ 週平均1.4件行っていた｡

検査法の内訳はCT:92､ MRI:26､ PET-CT:23であった｡

｢想定外所見｣ の分類は､ 新規がん疑い:64､ 既知がん

増悪:26､ 救急疾患 (気胸o慢性硬膜下血腫o骨折など)

:12､ 炎症疾患 (縦隔炎o結核など) :12､ 良性疾患

(下垂体腫瘍o骨粗鬆症など) :20､ その他:7であった｡

うち､ 新規がん疑いの64件について遡及的に検討した｡

24例にがんが発見された (正診率37.5%)｡ 検査の

契機は既知がんフォロー:8､ 良性疾患フォロー:7､ 症

状精査:6､ その他:2で､ 検査法はCT:16､ MRI:6､ PET-

CT:2であった｡ 発見がんの部位は腎:5､ 大腸:4､ 肺:4､

胃:3､ 乳:2､ その他:6であった｡ 主な治療法は手術:16､

化学療法/放射線治療:6､ 緩和医療:2であった｡

【結論】 ｢想定外所見｣ の報告システムが多くのがん

発見につながり､ 手術などの救命治療､ あるいは延命

治療や緩和医療が行われた｡ 本システムは適切な診療

と医療安全に大きな役割を果たしていると考えられた｡

癌終末期患者の救急外来受診状況に
関する検討

救命救急部
川 崎 成 章
第45回日本救急医学会総会・学術集会

平成29年10月 大阪

鈍的外傷による気管損傷の1手術例

救命救急部
川 崎 成 章
第79回日本臨床外科学会総会

平成29年11月 東京

重症膵炎に合併したARDSに対して鎮痛・
鎮静プロトコールを用いた集学的治療に
より救命した1例

救命救急部
伊 藤 豪 規
第45回日本集中治療医学会学術集会

平成30年２月 千葉
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薬剤師によるオピオイド外来の取り組み
とその評価

薬 剤 部
竹田亜子､ 鈴木宣雄､ 西川智子
神田友江､ 吉田あや､ 五十川万喜幸
吉村知哲
第11回日本緩和医療薬学会年会

平成 29年６月 札幌

【目的】オピオイド使用がん患者に対して､ 入院にお

いては病棟薬剤師が服薬指導を行っている｡ 切れ目の

ない緩和ケア提供のため､ 外来においても薬剤師が介

入するオピオイド外来を開始したので､ その取り組み

と評価を報告する｡

【方法】2016年6月から2017年1月の間に､ 大垣市民病

院消化器外科および乳腺外科でオピオイドが処方され

薬剤師が面談を行った外来患者38名を対象とした｡ 患

者背景､ オピオイド導入状況､ 介入件数と内容などを

後方視的に調査した｡ オピオイド導入患者にはパンフ

レットを用いて効果､ 副作用､ レスキュー薬の使用法・

管理などの説明と疼痛評価(痛みの強さ､ 部位､ 疼痛

性状､ 増悪・軽快因子､ 頻度など)を行い､ オピオイ

ド継続患者に対しては使用・管理状況の確認､ 疼痛評

価､ 治療効果と副作用の有無を確認した｡ 面談情報は

医師に還元し､ 必要に応じて処方提案などを行った｡

【結果】年齢の中央値65.5歳(範囲41～81歳)であり､

男性21名(55.3％)､ 女性17名(44.7%)であった｡ がん腫

は､ 大腸がん17名(44.7%)､ 乳がん9名(23.7%)､ 肝・胆・

膵がん8名(21.1%)､ 胃がん2名(5.2%)などであった｡ 初

回面談時の服用タイミングは､ 開始導入20名(52.6%)､

退院9名(23.7%)であった｡ 面談回数中央値3.0 回(範囲

1～11回)､ 介入件数は88件であり受入率は82.9%であっ

た｡ 提案事項はオピオイド用法・用量変更､ レスキュー

薬の追加､ 副作用対策､ 鎮痛薬・鎮痛補助薬の追加・

変更､ 処方日数の調節などであった｡ 面談中止理由は

入院15名(60.0%)､ 在宅移行7名(28.0%)であった｡

【考察】入院だけでなく外来でも薬剤師が介入する

ことによりオピオイド使用がん患者への切れ目のない

緩和ケアが可能となった｡ また､ 面談情報を医師に還

元することにより､ 医師診察の負担軽減にも繋がると

考える｡

C型慢性肝炎遺伝子型�型症例に対する
ソホスブビル＋リバビリン療法における
リバビリン開始用量と減量との関連

薬 剤 部
中嶋めぐみ

消化器内科
熊田 卓､ 桐山勢生､ 谷川 誠
豊田秀徳､ 多田俊史
第53回日本肝臓学会総会

平成29年６月 広島

【目的】C型慢性肝炎Genotype2型症例に対するソホ

スブビル (SOF) ＋リバビリン (RBV) 療法において､

RBVの開始用量別に開始後の減量・治療効果につい

て比較を行った｡

【方法】当院でSOF＋RBV療法が施行され､ 投与終了

後12週以上経過した145症例を対象とし､ 治療開始時

のRBV用量600mg/日以下 (A群・n=101) と800mg/日

以上 (B群・n=44) に分けて背景と治療経過を比較し

た｡ RBVの開始用量は体重により決定し､ 減量開始

は行わなかった｡

【成績】両群を比較すると､ A群・B群の順に､ 年齢：

71.2±12.4・64.5±13.9歳 (p＝0.004)､ 男/女：33/68・

35/9 (p＜0.001)､ 開始前eGFR：75.5±21.0・74.8±17.2

(p＝0.86)､ 体重1kgあたりのRBV用量：12.0±1.9・11.9

±1.1mg/kg (p＝0.68)､ 開始前Hb：12.5±1.33・13.8

±1.33g/dL (p＜0.001) と年齢・性別・Hb値に差が認

められた｡ 副作用により治療中にRBV減量を行った

症例はA群19例 (18.8％) ・B群9例 (20.5％) と有意

差を認めず (p＝0.82)､ RBVのアドヒアランスはそれ

ぞれ93.2％・95.4％ と両群で有意差を認めなかった

(p＝0.33)｡ SVR12はA群97例 (96.0％) ・B群43例

(97.7％) で達成された (p＝1.0)｡ 各群において減量

の有無別に比較すると､ A群では減量なし例 (n=82) ・

減量例 (n=19) で開始時の年齢：70.2±12.6・75.4±

10.7歳 (p=0.09)､ 体重：51.2±6.4・49.8±7.5kg (p=

0.41)､ eGFR：80.5±19.0・55.7±16.5 (p＜0.001)､ 体

重あたりのRBV用量：11.9±1.7・12.0±2.6mg/kg (p=

0.89)､ Hb：12.9±1.2・11.3±1.0g/dL (p＜0.001) と

減量例においてeGFRとHbが低く､ 一方B群では減量

なし例 (n=35) ・減量例 (n=9) で年齢：61.4±13.4・

75.9±9.2歳 (p＝0.006)､ 体重：69.9±9.8・68.3±5.0kg

(p＝0.66)､ eGFR：76.9±16.6・68.4±19.2 (p＝0.21)､
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RBV用量：11.9±1.2・11.8±0.8mg/kg (p＝0.75)､ Hb：

14.1±1.3・12.6±0.8g/dL (p＝0.002) と減量例にお

いて高齢でHbが低かった｡ SVR率はA群で減量なし例

97.6％・減量例89.5％ (p＝0.33)､ B群で減量なし例

100％・減量例88.9％ (p＝0.46) であった｡

【考案】RBVの開始用量と減量の必要性とのあいだ

には直接の関連性は認められなかったが､ 開始量800

mg/日以上の症例では年齢に､ 600mg/日以下の症例に

おいては腎機能により注意して投与することでアドヒ

アランスを高められる可能性が示唆された｡ また今回

の検討では減量によりSVR率に差は認めなかったが､

今後症例の蓄積によりアドヒアランスとSVR率との関

係をさらに検討する必要があると考えられた｡

C型慢性肝炎遺伝子型�型症例に対する
ソホスブビル＋リバビリン療法における
体重あたりのリバビリン投与量と副作用・
治療効果との関連

薬 剤 部
中嶋めぐみ

消化器内科
熊田 卓､ 桐山勢生､ 谷川 誠
豊田秀徳､ 多田俊史
JDDW2017

平成29年10月 福岡

【目的】C型慢性肝炎遺伝子型2型症例に対するソホ

スブビル (SOF) ＋リバビリン (RBV) 療法において,

体重あたりのRBV用量別に開始後の減量・治療効果

について比較を行った.

【方法】当院でSOF＋RBV療法が施行され, 投与終了

後12週以上経過した155症例を, 治療開始時のRBV用

量13mg/kg/日以下 (A群, n=121) と13mg/kg/日超

(B群, n=34) とに分けて背景と臨床経過を比較した.

【成績】A群・B群の順に, 年齢：68.9±12.4・71.9±

13.3歳 (p=0.22), 性別 (男/女) ：64/57・8/26例 (p=

0.003), 体重：59.5±10.3・45.8±8.2kg (p<0.001),

開始前eGFR：73.8±19.7・79.0±19.7 (p=0.17), Hb：

13.0±1.45・12.5±1.37g/dL (p=0.05) と, B群で女性

が多く, 開始前Hbが低い傾向にあった. 治療中のHb

低下率に両群で差はなく, 治療中にRBV減量を要し

た症例はA群25例 (20.7%) ・B群6例 (17.7%) と有

意差を認めなかった (p=0.81). RBVのアドヒアラン

スはそれぞれ93.2%・93.7%と同等であった (p=0.86).

SVR12はA群115例(95.0%)・B群33例(97.1%)で達成さ

れた (p=0.70).

【考察および結語】RBVは, インターフェロンとの

併用療法においては13mg/kg/日を超える投与量での貧

血発現頻度の増加が報告されている. 規定用量どおり

の投与を行えば低体重の患者ではその投与量を超える

可能性が高いが, SOFとの併用療法においては, 体重

あたりのRBV用量と減量・治療効果とのあいだには

関連性が認められず, 高いアドヒアランスをもって治

療完遂が実現できた. また, Hb低下率とも直接の関

連性が認められなかったことより, 比較的高用量の

RBVを用いても本治療は安全に施行できることが示

唆された. その安全性を保つためには, 丁寧なモニタ

リングと適切な投与設計が必要であると考えられた.

経口抗がん薬に対する薬剤師外来の
活動内容とアウトカム評価

薬 剤 部
川地志緒里､ 郷真貴子､ 浅野裕紀
岩井美奈､ 木村美智男､ 吉村知哲
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】経口抗がん薬は､ 服薬管理を患者本人もしく

は家族に委ねることになり､ より患者指導が重要とな

る｡ 薬剤師が適切に関わることにより服薬アドヒアラ

ンスの向上や治療効果が期待できる｡ 薬剤師が関わる

タイミングとして､ 医師の診察前に薬剤師が行う診察

前面談 (薬剤師外来) が有用であると考えられ､ 今回､

当院における薬剤師外来の活動内容とアウトカムを報

告する｡

【方法】2013年から薬剤師外来を開始し､ 現在は消化

器外科などの4科､ 13薬剤を対象としている｡ 初回は

医師の診察後､ 2回目以降は医師の診察前に外来服薬

指導室で薬剤師が診察前面談を行う｡ 薬剤師外来で得

られた患者情報､ 処方提案等は､ 電子カルテを通して

医師にフィードバックされる｡

薬剤師外来のアウトカム評価は､ 以下の4点に関して
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行った｡ ①患者意識の変化と服薬アドヒアランスの向

上：2015年4月～2015年8月 (n=44)｡ ②薬剤適正使用

への貢献：2013年7月～2015年9月 (n=154)｡ ③治療

効果の向上：薬剤師外来介入前の患者 (n=94) と介

入後の患者 (n=40)｡ ④医療経済効果：2017年2月～

2017年4月｡

【結果】①患者意識の変化と服薬アドヒアランスの向

上：服薬アドヒアランス良好であったのは93.2%であっ

た｡ 薬に対する意識として､ 90％の患者が薬に関心が

あり､ 全患者が薬剤師外来は有用であるという回答で

あった｡ ②薬剤適正使用への貢献：薬剤師による処方

提案の受託率は94.9%､ 提案内容は用量 (21.3%)､ 休

薬 (10.6%)､ 支持療法 (67.2%)､ その他 (0.9%) で

あった｡ ③治療効果の向上：S-1による胃がん術後補

助療法の完遂率は､ コントロール群：39.4％ (37/94

例) に比して薬剤師外来群：82.5％ (33/40例) にて

有意に改善された (P＜0.001)｡ ④医療経済削減効果：

残薬調整による薬剤費削減額は340,297円/月であり､

経口抗がん薬が89.3%を占めた｡

【結論】より安全で安心な薬物療法を提供するために､

病院薬剤師による支援体制を強化し､ 薬剤師外来にて

経口抗がん薬治療患者への継続した薬学的介入を実践

している｡ この継続した支援は､ 患者との良好なコミュ

ニケーションに繋がり､ 服薬アドヒアランスの向上､

治療効果の向上､ 患者QOLの向上をもたらし､ 医療

の質を最大限に高めることができると考える｡

入院患者持参薬の実態調査と負担薬剤
費用のシミュレーション

薬 剤 部
黒田彩夏､ 森 卓之､ 宇佐美英績
吉村知哲
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】2014年度診療報酬改定以降､ 入院の契機とな

る傷病の治療に係るものとして特別な理由がない限り

持参薬の使用は原則禁止とされた｡ さらに2016年度診

療報酬改定では､ 持参薬使用時の特別な理由が明確化

され､ 使用した場合には使用量も含めたデータ入力が

必要になった｡ 一方で､ 生活習慣病の増加や在宅医療

の普及により入院する患者の持参薬は種類・量ともに

増加しており､ 持参薬の使用状況は医療機関の経営に

も大きく影響する｡ そこで､ 今回当院入院患者の持参

薬の種類､ 費用について調査・検討を行ったので報告

する｡

【方法】2016年8月15～19日の5日間に入院した380名

について､ 持参薬の有無､ 使用薬剤の種類および1日

投与量を調査した｡ また､ 調査内容を元に薬価ベース

での薬剤費を算出した｡ ただし､ 規格・用法用量の不

明なもの､ 頓用､ 定期使用の貼付剤を除く外用薬 (湿

布､ 点眼薬､ 吸入薬等)､ インスリンは除外した｡

【結果】調査期間中の入院患者380名で診療科は22､

男性226名､ 女性154名で､ 平均年齢は55歳､ 持参薬あ

りの患者は245名 (64.5%) で､ 平均使用薬剤数は6.4剤

であった｡ 調査の結果､ 1日の合計薬剤費は185,661.4円

で患者１人あたりの1日平均薬剤費は488.6円 (持参薬

ありの患者だけでは757.8円) であった｡ 当院の病床

数903床､ ベッド稼働率を考慮して全ての持参薬を処

方した場合､ 年間薬剤費は約1億1,675万円となった｡

【結論】今回の調査では､ 1日の薬剤費の算出が難し

い一部の外用薬やインスリン等は除外しているが､ そ

れらの薬剤費を含めると､ 持参薬に関する費用は今回

の結果よりさらに高くなると思われる｡ DPCの包括点

数には入院中の薬剤費が予め評価されているため､ 持

参薬の使用は原則禁止となっているが､ 全ての持参薬

を再処方した場合の医療機関の負担はかなり大きくな

ると思われる｡ そのうえ､ 持参薬を入院時に再処方す

ることは､ 短期の入院において使い切ることのないイ

ンスリンや点眼薬､ 軟膏などの外用薬は過剰になり､

場合によっては残薬の増加につながる｡ さらに､ 採用

がない薬剤の代替え処方は疾患のコントロールに影響

を与えるだけでなく､ 患者の服薬管理の悪化につなが

る可能性もある｡ 入院契機の疾病に係らない持参薬で

あっても積極的な使用は勧められていないが､ 必要に

応じて持参薬を効率的に活用することも必要であると

考える｡
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腎機能低下患者に対するLiposomal-
Amphotericin Bの安全性評価

薬 剤 部
加藤未紗､ 松岡知子､ 篠田康孝
大橋健吾､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】重症真菌感染症に用いられるLiposomal-

Amphotericin B (L-AMB) は､ 腎障害や低カリウム血

症などの副作用が起こりやすいことで知られている｡

一方で､ 腎障害のある患者に対して慎重投与とされて

いるものの､ 安全性のエビデンスは少ない｡ そこで腎

機能低下患者に対するL-AMBの安全性について評価

した｡

【方法】2014年1月から2016年12月までに当院におい

てL-AMBが投与された患者を対象とした｡ L-AMB投

与期間3日未満､ 15歳未満の患者を除外基準とした｡

クレアチニンクリアランス (Ccr) 60mL/min未満の患

者を腎機能低下群 (低下群)､ Ccr60mL/min以上の患

者を腎機能正常群 (正常群) とした｡ 電子カルテより

後方視的にL-AMBの投与量､ 投与日数､ 中止理由､

臨床検査値等を調査した｡ 腎障害および低カリウム血

症の判定はCTCAE v4.0-JCOGに基づき､ それぞれ急

性腎不全､ 低カリウム血症Grade 1以上とした｡

【結果】対象患者は41例であり､ 低下群は13例､ 正常

群は28例であった｡ 両群においてL-AMBの体重当た

り1日投与量､ 投与日数､ 点滴時間に有意差はみられ

なかった｡ 投与期間中の腎障害は､ 低下群6例 (46.2

％)､ 正常群15例 (53.6%)､ 低カリウム血症は､ 低下

群3例 (23.1%)､ 正常群7例 (25.0%) でありいずれも

有意差はみられなかった｡ L-AMBの副作用による投

与中止症例は､ 低下群で5例 (38.5%)､ 正常群で6例

(21.4%) であった｡ 中止理由は腎機能低下､ 低カリ

ウム血症､ 皮疹であった｡ また､ Ccr30mL/min未満の

高度腎機能低下症例は3例であり､ 1例 (33.3%) が腎

障害のため中止となった｡

【考察】腎機能低下患者において､ 腎機能正常患者と

同程度の投与量､ 投与期間でL-AMBが投与されてい

たが､ 腎障害や低カリウム血症といった副作用出現頻

度に差はみられなかった｡ しかし､ その頻度は腎機能

に関係なく高く､ L-AMB投与時は副作用のモニタリ

ングが不可欠であると思われる｡

肝・腎機能障害を呈する鎮静患者における
ミダゾラム血中濃度と意識評価スケールと
の関連性の検討

薬 剤 部
種田靖久､ 森 光輝､ 篠田康孝
松村知洋､ 中尾俊也､ 宇佐美英績
吉村知哲

一宮市立市民病院 救急科
山口 均
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】ミダゾラム (以下MDZ) は集中治療におけ

る人工呼吸中の鎮静の適応を持ち､ 主に鎮静導入時や

深鎮静を要する場合などに用いられている｡ しかしな

がら､ 肝・腎不全時には長時間効果が残存することも

知られており､ これらの患者に使用する際には投与量

の調節などに苦慮する場合が多い｡ 今回､ 薬剤師主導

で肝・腎機能低下患者におけるMDZ血中濃度を測定

する臨床試験を行い､ 代表的な意識評価スケールであ

るRichmond Agitation-Sedation Scale (以下RASS)との

関連性を見出すことを目的とした｡

【試験デザイン】対象は2014年1月～2015年12月に20

歳以上の救急・集中治療患者で､ MDZを用いた気管

挿管下人工呼吸管理を要し､ かつ肝・腎機能低下が認

められた患者とした｡ 肝機能低下の定義はASTおよび

ALT 100 IU/L以上またはBIL 2 mg/dL以上､ または

肝硬変患者のいずれかを満たすものとした｡ また､ 腎

機能低下の定義はCcr 50 mL/min未満とした｡ 除外基

準は､ 遷延性意識障害患者や認知症患者などの意思疎

通に支障をきたす患者とした｡ MDZ血中濃度は､ LC-

MS/MSにて採血時の余剰検体を用いて測定した｡

【結果】除外基準に該当した患者を除いた14名の患者

より77検体を得た｡ MDZ血中濃度の中央値は367.8

(52.8 - 1736.2) ng/mLであった｡ 採血施行時のRASS

の中央値は-4 (-5 - 0)であった｡ MDZ血中濃度とRASS

との関連性において､ Spearmanの順位相関係数は

-0.690 (p＜0.0001) であった｡

【考察】MDZ血中濃度は健常者と比較し､ 肝・腎機

能障害患者において高濃度になることが改めて示され

たが､ これら患者群においてもMDZ血中濃度とRASS

には相関が認められることが示唆された｡

【結論】肝・腎機能障害患者においても､ RASSを指
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標としてMDZによる鎮静管理を行うことは妥当であ

ると考えられた｡

進行・再発胃がん患者のS-1とシスプラチンの
併用療法による深刻な好中球減少発現のリスク
因子に関する検討

薬 剤 部
川地志緒里､ 木村美智男､ 宇佐美英績
吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

S-1とシスプラチンの併用療法 (以下､ SP療法) は､ 進

行・再発胃がんにおいて1st lineとして､ 現在､ 広く

使われている｡ だが､ 近年の医療技術の発展や解析技

術の向上で､ 深刻な好中球減少を引き起こすリスク因

子が変化している可能性がある｡ そこで､ 近年のSP

療法の安全性の検討を行った｡ 2014年9月から2017年

4月の期間に大垣市民病院でSP療法を実施した患者76

名を対象とした｡ 結果は､ SP療法にて19名の患者

(25%) にGrade 3以上の好中球減少が生じた｡ Grade

3以上の好中球減少を認めた患者は､ grade 2以下の患

者に比して､ 有意に施行コース数 (p=0.013) と好中

球最低値時のコース数 (p=0.03) が多かった｡ また､

好中球最低値のコース前のヘモグロビン値が有意に低

下していた (p=0.048)｡ また､ 患者背景においてp＜

0.1の因子で単変量解析を行い､ 単変量でp＜0.05であっ

た因子を多変量解析すると､ 施行コース数 (p=0.002) と

好中球最低値のコース前のヘモグロビン値 (p=0.021)

が因子として明らかになった｡ 従って､ SP療法のコー

ス開始前のヘモグロビン値をモニターし､ 開始時期や

支持療法などを検討する必要があると考える｡ SP療

法で深刻な好中球減少を引き起こすリスク因子として

新たに好中球最低値のコース前のヘモグロビン値が明

らかになった｡

経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師外来
における処方提案と医療費削減効果

薬 剤 部
郷真貴子､ 川地志緒里､ 宇佐美英績
木村美智男､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師外来を

行うことで､ 治療継続性や患者意識の向上などに関す

る有用性は報告されているが､ 医療費削減に関する報

告は少ない｡ そこで､ 当院の薬剤師外来にて残薬調整

を含めた処方提案を解析することにより薬剤師外来の

有用性を検討した｡

【方法】2017年2月～4月までに当院にて薬剤師外来対

象の経口抗がん薬 (13品目) を服用した全患者を対象

に､ 提案内容とその採択率について調査した｡ なお､

残薬調整を行った薬品については品目数と､ 薬価削減

金額を算出した｡

【結果】薬剤師外来を施行した患者件数は152.7件/月､

提案件数は60.0件/月であった｡ 提案内容の主な内訳

(採択率) は､ 減量・休薬が14.4% (91.3%)､ 支持療

法が56.7% (81.3%)､ 検査が5.0% (100%)､ 残薬調整

が48.3% (98.6%) であった｡ 残薬調整を行った薬は

28品目/月あり､ 抗がん薬17.1%､ 保湿薬やステロイドな

どの外用剤22.9%､ 止瀉薬12.1%､ 制吐薬8.6%､ 栄養剤

5%であった｡ 抗がん薬の残薬理由は､ 副作用 (36.4%)､

処方量変更 (18.2%)､ 服用忘れ (18.2%) 処方不適

切 (13.6%) であった｡ 残薬調整による薬価削減額は

340,297円/月で､ 経口抗がん薬が303,970円/月を占め

た (89.3%)｡

【考察】経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師外来活

動は､ 支持療法の処方提案が多数を占めるが､ 残薬調

整も同程度行っている｡ 特に経口抗がん薬は高額であ

るため､ 残薬調整を行うことによる薬価削減効果は高

い｡ 外来治療は､ QOL維持を考慮し､ 休薬しつつ治

療継続を行う症例も多く､ 最適な副作用マネジメント

のみではなく医療費削減に向けての残数調整も重要で

あると示唆される｡
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進行・再発胃がんに対するramucirumab
+paclitaxel療法の費用対効果と安全性に
ついての検討

薬 剤 部
西川智子､ 木村美智男､ 宇佐美英績
吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】進行・再発胃がんの2次治療は､Weekly paclitaxel

療法(PTX) ､ irinotecan療法(CPT 11)､ ramucirumab+

paclitaxel療法(Ram+PTX) が標準治療である｡ 今回､

PTX､ CPT-11およびRam+PTX の費用対効果の算出を

行い比較し､ さらにRam+PTXの安全性と治療継続性

を検討した｡

【方法】大垣市民病院にて､ 進行・再発胃がんの2次

治療としてPTX (n=65) ､ CPT-11 (n=26)､ Ram+PTX

(n =18) を2コース以上施行した患者のデータを基に､

それぞれの治療を受けた場合の期待費用を算出した｡

各化学療法の有効性の確率を算出するため臨床情報

の文献収集を行い､ 生存期間中央値 (MST､ 月) を

治療効果の指標として用いた (PTX：8.5､ CPT-11：

8.0､ Ram+PTX：10.6)｡ 期待費用とMSTにより費用

対効果比を算出した｡ また､ PTXとCPT-11を基準と

した場合のRam+PTXの増分費用効果比を算出した｡

【結果】PTX､ CPT-11､ Ram+PTXの費用対効果比

(MST1ヶ月あたり) は､ それぞれ85,395円､ 132,735

円､ 657,175円であった(p<0.001)｡ PTXおよびCPT-11

からRam+PTXへの増分費用効果比 (MST1ヶ月あたり)

はそれぞれ2,780,432円と1,809,310円であった｡ Ram+

PTXの治療終了事由は､ 間質性肺炎(1例)､ PSの低下

(8例)､ 進行(4例)であった｡

【結語】本研究は､ 2次治療以降の進行・再発胃がん

化学療法に対する3種の化学療法レジメンの費用対効

果を分析した初めての研究である｡ Ram+PTXはPTX

やCPT-11に比較し､ 費用対効果は劣るが忍容性が

あり十分効果の期待できるレジメンであることが示唆

された｡

災害に対する薬剤部での訓練実施と
災害対策の強化

薬 剤 部
安田親由､ 蜜田哲也､ 種田靖久
浅野裕紀､ 松村知洋､ 松岡知子
吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】当院は､ 地域災害拠点病院に指定されており､

集団救急模擬訓練などを定期的に実施しているが､ 薬

剤部としての災害に対する備えは十分とはいえない｡

そこで､ 薬剤部内において災害訓練を行い､ 対応策の

強化を図ったので報告する｡

【方法】災害対策を強化するために､ 災害派遣経験者

を含む6名からなる災害ワーキンググループを立ち上

げた｡ 職員安否の確認方法や被災初動時の役割､ 被災

状況把握のためのチェック方法､ および救護エリアへ

の薬品準備について検討を行った｡ 次に､ これらの有

用性の検証と､ 災害への対応力向上を目的に災害訓練

を企画した｡ 訓練は､ 参加者全員が関われるように

2組に分けて､ 平日の勤務時間外に実施した｡ 訓練終

了後には､ 参加者を対象にアンケートを行った｡ また､

連絡網による安否情報収集の模擬訓練は､ 休日昼間の

別日に行った｡

【結果】訓練を通じて新たに作成したものは､ 本部員

がやることのリスト､ 業務が継続できるか否かを早急

に判断するための被災一次報告書､ および詳しい状況

が記入できる被災二次報告書などである｡ 病院災害本

部への連絡では､ 報告事項を簡潔かつ的確にするため

にひな型文を作成した｡ 救護エリアへ持ち出す薬品に

ついては､ 色タグ別に薬品リスト表を分けて作成しマ

ニュアルに追加した｡ 災害時連絡網は､ 参集の目安と

なる自宅からの距離によるグループ制に変更した｡ ま

た､ アンケートから､ 何をしたらよいか考えることが

できた､ 他の役割ができるように訓練したいなどの意

見も得られた｡

【考察】薬剤部は､ 災害が発生した場合でも､ その機

能を可能な限り早期に復旧し､ 切れ目なく災害医療活

動を継続しなければならない｡ 誰もが､ 状況に応じた

最善の対応策を柔軟に選択できるようになるには､ マ

ニュアルの周知と訓練を通して対応力を高めることが

重要であると考える｡
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全注射用抗菌薬を対象とした薬剤師に
よる処方監視の評価

薬 剤 部
大橋健吾､ 松岡知子､ 篠田康孝
吉田真也､ 新井かおり､ 竹中梨恵
加藤未紗､ 森 卓之､ 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27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】大垣市民病院では以前より薬剤師が届出抗菌

薬 (カルバペネム系薬､ 抗MRSA薬､ タゾバクタム・

ピペラシリン) を対象に処方監視を行ってきた｡ 2017

年2月より対象抗菌薬を全注射用抗菌薬に拡大した｡

そこで本業務の現状を調査し､ 評価を行った｡

【方法】全注射用抗菌薬の使用症例を対象に薬剤師が

投与開始翌日から投与終了まで連日 (休日は除く) 処

方を監視した｡ 改善が必要と考えられた場合､ その都

度医師に提案を行った｡ 提案内容を ｢用法・用量変更｣､

｢薬剤変更｣､ ｢薬剤終了｣､ ｢培養依頼｣ の4つに分類し､

抗菌薬開始日 (day 0) から各提案までの日数と受け

入れ率などを調査した｡ 調査期間は2017年2月から4月

までとした｡

【結果】1日の平均監視人数は160人/日であり､ 期間

内の総監視患者数は3,117人であった｡ 監視に要した

時間は平均7.2時間/日であった｡ 総提案件数は203件

であり､ このうち届出抗菌薬以外の抗菌薬が155件

(76.4%) を占めた｡ 提案に対する医師の受け入れ率

は88.7%であった｡ 各提案件数は ｢用法・用量変更｣

が91件､ ｢薬剤変更｣ が63件､ ｢薬剤終了｣ が37件､

｢培養依頼｣ が12件であった｡ 提案日の中央値は ｢用

法・用量変更｣ がday 1 (四分位範囲：1-3.5日)､ ｢薬

剤変更｣ がday 3 (2-4日)､ ｢薬剤終了｣ がday 7 (5-

10.25日)､ ｢培養依頼｣ がday 3 (1.5-4日) であった｡

またday 3以内の提案は全体で117件(57.6%)であった｡

【考察】全注射用抗菌薬使用症例の監視には多くの時

間を要するが､ 届出抗菌薬以外の薬剤に対する提案も

多く見られたため､ 監視対象抗菌薬の拡大は重要であ

る｡ また､ 提案は処方早期に多く､ 早期介入の重要性

が示唆された｡ その一方で､ 提案日は幅広く､ 抗菌薬

終了まで連日のフォローアップの必要性も高いと考え

られた｡

グリメピリドからグリクラジドへの変更が
血糖コントロールに及ぼす影響

薬 剤 部
中島啓二､ 宇佐美英績､ 臼井一将
多賀小枝子､ 新井かおり､ 安部絵里
伊藤加代､ 蜜田哲也､ 吉村知哲

糖尿病・腎臓内科
柴田大河､ 傍島裕司
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】現在､ SU薬の中ではグリメピリド(Gm)が最

も使用されている｡ しかし､ グリベンクラミドと同様

に重症低血糖や遷延性低血糖を起こしやすいとの報告

もある｡ 一方､ グリクラジド(Gz)は､ 主代謝物が血糖

降下作用を有さないという特徴がある｡ 低血糖リスク

が少ないとのメタ解析もあり､ 高齢化社会が進む中､

使用頻度が増す可能性ある｡ そこで今回､ Gz処方患

者数の推移を調査しGmからGzに変更したときの血糖

コントロールに及ぼす影響を検討した｡

【方法】当院において2011年から2016年までにGzが

処方された患者数を年毎に集計した｡ その中からGm

からGzに変更された外来通院中の2型糖尿病患者28名

を対象とした｡ 調査項目は､ HbA1c､ 体重､ 低血糖頻

度の変化とし､ GmからGzへの変更時の用量換算比率

別 (1mg：40mg未満をA群､ 1mg：40mg以上をB群)

に分け後ろ向きに調査した｡

【結果】Gz処方患者数は2012年が最少で､ その後増

加し2016年が最多であった｡ 患者背景は､ A群：年齢

62.8±10.5歳､ 男性/女性4名/4名､ 罹病期間17.1±5.4

年､ HbA1c7.0±0.8%､ 体重63.3±12.8kg､ B群：年齢

72.3±7.1歳､ 男性/女性11名/9名､ 罹病期間16.1±9.3

年､ HbA1c7.3±1.4%､ 体重57.2±10.3kgであった｡ 変

更6カ月後のHbA1c､ BWに両群とも有意な変化は認め

られなかった｡ 低血糖は変更前10例で起きていたが､

変更後に増加した症例はなく､ A群2/3例､ B群6/7例で

減少した｡

【考察】GmからGz への変更は､ 低血糖頻度を減ら

しつつもHbA1cと体重を有意に上昇させなかった｡

Gm服用中に低血糖症状を訴える患者においてはGzへ

の変更も有用であると考えられた｡ 患者背景を考慮し､

薬剤変更や用量を決定する必要がある｡
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進行・再発大腸がんのセツキシマブ療法
における低マグネシウム血症発現に影響
を及ぼす因子の検討

薬 剤 部
伊藤大輔､ 浅野裕紀､ 岩井美奈
安達志乃､ 岡田和智､ 木村美智男
吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】セツキシマブ (Cmab) は､ 進行・再発結腸・

直腸がんおよび頭頚部がんに対して使用されており､

特徴的な副作用に皮膚障害や爪囲炎､ 低マグネシウム

(Mg) 血症がある｡ 低Mg血症では初期は自覚症状に乏

しいが､ 重篤化すると治療の継続に困難になる場合が

ある｡ そこで､ 低Mg血症の発現頻度とその要因につ

いて検討した｡

【方法】当院で､ Cmabの投与を行った結腸・直腸が

ん患者を対象 (50例) とし､ 低Mg血症発現群 (24例)

と非発現群 (26例) の2群に分けた｡ 調査項目は性別､

年齢､ BMI､ レジメン､ 前治療レジメン数､ 施行コー

ス数､ ALT､ AST､ T-Bil､ Ccr､ ALB､ 口内炎､ 皮膚

障害､ 爪囲炎等とし2群間で比較した｡ また､ 低Mg血

症発現に影響を及ぼす因子を抽出するため多変量解析

を行った｡

【結果】患者背景は､ 男/女：35/15例､ 平均年齢65.3

歳､ BMI 22.8､ 前治療レジメン数 (0：6例､ 1：15例､

2：27例､ 3：1例､ 4：1例)､ 平均施行コース数12.9コー

スであった｡ 低Mg血症の発現頻度は24/50例 (grade4：

2例､ grade3：4例､ grade2：7例､ grade1：11例) であっ

た｡ 2群間の比較において男性は女性より低Mg血症発

現が有意に高かった (P=0.002) ｡ また､ 多変量ロジ

スティック回帰解析により､ 低Mg血症発現に影響を

及ぼす因子として施行コース数9コース以上 (odds比：

6.55, 95%CI：1.18-36.2, p=0.031)､ 前治療レジメン数

2以上 (odds比：4.43, 95%CI：1.02-19.2, p=0.047) が

認められた｡

【結語】Cmabによる低Mg血症発現には､ 2以上の前

治療歴と9コース以上の投与がリスク因子となること

が明らかになった｡ これらの知見は､ Cmab投与患者

において､ 低Mg血症モニタリングを行う上で有用な

指標となることが示された｡

切迫流・早産患者におけるリトドリン
投与による掻痒症発現の検討

薬 剤 部
日野光記枝､ 森万希子､ 大橋健吾
吉田真也､ 宇佐美英績､ 木村美智男
吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】リトドリンは子宮収縮抑制作用を有し流早産

防止のため広く使用されている｡ その副作用の１つに

遅発性の掻痒症がみられるが詳細な報告は少ない｡ 今

回､ リトドリン投与による掻痒症について､ その頻度

と発症因子について検討を行ったので報告する｡

【方法】2016年10月～2017年2月に当院に入院し､ 2日以

上リトドリンが点滴投与された切迫流・早産患者105

例を対象とした｡ ただし､ 掻痒症を発現する可能性が

ある妊娠高血圧症候群(5例)や単胎妊娠以外の患者(18

例)､ 採血が行われていない患者(23例)､ マグセント併

用患者(17例)の計63例は除外した｡ 調査項目は､ 掻痒

症の発現頻度､ 発現時期および症状のgrade評価を

CTCAE v4.0を用いて行った｡ また､ 掻痒症の症状有

と症状無の2群に分け､ 年齢､ 出産経験の有無､ BMI､

AST､ ALT､ T-Bil､ Ccr､ WBC､ 好酸球数､ リトドリ

ン注の積算投与量および併用薬について電子カルテか

ら後ろ向きに調査した｡

【結果】リトドリンによる掻痒症は､ 8/42例 (19%)

に発現し､ grade1が7例､ grade2は1例､ 症状発現時期

は8.5日 (中央値) であった｡ 掻痒症発現有無の2群間

においてそれぞれ年齢は､ 36.1±2.6歳､ 31.2±5.8歳と

有意な差が認められた(p=0.026)｡ また､ 出産経験の有

無では､ 掻痒症を発現した8例は全て経産婦であった

(p=0.029)｡ リトドリン投与4日目までの積算投与量に

有意差が認められ(p=0.0317)､ 積算投与量5.6mg/kg

以上の患者においてかゆみの発現が有意に高かった(p=

0.0176)｡

【考察】リトドリンによる掻痒症発現因子は､ 年齢と

出産経験､ 4日目の積算投与量が5.6mg/kg以上である

ことが有意な因子であることが明らかになった｡ その

ため遅発性の掻痒症発現に注意し､ 患者指導を行って

いく必要があると考える｡
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経口抗HCV薬治療における薬剤師の関わり
～より安全で円滑な導入のために～

薬 剤 部
中嶋めぐみ､ 大橋健吾､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【背景と目的】C型肝炎に対する直接作用型抗ウイル

ス薬 (DAAs) による治療は簡便である一方､ 併用禁

忌・注意薬が多いものもあり､ その内容によっては

併用薬の他剤への変更が必要となる例や､ あるいは

DAAs導入の可否にまで影響する場合もある｡ 当院で

は､ 治療を安全に施行するために､ 服用薬剤の事前確

認を治療対象者全員に対して薬剤師が行っている｡ 今

回､ 当院にてDAAsが導入された患者に対する薬剤師

の関わりを報告する｡

【対象】大垣市民病院において2017年2月までにDAAs

が導入された患者669例 (ダクラタスビル・アスナプ

レビル＝DCV・ASV：290例､ ソホスブビル＝SOF：

155例､ ソホスブビル/レジパスビル＝SOF/LDV：158

例､ オムビタスビル/パリタプレビル/リトナビル＝

OBV/PTV/r：66例) を対象とした｡

【結果】当院では､ DAAs治療対象者受診の際に診察

室より担当薬剤師へ連絡が入る体制をとっており､ 持

参薬と導入予定DAAsとの相互作用確認・報告､ 必要

に応じて代替薬や用量調節などの提案を行っている｡

対象669例のうち相互作用のため変更を要した患者は

28例 (4.2％) であった｡ なかでもOBV/PTV/r 症例が

23例 (82.1％) を占め､ その変更の内訳は､ カルシウ

ム拮抗薬から他剤への変更19例 ､ スタチンの変更3例､

リバーロキサバンから他剤への変更1例であり､ これ

らのうち18例 (78.3％) が他院薬であった｡

【考察および結語】DAAsによる治療はその特性がゆ

えに他院からの紹介で施行されることが多く､ 併用禁

忌・注意薬も他院薬に多い｡ また､ 助成制度による処

方可能期間が限定されるため､ 薬剤変更は迅速かつ的

確に行う必要がある｡ そうした中､ 薬剤師が事前に介

入を行うことで､ 薬剤相互作用による副作用を回避し､

より円滑な治療の導入が実現され､ 質の高い医療の提

供につながると考える｡ 併用薬変更に伴う併存疾患管

理状況の把握については今後の検討課題であり､ かか

りつけ医や他科との連携・フォローが必要である｡

進行・再発膵がん化学療法施行患者の
予後因子と2次治療(S-1療法)の安全性
に関する検討

薬 剤 部
五十川万喜幸､ 木村美智男､ 岩井美奈
宇佐美英績､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】本研究では､ 進行・再発膵がん化学療法にお

ける1次治療としてのgemcitabine (GEM) 施行中の好

中球減少と予後の関係および2次治療としてのtegafur・

gimeracil・oteracil potassium (S-1) の安全性を明らか

にするため後ろ向き調査を行った｡

【方法】2010年1月～2015年12月までの間に大垣市民

病院で化学療法を行った膵がん患者123例のうち､ 1次

治療 (GEM) から2次治療 (S-1) に移行した37例

(以下､ GEM→S-1群) と1次治療 (GEM群) のみを行っ

た60例 (以下､ GEM群) を対象とし､ 各群における

全生存期間中央値 (MST)､ GEMによる好中球減少

grade別のMST､ レジメンの中止・延期および減量事

由と副作用発現因子を後ろ向きに比較検討した｡

【結果】GEM→S-1群のMSTは323日､ GEM群は172日

であった (p=0.0004)｡ GEM施行中に､ grade3以上の

好中球減少を認めた患者のMSTは330日､ grade2以下

の好中球減少を認めた患者のMSTは178日であった

(p=0.0023)｡ 2次治療としてのS-1療法の副作用による

治療中止は5.4% (2/37例) であり､ 重篤なものはなかっ

た｡ Grade2以上の倦怠感､ 消化器毒性の発現は､ 血清

アルブミン値 (Alb) 3.5g/dL以上の場合 (2/22例)

より3.5g/dL未満の場合 (10/13例) において有意に高

かった (p=0.0002)｡

【考察】GEMとS-1による進行・再発膵がん化学療法

において､ 1次治療 (GEM) におけるgrade3以上の好

中球減少の発現は予後因子となる可能性があることが

示された｡ また､ 2次治療としてのS-1療法は安全であ

るが､ Albが3.5g/dL未満の場合は､ 倦怠感､ 消化器毒

性の発現に注意した患者指導を行っていく必要がある

と考える｡
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調剤監査システムを監査時に利用する
ことによる調剤過誤防止対策の効果

薬 剤 部
多 賀 小枝子
第27回医療薬学会年会

平成29年11月 千葉

【目的】大垣市民病院では1か月に約23,400枚もの院

内処方を調剤している｡ これまでさまざまな調剤過誤

対策を行ったが､ インシデント事例を完全になくすこ

とはできなかった｡ そのため､ 調剤監査システム (ユ

ヤマHpPROiMS Ver.2.00.08) を監査時に導入した｡

そこで､ システム導入によりインシデント報告件数に

ついて改善がみられるか検討を行った｡

【方法】平成27年4月から平成28年3月のシステム導入

前をコントロール群､ 平成28年4月から平成29年3月の

システム導入後を導入群として､ インシデント事例の

総数とその原因を比較し､ 監査システムの費用対効果

を算出した｡ また､ 薬剤師18名を対象にシステム使用

時と非使用時で監査にかかる時間を調査した｡

【結果】インシデント事例 (レベル1) はコントロー

ル群 (13件) に比して､ 導入群 (3件) にて有意に改

善された (p=0.014)｡ 導入群の3件は､ 複数規格で同

じバーコードが使われていること (2例)､ または監査

システムを使っていなかったこと (1例) が原因であっ

た｡ システムの導入には約200万円の費用がかかり､

インシデント1件を減らすのに20万円の費用がかかる

ことが算出された｡ また､ 調剤監査システムを調剤時

ではなく監査時に用いることにより100万円の節約が

可能であった｡ さらにシステムの使用時と非使用時で､

監査にかかる時間に差は見られなかった (p=0.401)｡

【考察】調剤監査システムは､ 主にコスト面の理由か

ら導入が遅れている｡ しかし日本薬剤師会の調査では､

規格・薬剤間違いによるインシデント事例は1年間で

4044件､ 事故事例は18件報告された｡ 調剤過誤による

事故では場合によっては賠償金の支払いが発生する｡

これらのことを総合的に考慮すると､ 調剤監査システ

ムの導入は費用の面からも有用であると思われる｡ ま

た､ 調剤監査システムを調剤時ではなく監査時に利用

することによりコスト削減が見込まれ､ 費用を抑える

ことができると考えられる｡

乳がんAC療法施行患者におけるデキサメタゾン
投与量と制吐効果の検討

薬 剤 部
安達志乃､ 木村美智男､ 宇佐美英績
岡田和智､ 岩井美奈､ 浅野裕紀
伊藤大輔､ 川地雄基､ 守屋昭宏
栗林未帆､ 竹中翔也､ 西川智子
吉村知哲

外 科
亀井桂太郎
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】乳がんにおけるドキソルビシン / シクロホ

スファミド併用療法 (AC療法) は制吐薬適正使用ガ

イドラインでは高度催吐性リスクに分類され､ 遅発性

の悪心・嘔吐に対して抗がん薬投与翌日にもアプレピ

タント / 2日間､ デキサメタゾン (Dex) 8mg / 3～4

日間の追加投与が推奨されている｡ 今回､ AC療法施

行翌日以降のDex投与量と悪心・嘔吐の発現状況を調

査し､ 適正投与量について検討を行った｡

【方法】2015年1月～2017年1月の期間に大垣市民病院

(以下､ 当院) でAC療法を4コース完遂した患者86例

を対象として後方視的に調査した｡ 調査項目は抗がん

薬投与翌日以降のDex投与量､ 悪心・嘔吐の発現状況､

患者背景とした｡

【結果】1コース目の抗がん薬投与翌日以降のDex投

与量は 4mg/日：76例 (88.4％)､ 8mg /日：7例 (8.1

％)､ 投与なし：3例 (3.5％) であった｡ 2コース目に

8mg /日へ増量されたのは6 / 76例 (7.9％) のみであっ

た｡ Dex投与量4mg群において､ １コース目の悪心

(grade1以下/grade2以上) は61例 (80.3％) /15例 (19.7

％)､ 2コース目66例 (86.8％) /10例 (13.2％) であっ

た｡ また､ １コース目の嘔吐 (grade1以下/grade2以上)

は73例 (96.1％) /3例 (3.9％)､ 2コース目75例 (98.7

％) /1例 (1.3％) であった｡ 2コース目にDex 8mg/日

を必要とし､ 制吐抑制不良であった患者は､ 有意に年

齢が低かった (P＝0.008) が､ 他の要因では有意な差

は認められなかった｡

【考察】当院ではAC療法の制吐薬として施行日にホ

スアプレピタント静注､ パロノセトロン静注､ デキサ

メタゾン静注がレジメンに組み込まれており､ 2日目

以降の制吐薬は外来化学療法を担当する薬剤師が処方
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立案を行なっている｡ 制吐薬適正使用ガイドラインで

は遅発性の悪心・嘔吐に対してDexを8mg /日とされ

ているが､ Dex4mg /日は多くの症例において忍容性

があると考える｡ また､ 制吐不良要因として若年齢が

あり､ 患者要因を組み入れた処方立案を行うことで適

正な薬物療法の一助となると考える｡

腹膜透析患者に対しアミカシンを静脈内
投与した症例の薬物動態解析

薬 剤 部
篠田康孝､ 中島啓二､ 松岡知子
大橋健吾､ 新井かおり､ 竹中梨恵
加藤未紗､ 吉村知哲

岐阜薬科大学 実践社会薬学研究室
杉山 正
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【背景】アミカシン(AMK)は腎毒性および聴器毒性を

回避するために腎機能に合わせた投与量調節が必要と

なる｡ しかし､ 腹膜透析(PD)患者におけるAMKの薬

物動態に関する情報は少ない｡ PD患者にAMKの静脈

内投与を行い､ TDMを実施した1例を経験したので報

告する｡

【症例】50歳､ 男性､ 体重74㎏糖尿病性腎症により

PDを施行している患者｡ PD液はダイアニール-N PD-4

1.5腹膜透析液1Lを使用し､ 4時間×2回交換で行って

いる｡ PDカテーテル刺入部感染症に対し､ AMK300

㎎48時間毎に静脈内投与を行った｡

【方法】AMKの採血結果を基に薬物動態解析を行っ

た｡ AMKは1次コンパートメントモデルに従い､ 尿中

およびPD液中にのみ排泄されると仮定し､ それぞれ

のクリアランス(CL)を算出した｡

【結果】投与開始7日目の血中濃度はPD2回目直前

10.5μg/mL､ PD終了後にAMK投与開始した1時間後

25.4μg/mLであった｡ また､ AMK使用開始から9日目

の血中濃度は､ PD直前12.3μg/mL､ PD直後10.8μg/mL

であった｡ PD前後の血中濃度推移より､ 尿中および

PDによる合計CLは5.2mL/min､ 分布容積は19.2Lと計

算された｡ また､ 7－9日目の血中濃度推移から尿中

CLは5.8mL/min､ 半減期は38.5時間と計算された｡

AMK使用期間内において､ 平均約1500mL/日の尿量が

あり､ 血清クレアチニン値は平均約13㎎/dLであった｡

【考察】本患者のPD条件におけるAMKのCLは無視で

きるほど低いと考えられる｡ 本症例のように､ 血中濃

度測定を行うことでPDおよび尿中CLを算出できるが､

PD患者では尿量が保たれていたとしてもAMKの半減

期は長く､ 既存のPK/PDを考慮した投与継続は難しい

と考えられる｡

スギ属およびヒノキ科花粉飛散数計測
による花粉飛散情報提供

薬 剤 部
岡田和智､ 田中孝治､ 森万希子
多賀小枝子､ 馬淵将吾､ 長屋貴昭
竹中翔也､ 吉田真也､ 日野光記枝
宇佐美英績､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】花粉症軽減のためには花粉の回避は重要であ

り､ 飛散状況の分析が必要となる｡ 当院薬剤部では､

1992年よりスギ属およびヒノキ科花粉の飛散数計測を

開始し､ この結果を患者・医療スタッフ・地域住民に

情報提供をおこなってきた｡ さらに2010年からは花粉

総飛散数の予測もおこなっている｡ 今回この活動によ

り得られた知見を報告する｡

【方法】スギ属およびヒノキ科花粉が多く飛散する

2月から4月にかけて､ Durham型花粉捕集器を当院

(地上12.6ｍ) に設置し､ これに白色ワセリンを塗っ

た顕微鏡用スライドグラスを固定した｡ そして毎朝

8時から翌朝8時までにスライドグラス1cm2に捕集さ

れた花粉数を検鏡し計測した｡ 計測結果は当院薬剤部

前の待合室に掲示し､ 岐阜県耳鼻咽喉科花粉情報シス

テムのホームページにも掲載した｡ 総飛散数の予測に

は､ 前年の総飛散数および夏の気象から作成した予測

式を使用した｡

【結果】スギ属花粉の総飛散数は､ 平均2,196個/cm2

で､ 最大飛散日は3月22日頃であった｡ また､ 総飛散

数が最も多かった年は2011年で5,423個/cm2であった｡

一方､ ヒノキ科花粉の総飛散数は､ 平均1,651個/cm2

で､ 最大飛散日は4月13日頃であった｡ また､ 総飛散
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数が最も多かった年は2009年で6,813個/cm2であった｡

予測した総飛散数は､ 2014年を除き､ 実際の総飛散数

と30％以上の乖離があった｡

【考察】スギ属花粉総飛散数は､ 多い年と少ない年が

交互に繰り返している傾向にあった｡ このことから､

前年度の総飛散数から当該年度の総飛散数が多いか少

ないかの予測は可能であったが､ 総飛散数予測は的中

したとはいえない｡ 一方､ ヒノキ科花粉総飛散数は近

年増加傾向にあるが､ スギ属花粉と同様に総飛散数の

予測は難しかった｡ 今後は､ 花粉飛散予測精度の向上

をめざすとともに､ この活動が花粉症治療に有用であ

るかを検証することが必要である｡

進行・再発膵がんに対するFOLFIRINOX､
GEM+nabPTX､ GEM､ およびS-1療法
の医療経済学的検討

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
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】進行・再発膵がん化学療法においてFOLFIRINOX

nab-PTX+GEM, GEM および S-1療法が標準療法となっ

ている｡ これらの治療法のうち有効性､ 安全性､ 費用

の面から優れた治療法について検討するために､ 4つ

の化学療法の医療経済学的な比較検討を行った｡

【方法】2014年11月～2016年2月に当院にてFOLFIRINOX

(n=6) , nab-PTX+GEM (n=18) , GEM (n=11) , S-1

(n=9) 療法を施行した進行・再発膵がん患者を対象

に､ それぞれの治療を受けた際の期待費用を算出した｡

また､ 各化学療法の生存期間中央値 (MST) と期

待費用により､ 費用対効果比を算出した｡ MSTは2016

年9月時点で臨床情報を得るためにPubMedより検索､

各論文を基に算出をした｡

【結果】FOLFIRINOX､ nab-PTX + GEM､ GEM､ S-1

療法の1コースあたりの患者の費用は､ それぞれ301,056

円､ 440,566円､ 100,208円､ 77,837円であり､ FOLFIRINOX

療法が最も高額であった (p＜0.001)｡ それぞれの化

学療法の抗がん薬と支持療法薬の費用はFOLFIRINOX

(281,329円､ 12,137円)､ nab-PTX + GEM (426,716円､

1,317円)､ GEM (63,682円､ 364.3円)､ S-1 (67,353円､

515円) であった｡ また､ それぞれのMSTは9.9ヶ月､

10.2ヶ月､ 6.6ヶ月､ 9.5ヶ月であり､ 費用対効果比は

642,544円/ MST､ 470,790円/ MST､ 81,832円/ MST､

55,633円 / MSTであった (p＜0.001)｡

【結語】FOLFIRINOX およびnab-PTX + GEM療法は､

高い治療効果を示した｡ しかし同時に抗がん剤費用､

また支持療法の費用が高額になり費用対効果比も高く

なることを示唆している｡

テイコプラニンの先発品および後発品のロー
ディング後の血中濃度トラフ値の比較

薬 剤 部
竹中梨恵､ 篠田康孝､ 大橋健吾
松岡知子､ 吉村知哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】テイコプラニン(TEIC)は､ 6種類の化合物で

構成される混合物であり､ その比率は先発品および後

発品間で一定でないことが報告されている｡ また､ 各々

の化合物の薬物動態パラメーターは異なっており､ 先

発品および後発品間で血中濃度に差が生じる可能性が

ある｡ 当院では､ 先発品(注射用タゴシッド：サノフィ)

から後発品(テイコプラニン点滴静注用：Meiji Seika

ファルマ)への切り替えが行われたため､ 両者の血中

濃度についての検討を行った｡

【方法】当院において2014年から2016年までにTEIC

が投与された患者を対象とした｡ 投与日数が4日未満､

透析施行中､ 12歳以下､ TDMが行われていない患者

を除外基準とした｡ 対象患者を先発品群および後発品

群に分類し､ 患者背景､ ローディング量､ 実測トラフ

値および予測値と実測値との差について検討した｡ ロー

ディング量は投与開始日から3日間の体重当たりの

累積投与量として計算した｡ 予測値はTEICTDM Ver.

2.12を用いて算出した｡

【結果】先発品群34例､ 後発品群45例であった｡ 患者

背景に有意差はなかった｡ 平均ローディング量は先発

品群36.0±9.5 mg/kg､ 後発品群35.4±4.7 mg/kgであ

り､ 有意差はなかった(P=0.771)｡ 実測トラフ値は先

発品群14.8±5.0 g/mL､ 後発品群12.7±4.7 g/mLであ
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り､ 先発品群の方が高い傾向であった(P=0.062)｡

また予測値と実測値の差(予測値－実測値)は先発品群－

2.9±3.4 g/mL､ 後発品群0.10±4.5 g/mLであり､ 有意

差がみられた(P=0.002)｡ 予測値と実測値の相関係数

は先発品群の方が後発品群に比べ高かった(先発品群：

R2=0.540､ 後発品群：R2=0.354)｡

【考察】TEICは先発品と後発品との間に差がある可

能性が示唆された｡ 今後､ 有効性及び安全性の違いに

関しても検討が必要である｡

既存のインスリン製剤からライゾデグ
配合注への切り替えが血糖コントロール
に及ぼす影響

薬 剤 部
臼井一将､ 中島啓二､ 宇佐美英績
伊藤加代､ 蜜田哲也､ 安部絵里
新井かおり､ 多賀小枝子､ 吉村知哲

糖尿病・腎臓内科
柴田大河､ 傍島裕司
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 千葉

【目的】ライゾデグ配合注は､ 持効型溶解インスリン

と超速効型インスリンを1本のペンに配合したインス

リンアナログ製剤である｡ Treat to Target試験におい

て､ 既存のインスリン製剤と比べて､ 低血糖頻度を高

めず､ 同程度のHbA1c低下作用が示された｡ ライゾデ

グへの切り替えは､ 注射回数の減少や注射手技を簡便

化できるメリットがある｡ しかし､ 患者毎にインスリ

ン投与方法は様々であり､ 実臨床での調査が必要であ

る｡ そこで今回､ 既存のインスリン製剤からライゾデ

グへの切り替え方法と血糖コントロールに及ぼす影響

を調査した｡

【方法】2016年1月から2016年12月の間に既存のイン

スリン製剤からライゾデグへ切り替えを行った外来患

者32名を対象とした｡ 切り替え前の投与方法､ 切り替

え時のインスリン投与量､ HbA1c､ 低血糖頻度の変化

について電子カルテより後方視的に調査した｡

【結果】切り替え前のインスリン投与方法は持効型単

独8名､ 持効型＋超速効型7名､ 混合型17名であった｡

インスリン総投与量は持効型からの切り替えにおいて

9.4単位/日から10.8単位/日と有意に増加した (p=0.04)｡

また持効型＋超速効型､ 混合型からの切り替えでは総

投与量に変化はなかった｡ ライゾデグ切り替え3か月

後においてHbA1cの変化に有意な差はなかった｡ 切り

替え前後3カ月間の自己血糖測定値による低血糖回

数は切り替えにより有意に増加した (p=0.003)｡ 低血

糖頻度が増加した患者は､ 混合型からの切り替え (10

/17名) で特に多くみられた｡

【考察】ライゾデグへの切り替え後も血糖コントロー

ルは維持されたが､ 低血糖頻度の増加が認められた｡

低血糖頻度は混合型からの切り替えで特に多いことか

ら持効型インスリンの新規開始による影響が大きいと

考えられた｡ 前治療を考慮し､ インスリン投与量を調

整してライゾデグに切り替える必要があることが示唆

された｡

抑肝散服用患者における低カリウム血症
の発生率とリスクに関する検討

薬 剤 部
森 光輝､ 黒田彩夏､ 川地志緒里
吉田あや､ 馬淵将吾､ 三岡麻千子
廣瀬達也､ 川地雄基､ 田中孝治
竹田亜子､ 小林譲司､ 宇佐美英績
吉村知哲

泌尿器科
宇野雅博

総合内科
鈴木賢司

皮 膚 科
高木 肇
日本東洋医学会東海支部学術総会

平成29年11月 名古屋

【緒言】抑肝散は認知症の周辺症状に使用され､ 多く

の患者に処方されるようになった｡ 一方で､ 抑肝散は

甘草1.5gを含有し､ 偽アルドステロン症 (Pseudohyper-

aldosteronism：以下PHA) の発症も報告されている｡

今回､ 抑肝散服用患者におけるPHAの発生リスクを検

討するため､ 抑肝散服用患者の患者背景と血清K値の

調査を行った｡

【方法】2016年3～12月に当院にて抑肝散が処方され､
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血液検査が行われた患者59例を対象とした｡ 調査項目

は年齢・性別・身長・体重・処方科・抑肝散の用量・

血液検査値(AST, ALT, -GTP, CRE, TP, ALB, Na,

K, Cl, WBC, Hb)・服用前のK値・併用薬剤とした｡

対象患者におけるK値の低下[低K血症のgrade(CTCAE

v4.0)の上昇]の発生率を調査した｡ また､ K値の低下

を認めた患者群を低K群､ 認めなかった群を非低K群

とし2群間での患者背景の比較を行った｡

【結果】対象患者における年齢の中央値 (四分位範囲)

は80歳 (73 - 86)で､ 男女比34/25 (男/女) であった｡

血清K値の低下の発生数は10例(16.9％)であった｡ 低K

群10例・非低K群49例の2群間比較では､ 低K群におい

てTPが有意に低く高齢であった[TP 6.07±0.39 g/dL:

6.56±0.70 g/dL (p= 0.047), 年齢 86歳 (86 - 90): 80

歳 (73 - 84) (p= 0.034)]｡ また､ ALBと服用前のK値

は低K群において低い傾向にあったが､ 有意な差は見

られなかった[ALB 3.18±0.61 g/dL: 3.63±0.68 g/dL

(p= 0.073), 服用前のK値 3.90±0.40 mEq/L: 4.22±

0.53 mEq/L (p= 0.075)]｡ その他の要因に関しては有

意な差は見られなかった｡

【考察】抑肝散服用患者におけるK値の低下は16.9％

と頻度が高く､ PHAの発症リスクのある薬剤として

確認された｡ K値の低下のリスクとして､ 高齢者で低

栄養状態の患者に対して特に注意が必要であると推察

した｡

【結語】高齢化社会である現在､ 認知症患者の増加に

伴い抑肝散の使用頻度も高まっている｡ 低K血症のリ

スクが高い患者への投与は注意が必要であると考える｡

喘息チームによる吸入指導レベルアップ
への取り組み

薬 剤 部
西村充礼､ 浅野裕紀､ 田中裕也
廣瀬達也､ 安田茉緒､ 守屋昭宏
竹中智子､ 伊藤加代､ 宇佐美英績
中尾俊也､ 吉村知哲
日本病院薬学会東海ブロック・日本薬学会

東海支部 同学大会2017

平成29年11月 鈴鹿

【目的】西濃喘息対策協議会では吸入指導の標準化と

吸入ステロイドの普及を目的に､ 2010年に薬剤師会と

連携し､ 西濃地域の医療従事者を対象に､ 吸入指導講

習会を開催してきた｡ この活動の高まりを受け､ 大垣

市民病院 (以下､ 当院) 薬剤部においてもH27年度に

喘息チームが発足し､ 主に院内の吸入勉強会を中心に

吸入指導のレベルアップに取り組んできた｡ 今回､ 喘

息チームの今後の業務展開を見据え､ これまでの活動

を振り返ると共に吸入指導に関する現状把握を行った｡

【方法】喘息チームの活動内容について報告する｡ 現

状把握として当院に勤務する病棟薬剤師 (40名) に対

し吸入指導に関するアンケート調査を実施し､ 問題点

の検討を行う｡

【結果】院内活動としては実技体験型の吸入勉強会を

計7回実施した｡ 参加人数は総数97名 (看護師65名､

薬剤師21名､ 医師4名､ 理学療法士3名､ 他4名) であっ

た｡ 勉強会参加者にとったアンケートでは､ 勉強会受

講後に吸入指導に対して自信が持てるようになったな

どの感想が聞かれた｡ 院外活動では西濃地域での吸入

勉強会や学会等でのスタッフとして参加した｡ 現状把

握として行った当院病棟薬剤師に対するアンケートか

らは､ 吸入薬を使用している患者に対して吸入指導を

行っているのは約8割であり､ 吸入手技の説明には多

くが ｢練習器 (デモ器)｣ を使用していることなどが

確認できた｡

【考察】院内吸入勉強会では ｢実際やってみることで

説明する自信がついた｣ といった意見が得られ､ 実際

に吸入薬に触れることのできる勉強会を開催すること

の意義を感じられた｡ 病棟薬剤師へのアンケートから

は､ ｢時間がない｣ ｢必要な資材がない｣ といった理由

で吸入指導が行えていない現状も垣間見え､ 吸入薬に

関するマニュアルや練習器 (デモ器) が気軽に使用で

きる環境整備も必要と思われた｡ 今後は看護師へのア

ンケート調査も計画中であり､ 現状把握を進めながら､

院内の吸入指導レベルアップに貢献していきたい｡

スギ・ヒノキ科花粉の飛散量と抗アレルギー
点眼薬の処方量の検討

薬 剤 部
森 万希子
第50回東海薬剤師学術大会

平成29年12月 名古屋
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【目的】当院では毎年2～4月にかけてスギ・ヒノキ科

花粉の飛散量を計測している｡ 花粉の飛散時期には､

抗アレルギー点眼薬の処方量の増加が予測されるが､

今回抗アレルギー点眼薬の処方量を調査し､ スギ・

ヒノキ科花粉の飛散量と抗アレルギー点眼薬の処方量

の検討を行うことによって得られる知見について報告

する｡

【方法】当院でのスギ・ヒノキ科花粉飛散量はダーラ

ム型花粉捕集器による標準法を用いた｡ 抗アレルギー

点眼薬の使用状況については､ 医療情報総合システム

を用いて2013～2017年に処方された数量を抽出した｡

【結果】5年間のスギ属花粉飛散量は､ 2月の平均値は

54.6±36.9個/cm2､ 3月の平均値は2,237.0±1,550.1個/

cm2､ 4月の平均値は35.6±25.3個/cm2であった｡ ヒノ

キ科花粉飛散量は､ 3月の平均値は620.6±1,161.8個/

cm2､ 4月の平均値は1,732.0±1,096.9個/cm2であった｡

スギ属花粉の飛散量のピークは3月中旬頃であり､ ヒ

ノキ科花粉の飛散量のピークは4月上旬頃であった｡

抗アレルギー点眼薬の処方量の内訳は､ アレジオン

(エピナスチン塩酸塩) 5.8％､ パタノール (オロパタ

ジン塩酸塩) 66.6％､ リザベン (トラニラスト)

17.8％､ リボスチン (レボカバスチン塩酸塩) 9.8％で

あった｡ また､ 年間の全処方量における3月の点眼薬

の処方量の割合は17.4%を占めていた｡ 抗アレルギー

点眼薬の処方量とスギ花粉飛散量では､ 2015年､ 2013

年では強い相関がみられたが､ 2017年､ 2016年､ 2014

年では強い相関がみられなかった｡ 抗アレルギー点眼

薬の処方量とヒノキ花粉飛散量では､ 各年において相

関がみられなかった｡

【考察】点眼薬とスギ属花粉飛散量の相関性は年によっ

て変化するが､ 点眼薬の処方量のピークとなる時期と

スギ属花粉の飛散量のピークはほぼ一致している｡ し

かし､ 点眼薬とヒノキ科花粉飛散量の相関性はみられ

ず､ 4月のヒノキ科花粉飛散量のピーク時には､ 点眼

薬の処方量の大きな増加はなかった｡ 一旦使用し始め

た点眼薬は､ シーズン終了まで使用する治療法がスタ

ンダードなものである｡ このことから､ スギ属花粉の

飛散量の多少により点眼薬の量が変わる傾向にあり､

その後のヒノキ科花粉の飛散量の多少に関わらず点眼

薬が使用されたため､ ヒノキ科花粉との相関がなかっ

たと考えられる｡

花粉の飛散量と点眼薬の処方量の結果から､ ２月か

ら3月中旬にかけては点眼薬の在庫量を増やす必要が

あるが､ その後は在庫を絞るなど花粉の飛散予測また

は飛散状況をもとに､ 適正な在庫の管理につなげるこ

とができると考える｡

便秘症における大黄甘草湯とルビプロストン
の有効性､ 安全性および医療経済性に関する
比較検討

薬 剤 部
吉田あや､ 黒田彩夏､ 三岡麻千子
廣瀬達也､ 森 光輝､ 川地雄基
田中孝治､ 竹田亜子､ 吉村知哲
第25回日本東洋医学会東海支部岐阜県部会

学術講演会

平成29年12月 岐阜

【目的】大黄甘草湯とルビプロストンはそれぞれ便秘

症に用いられる薬剤であるが､ 2剤を比較検討した報

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 (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 (LPS群) とした｡

有効性は薬剤投与前後1週間の排便回数の中央値で評

価し､ 安全性は薬剤投与後の副作用である下痢､ 腹痛

の有無で評価した｡ 医療経済性は､ 1週間当たりの併

用薬を含めた便秘症の薬剤費を算出し､ 評価した｡

【結果】薬剤投与後1週間の排便回数の中央値 (四分

位範囲) はDKT群8.5回 (6.0-12.0)､ LPS群5.0回 (3.0-

7.0) 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＝0.04)｡ 投与1週間の併用薬を含

めた便秘症の薬剤費の中央値 (四分位範囲) はDKT

群631円 (513-653)､ LPS群1431円 (1135-2344) 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

秘症に対して即効性､ 排便回数増加作用が高いことに

加え､ 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､ ルビプロストンと比較して､ 大黄甘草湯を主体

－ 646 －



とした便秘症治療費は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｡

ペグフィルグラスチムによる白血球
overshootの発現

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2018

平成30年３月 横浜

【緒言】G-CSF 製剤使用時に一時的に白血球数が増

加することがあり､ フィルグラスチムの減量や休薬な

どの処置を行うことがある｡ 本邦でも､ 持続型のペグ

フィルグラスチム (Peg-G) が使用可能となり､ 化学

療法1サイクルあたり1回の皮下投与で利便性が高く､

患者負担も少ないため臨床現場で汎用されるようになっ

た｡ しかし､ 投与後一時的に白血球数が増加する､ い

わゆる ｢白血球overshoot｣ が見られ､ 採血結果を確認

した患者が大きな不安を抱くことがあるが､ その報告

は少ない｡ 今回､ Peg-G使用後の白血球overshootへの

影響について検討を行った｡

【対象・方法】2014年11月から2017年10月までの3年

間に大垣市民病院血液内科でPeg-Gを投与した造血器

腫瘍患者を対象とした｡ 調査項目は､ 白血球overshoot

発現頻度､ Peg-G使用後の最高白血球数､ 発現時期な

らびに患者背景などをレトロスペクティブに調査した｡

ただし､ Peg-G使用後の採血データが確認できない入

院患者および外来治療患者は除外した｡

【結果】Peg-G使用患者55例､ 計118回のうち､ 白血

球数1万μL以上の増加は49/55例 (89.1%)､ 84/118回

(71.2%) でみられた｡ 最高白血球数が1-3万μLは48/

118回 (40.7％)､ 3-5万μLは30/118回 (25.4％)､ 5万

μL以上は6/118回 (5.1%) であり､ 7万μL以上の

上昇もみられた｡ 発現時期はPeg-G投与後､ 1-2日目が

65.5%であった｡ 副作用は､ 骨痛 grade 1が12.7％､

grade 2が3.6％､ 頭痛 grade 2が3.6％､ 微熱は15/55例

(27.3%)､ 19/118回 (16.1%) であった｡

【考察】Peg-G投与による白血球overshootの発現頻度

は高いものの､ 重篤な副作用はみられず一時的な上昇

であった｡ 採血結果を気にかけている患者にとって今

までにない白血球数の高値が患者への大きな不安とな

り得ることがある｡ そのため､ 採血時期と合わせた詳

細な患者指導が必要である｡

残薬調整を指標とした経口抗がん薬服用
患者に対する薬剤師外来の有用性

薬 剤 部
郷真貴子､ 川地志緒里､ 浅野裕紀
岩井美奈､ 宇佐美英績､ 木村美智男
吉村知哲
日本臨床腫瘍薬学会

平成30年３月 横浜

【目的】経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師外来は

安全性および治療継続性向上への取り組みである｡ 面

談時における服薬アドヒアランスの確認や副作用モニ

タリングでは､ 患者の訴え､ 治療日誌等が参考になる

が､ 残薬も重要な情報源と成り得る｡ 本調査では残薬

に焦点をあて､ 薬剤師外来の有用性を検討した｡

【方法】2017年2月～10月 (9ヶ月間) に当院にて薬剤

師外来対象の経口抗がん薬 (14品目) を服用した患者

272名を対象に､ 残薬調整を行った患者件数と薬品数､

経口抗がん薬の残薬理由および介入後の状況､ 残薬調

整による薬剤費削減金額について電子カルテより後方

視的に調査を行った｡

【結果】薬剤師外来介入患者件数は1,398件､ 残薬調

整件数は310件 (22.2％) であった｡ 経口抗がん薬の

残薬調整件数は98件 (7.0％) で､ 主な理由は､ 副作

用､ 服薬アドヒアランス不良､ 体調不良であった｡ 経

口抗がん薬の残薬調整患者数は59名であったが､ うち

22名 (37.3％) はその後も残薬が生じていた｡ その主

な理由は､ 副作用､ 服薬忘れであった｡ 経口抗がん薬

以外の残薬調整薬品数は422件あり､ 外用薬 (保湿薬

およびステロイド軟膏) ：23.7％､ 止瀉薬 (整腸薬含

む) ：18.0％､ 制吐薬：7.6％などがあった｡ 残薬調整

による薬剤費削減金額は計5,045,585.5円 (月平均約

56万円) であり､ うち経口抗がん薬が計4,699,791.6円

(月平均約52万円) であった｡

【考察】残薬確認が介入の糸口となり､ 残薬を減らせ

るケースもあるが､ 副作用マネジメントとしての休薬

や服薬忘れなど､ 経口抗がん薬治療において残薬ゼロ
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を維持することは難しい｡ ゆえに､ 継続した患者指導

および介入が重要であり､ 残薬調整が必要となる｡ 高

額な経口抗がん薬においては残薬調整による医療費削

減効果は大きく､ 医師の診察前に薬学的介入の一環と

して残薬確認が行える薬剤師外来の有用性は高いこと

が示唆された｡

大建中湯の機能性便秘に対する有効性・
安全性と用量による臨床効果の違いに
ついての検討

薬 剤 部
廣瀬達也､ 篠田康孝､ 黒田彩夏
吉田あや､ 三岡麻千子､ 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
日本薬学会

平成30年３月 金沢

【目的】ツムラ大建中湯エキス顆粒 (以下､ DKT)

は､ 腹部症状の治療に用いられる漢方薬である｡ 近年

DKT について腸管を動かす機序が明らかにされつつ

あるが､ 臨床において排便回数の増加を示す報告は少

ない｡ また､ 常用量は 1 日 15ｇであるが､ 1 日 7.5

ｇの処方も散見される｡ そこで本研究では､ 腹部症状

のひとつである便秘に対する DKT の排便回数増加

効果と安全性を検討した｡ また､ 用量の違いについて

も同様に評価した｡

【方法】2013 年 1 月～2015 年 12 月に大垣市民病

院において､ 機能性便秘治療のために DKT を投与

された入院患者を対象患者とした｡ 対象患者について

投与前 1週間と投与後各週における一週間当たりの排

便回数､ 副作用を調査した｡ また､ 対象患者を低用量

群 (7.5g/day) および常用量群 (15g/day) に分け､ 排

便回数､ 副作用を比較した｡

【結果】全例 33 例において､ 排便回数中央値は､

DKT 投与前の 2 回に対して DKT投与後 1 週目が

5 回､ DKT 投与後 2 週目が 5.5 回､ DKT 投与後

3 週目が 3 回､ DKT投与後 4 週目が 7 回であり､

投与後の排便回数はいずれの期間においても投与前と

比較して有意に増加した｡ 副作用は水様便が 1 例

(3％)､ 軟便が 3 例 (3％)､ 腹痛はなかった｡ 常用量

群 11 例における DKT 投与後の第 1 週および第

2 週の排便回数中央値は､ 低用量群 22 例に比べて有

意に増加した｡ 常用量群と低用量群で副作用発現率に

有意差はなかった｡

【考察】DKT は便秘症患者に対して安全に排便回数

を増加させられる可能性があることを示唆している｡

また､ 排便回数増加効果は低用量でも期待できるが､

より効果を望むのであれば常用量である 1 日 15ｇの

投与が推奨できると考える｡

[シンポジウム]

岐阜県における緩和医療薬学教育の
現状と課題

薬 剤 部
鈴 木 宣 雄
第12回日本緩和医療薬学会年会

平成29年６月 札幌

岐阜県病院薬剤師会では平成28年度より教育部緩和

領域研修委員会が新設され､ 緩和医療に対する教育が

進められている｡ また､ 広い面積に加え山に囲まれて

いる岐阜県の状況を踏まえ､ 平成29年度より研修会を

ネット回線や､ DVDに収めて配信することで､ 遠方

でも興味のある領域を学べるシステムの構築が検討さ

れている｡ 緩和医療の教育に対する薬剤師の活動とし

ては､ 平成24年度に緩和領域に携わる薬剤師による岐

阜PCP (Palliative Care Pharmacist) フォーラムを立ち

上げた｡ 第1回では ｢病棟麻薬使用患者の自己管理｣

をテーマに､ 自己管理可能の判断基準を焦点として各

施設からの意見をまとめることで解決策を見出した｡

年1回の開催ではあるが症例検討もしており､ ｢オピオ

イドローテーションに難渋した症例｣､ ｢頭頸部癌の放

射線治療における症状コントロール難治症例｣ を提示

し､ 薬物療法の可能性を討論することで知識を深める

研修を行っている｡ 西濃地域に関しては､ 薬剤師が医

師向けの緩和ケア研修会 (PEACE) に対して講師を

行っていることもあり､ 地域の薬剤師がPEACEを受

講しやすい状況にある｡ PEACEは緩和医療の専門薬

－ 648 －



剤師の育成プログラムとしても最適であり､ 受講した

薬剤師の評価も高く今後も参加を推進する予定である｡

また､ 西濃在宅緩和ケア研究会では､ 年3回程度の多

職種による研修が実施され､ 病院薬剤師のみならず保

険薬局薬剤師に関しても知識習得の場となっている｡

今回､ これら現状を紹介しつつ､ これからの緩和医

療専門薬剤師の育成について検討したい｡

[シンポジウム]

薬剤師とがん患者家族における
コミュニケーションスキル

薬 剤 部
宇佐美 英 績
第25回クリニカルファーマシーシンポジウム

平成29年７月 鹿児島

薬剤師は､ 医療・健康・福祉に貢献するため､ 高度

な知識と技術を用いた臨床経験を備える質の高いがん

薬物療法チームの一員となることが求められ､ 各医療

現場で様々な活躍の声が聞かれる｡ 近年､ 新薬が次々

と登場するなか､ 薬剤師は高い知識を持ち備えていて

も､ がん患者とコミュニケーションを円滑に行うこと

に苦慮する場面も多い｡ がん患者と良好かつ適切なコ

ミュニケーションを実施し､ 相互理解を深める上でそ

の家族との関わりも忘れることはできない｡ がん患者

自身への思いとその家族との思いが相違することもあ

り､ どのように薬剤師が､ がん医療の中で関わって行

くべきなのかは確固たる答えはない｡ 薬剤師が､ がん

患者およびその家族とコミュニケーションを考える上

で患者自身の ｢背景の違い｣ を考慮しなければならな

い｡ 第一に､ がん種の違いがある｡ 固形がんか血液が

んであるか？そのがんが治癒可能か不可能であるか？

また､ 術後補助療法か再発治療であるか？それにより､

治療自体の強度が異なり副作用の出現頻度や管理も異

なる｡ その結果､ がん患者やその家族との指導や接し

方が異なってくる｡ 第二に､ 治療を行う場所の違いが

ある｡ 外来治療であれば2,3週間に一度の来院であり､

入院治療であれば患者は在院するため､ 薬剤師による

面会・指導回数も異なる｡ しかし､ がん患者家族の存

在は､ 外来と入院治療においても常に患者に付添う場

面は少ない｡ 実際､ 抗がん薬の治療中であれば､ 外来

治 療 で も 約 2 割 ､ 入 院 治 療 に お い て は 約

1割程度の家族しか付添われず薬剤師が顔を合わせて

会話を交わす機会も限られている｡ 家族が付添うのは､

ターミナル期が多く､ その場面までに全てのがん患者

家族とコミュニケーションを確立させていることは至

難の業ともいえる｡ 第三に､ 患者状態の違いがある｡

治療初期かターミナル期なのか患者状態により､ 患者

自身およびその家族とのコミュニケーション方法も大

きく異なる｡ これら患者自身の ｢背景の違い｣ を鑑み

て､ チーム医療の中で薬剤師は､ 医師や看護師とは異

なる存在としてがん患者とその家族と接し､ 治療やデー

タの説明､ 副作用管理､ これからの治療戦略､ ターミ

ナル期での関与など医師のフォローやパイプ役などに

より相互の関係を構築していく必要がある｡ 今回､ 血

液内科病棟における臨床薬剤師の役割を､ 20数年の経

験をもとに､ 治癒に至った症例と残念ながら治癒でき

ず最期を迎えた症例について､ がん患者とその家族の

関わりについて紹介する｡ そのなかで､ 安心して安全

かつ有効な治療をがん患者が受けられるために､ 臨床

薬剤師が患者とその家族に何ができるのか､ 治療を通

してどのようにコミュニケーションを確立させるのか､

あるべき姿について私見を交えて論じてみたい｡

[シンポジウム]

｢チーム制｣ と ｢見える化｣ による人材
育成―大垣市民病院の取り組み―

薬 剤 部
吉 村 知 哲
第27回日本医療薬学会

平成29年11月 横浜
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[シンポジウム]

術後合併症に伴う感染症治療のマネジメント
～大腸がん術後腹腔内感染を発症した症例～

薬 剤 部
松 岡 知 子
日本薬学会東海支部例会

平成29年11月 鈴鹿

大腸がんの手術に伴う合併症には､ 縫合不全､ 腸閉

塞､ 創感染､ 呼吸器感染､ 腹腔内感染などがあり､ な

かでも手術部位感染 (surgical site infection：SSI) は

大きな問題である｡ SSIは医療関連感染の第3位で14～

16％を占めるといわれており､ SSIが与える在院日数

と医療費への影響は大きくその重要性が高まっている｡

大腸などの消化器外科手術は､ 腸内細菌などの汚染下

であり､ 清潔下で行う心臓や血管の手術などに比較し

SSIの発生率は高い｡ SSIの発症が確認された場合には､

外科的処置を含めたドレナージを考慮するとともに､

薬剤師は抗菌薬投与の必要性について検討する必要が

ある｡ 比較的軽度な表層SSIであれば､ 創の解放によ

るドレナージのみで改善することが多いため､ 抗菌薬

の必要性はない｡ しかし､ 臓器/体腔SSIであれば､ ド

レナージが基本であるが､ 抗菌薬の併用も考慮される｡

SSI治療の抗菌薬を選択する上で原因菌を予測するこ

とは重要であり､ ドレーン培養の実施を提案するとと

もに､ グラム染色や培養結果を基に抗菌薬を勘案して

いく必要がある｡ また､ 汎発性腹膜炎など感染を合併

した手術時には､ 予防抗菌薬の対象ではなく治療投与

となるため､ ガイドラインあるいは自施設の耐性菌の

検出状況に応じ抗菌薬が選択される｡ 抗菌薬投与期間

については､ 複雑性腹腔内感染症IDSAガイドライン2

009を参照すると､ 適切に感染巣のコントロールが行

われていれば4～7日までに限定されるべきであるとさ

れている｡ しかしながら､ 日常臨床においてその投与

期間の判断を決めかねるところもある｡ また､ 治療を

継続しているにも関わらず､ 発熱の持続や炎症反応が

改善しない場合には､ それ以上､ あるいは長期の広域

抗菌薬の投与が余儀なくされることがよくある｡ 今回､

直腸がん切除後にSSIを合併し治療に難渋した症例を

提示し､ 術後合併症における感染症治療の考え方､ 抗

菌薬の選択・治療期間などについて議論したい｡

【症例】66歳 男性 体重50.9kg｡ 半年ほど前から痔

からの出血があり､ 徐々に体調が悪くなってきた｡ 動

悸や食欲不振も出現し､ 2ヵ月で体重減少2kgを訴えに､

救急受診された｡ 直腸癌疑いで精査したところ､ 直腸

癌とＳ状結腸癌膀胱浸潤と診断され､ 低位前方切除術

および 膀胱部分切除術施行された｡ しかしながら､

術後3時間で便汁リークあり､ 縫合不全のため再手術

となった｡ その時のバイタルはBP100台､ HR100台で

あったが､ 便汁性腹膜炎と菌血症の状態と考え､ 抗菌

薬はMEPMに変更し回腸瘻造設術､ 洗浄ドレナージ術

が施行された｡

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

リハビリテーション科
平山晃介､ 江里健太､ 坂恵里奈
小森瑛太､ 山内義貴､ 寺本佳津明

中部学院大学 看護リハビリテーション学部
三川浩太郎

呼吸器内科
安藤守秀
第４回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会東海地方会

平成29年４月 名古屋

【はじめに】骨格筋機能障害は筋力､ 筋持久力の低下､

骨格筋量の低下や運動耐容能の低下をもたらし患者の

予後にも関係する｡ また近年では､ COPD患者の併存

症としてサルコペニアも指摘されている｡ 当院の外

来呼吸リハビリテーション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て着目して報告

する｡

【方法】外来呼吸リハビリテーションに通院中のCOPD

患者 (34例､ 全男性) を対象とし､ 身体組成の評価に

はBIA法を用いた｡ AWGSのサルコペニア診断のアル

ゴリズムに基づきプレサルコペニア､ サルコペニアの

有無について診断した｡

【結果】34例中25例はプレサルコペニア､ 4例はサル

コペニアと診断された｡

【考察】先行研究と比較するとサルコペニアは若干少

なかったが､ 予備軍であるプレサルコペニアは多く確

認され､ SMを測定する重要性が示唆された｡
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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４回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会東海地方会

平成29年４月 名古屋

【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.

Borgスケールを利用したレジスタンス
トレーニングプログラムの効果

リハビリテーション科
渡邊哲幸､ 山下倫弘､ 坂 直之
高田大誠

循環器内科
坪井英之

第23回日本心臓リハビリテーション学会

学術集会

平成29年７月 岐阜

【はじめに】レジスタンストレーニングの負荷量はガ

イドラインによると上肢1RMの30～40％､ 下肢50～

60％の負荷量が推奨されている｡ しかし､ 1RMを心

疾患患者に対して測定することは困難である｡ 今回は

Borgスケールを利用し､ 13 ｢ややきつい｣ 程度の負荷

量でマシントレーニングを実施し､ 筋力の増強効果を

測定した結果を報告する｡

【対象】当院の外来心臓リハビリテーションに通院さ

れており､ 当研究に同意の得られた男性4名､ 女性1名､

平均年齢77.2歳を対象とした｡

【方法】実施期間を3カ月､ 負荷量は上下肢ともに

Borgスケール13程度､ 測定日に負荷量を変更した｡ 回

数は各10回で2セット実施し､ 週2～3回とした｡

【測定】握力､ 膝上15cmの周囲径､ ハンドヘルドダ

イナモメーターによる下肢筋力を両側測定した｡ また､

初期､ 1ヵ月後､ 2ヵ月後､ 最終評価の計4回測定した｡

【結果】 握力は4症例で､ 下肢筋力は5症例で初期評

価より最終評価で筋力増強がみられた｡ 膝上15cmの

周囲径は5症例で1cm程度の増減がみられた｡

【結語】Borgスケール13程度の運動負荷において筋力

増強する傾向がみられた｡ 今後は症例数の増加と更な

る効果を目指して負荷変更のタイミング等を検討して

いきたい｡

急性下壁心筋梗塞患者の長期的なリハビリ
による心機能の改善と今後の課題

リハビリテーション科
高田大誠､ 山下倫弘､ 坂 直之
渡邊哲幸

循環器内科
坪井英之
第23回日本心臓リハビリテーション学会

学術集会

平成29年７月 岐阜

2012/2/28に胸部痛､ 嘔吐があり近医を受診しAMIと

診断され､ 当院に紹介｡ Ⅱ､ Ⅲ､ avfでST上昇あり､ Peek

CK：2400｡ PCIを施行し#3 100％→0％ #13 80％
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→0％で IABP挿入しICUに入室｡ 入院8日目に一般病

棟に転床､ 心リハ開始｡ 入院17日目に歩行500ｍ､ エ

ルゴメーター：45ｗ15分を実施｡ 同日にCPXを施行し､

AT：3,86METS､ PeekVO2：21,7､ VE/VCO2 Slope：

33,6｡ 入院18日目に退院､ 翌週から週に3回の外来リ

ハビリでマット上でのレジスタンストレーニングとエ

ルゴメーター：45ｗ20分から開始｡ 現在ではエルゴメー

ター：70ｗ20分を実施｡ 入院時のCTR：70％､ EF：

30％､ LVDb：64mmから1年後にCTR：47％､ EF：

52％､ LVDb：51mmと改善｡ 1年後のCPXではAT：

4,18METS､ PeekVO2：27,5､ VE/VCO2 Slope：32,4と

いう結果であった｡ 今後の課題として早期からフレイ

ル予防の為の介入をしていく必要があると考えられ､

実際にフレイル評価や体成分分析装置を用いながら取

り組んでいる｡

当院NICU在宅医療支援事業における
理学療法士の役割について

リハビリテーション科
木野裕成､ 石原明日香､ 内田知洋
第33回東海北陸理学療法学術大会

平成29年11月 福井

【はじめに】NICUやGCUに入院する児は発達過程に

おいて何らかの問題を生じる可能性があり､ 退院後の

生活の場である ｢地域｣ と連携し､ 退院支援すること

が重要である｡ 平成27年度より岐阜県から在宅医療支

援事業を委託された当院NICU・GCUの看護師を中心

としたチームの中に理学療法士も参加し退院前後訪問

を行ったので以下に報告する｡

【方法】当院NICU・GCUの看護師とPTが児の退院先

に訪問し､ 生活背景などの情報収集を行い､ その情報

を家族や保健師､ 訪問看護ステーション担当者と共有

した上で育児指導や疾患を踏まえたケアの計画・指導

を行った｡

【結果】平成27年度5例7回 (うち3回は同じ症例) 平

成28年度3例6回 (うち4回は同じ症例)

【考察】平成27年度より事業を開始し､ PTが訪問に

同行したのは8例の13回であった｡ 全事例としては35

例であったことを考えると少なかった｡ これは､ PT

が介入していない児も多く存在したが､ 介入している

児であっても訪問する対象にならないケースが少なか

らずあったためと考えられた｡ また､ 訪問回数におい

てもPTが同行したのは退院後１ヶ月目が多かった｡

理由として､ 退院後の生活リズムが落ち着いたことな

どにより同行する必要性が無くなったことや訪問スケ

ジュールが合わなかった事が考えられた｡ 同行できな

い場合には訪問する看護師に対して確認して欲しい

ところや､ 指導内容を伝えるなどを行った｡ また､

児を支援する保健師､ 訪問看護ステーションスタッフ

に対して事業の一環でリハビリ講習会を開催し､ 小児

リハビリの考え方や方法などを説明するとともに事業

の報告会などを通じて小児リハビリへの理解を深めて

いった｡

COPD患者におけるSABAのアシス
トユースについての調査

リハビリテーション科
平山晃介､ 坂恵里奈､ 小森瑛太
山内善樹､ 寺本佳津明
第27回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会

平成29年11月 仙台

【目的】COPD患者の活動性の向上や息切れなどの症

状をともなう日常の労作に合わせて短時間作用性β2

刺激薬 (SABA) を使用する方法 (アシストユース)

が推奨されている｡ 今回はSABAを処方されている

COPD患者のアシストユースについて調査した｡

【方法】当院の呼吸器内科に通院し､ SABAを処方さ

れているCOPD患者を対象に､ 2017年5月にアンケー

ト調査を実施した｡ アンケート内容はアシストユース

についての現状を問うもので､ 1)使用頻度､ 2)使用す

るタイミング､ 3)副作用などの項目であった｡

【結果】回答率は100％であり､ 対象者数は50例 (男

性46/女性4)｡ 1)使用頻度は､ 1日に3回以上が24％､

1日に1-2回が22％､ 1週間に数回が20％､ 1ヶ月に数回

が12％､ ほとんど使用していないが22％｡ 2)使用する

タイミングは､ 労作前36％､ 労作後54％､ どちらとも

が10％｡ 3)副作用は､ 時々あるが3％､ まれにあるが

5％､ ないが92％であった｡

【考察】SABAを処方され使用していたのは78%で､

－ 652 －



アシストユースを実施していたのは36％だった｡ アシ

ストユースが有効に使われていたケースが一定数みら

れ､ 十分に指導されていれば安全かつ有効に治療効果

を上げる可能性があることが示唆された｡

長期に外来呼吸リハビリテーションを
継続したCOPD症例の現状

リハビリテーション科
坂恵里奈､ 平山晃介､ 小森瑛太
山内義貴､ 寺本佳津明

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
呼吸器内科

安藤守秀
第27回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

平成29年11月 仙台

【はじめに】当院では専任の理学療法士により, 外来

呼吸リハビリテーション (以下, 外来リハ) を長期に

渡り継続している. 今回, 外来リハを継続している

COPD症例の実態について調査したので報告する.

【方法】平成23年4月から平成28年3月までに新規外来

リハ依頼があったCOPD患者の内, 平成28年3月の時

点で外来リハ継続中の患者 (データ収集が困難な症例

を除外) を対象とした. それらの特徴や運動耐容能,

ADL評価等を後方視的に収集した.

【結果】対象は全60例で, 年齢は74.3±8.7歳. 性別は

男性57例, 女性3例であった. 実施頻度は週1回:13例,

隔週:28例, 月1回:19例. 病期分類は1:4例, 2:12例,

3:27例, 4:17例であった. 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). 平均継続

年数は2.53±1.37年であった. シャトルウォーキング

テストは開始時が338±115m, 介入後304±126mで有

意差は認めなかった. Barthel indexは開始時96±11点,

介入後は95±7点であった.

【考察】平均2.5年に渡り外来リハを継続したことで,

運動耐容能およびADLの維持に繋げ得る一つの要因

となったと考える.

当院ICUに専属理学療法士を配置して
10年を振り返って

リハビリテーション科
戸部一隆､ 片岡竹弘､ 平山晃介
坂恵里奈､ 永田明日翔､ 松岡亜季

呼吸器内科
安藤守秀
第45回日本集中治療医学会学術集会

平成30年２月 千葉

【目的】当院では集中治療室 (以下, ICU) 及び救命

救急病棟に平成19年4月より専属の理学療法士を配置

し, 肺合併症の予防と改善, 人工呼吸器からの早期離

脱を主たる目的とした呼吸リハビリテーション (以下,

呼吸リハ) を実施している. 今回, 10年の節目を機に

全症例のデータを集計し, その成果と課題を検討した

ので報告する.

【方法】平成19年4月1日から平成29年3月31日の10年

間に当院ICU及び救命救急病棟に入室し呼吸リハの対

象となった患者を対象とした. 対象者背景と臨床デー

タをRetrospectiveに収集し検討した.

【結果】対象者は全9,036例 (年齢67.48±17.79, 男女

比6.34：3.66), ICU及び救命救急病棟在室日数は5.86

±8.61日, 呼吸リハ開始までの期間は1.70±2.57病日

であった. 呼吸リハ開始時に人工呼吸管理を実施して

いた症例は3,430例 (経口経鼻挿管3,021例, 気管切開

129例, 非侵襲的人工呼吸管理280例) で, 48時間以上

の長期挿管人工呼吸管理症例は2,142例 (人工呼吸管

理日数11.61±11.38, ICU及び救命救急病棟在室日数

15.77±14.61, 呼吸リハ開始までの期間2.75±4.28病日)

であった. この内, 抜管に至った症例は1,519例であ

り, 152例 (10.01％) が再挿管となった. 長期人工呼

吸管理症例のICU内死亡数は224例 (10.05％), 人工呼

吸器関連肺炎 (以下, VAP) を発症した症例は44例

(1.97％) であった. なお, 理学療法士の業務として,

症例に応じた体位管理, Manual Hyperinflation, Early

Mobilizationを中心とした理学療法以外に, 抜管前の

Cuff-leak TestやSpontaneous Breathing Trial (以下,

SBT) をはじめとした抜管前評価, 食道癌術後症例の

ICU退室前呼吸状態評価, 頸髄損傷患者の呼吸状態評

価などを導入した.

【結語】当院ではICU及び救命救急病棟専属理学療法

士を配置して10年が経ち, 9,000例を超える症例に呼
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吸リハを実施する経験を得た. その中でも長期人工呼

吸管理症例に早期からの介入をすることでVAP発生率

を抑え早期人工呼吸器離脱, 及び抜管へ向けてサポー

トをすることができた. また, 実際の理学的介入以外

にも業務の幅を広げることでICU及び救命救急病棟で

の呼吸管理に貢献することができた. 今後は麻酔科と

の連携を深め, Spontaneous awakening trial (SAT),

SBTを含むABCDEバンドルへ積極的に関与し貢献で

きるようにしたい.

糖尿病教育入院患者の運動遂行度に
よる体組成変化

リハビリテーション科
澤藤州康､ 眞鍋裕紀

糖尿病腎臓内科
藤谷 淳､ 柴田大河､ 傍島裕司
第28回岐阜県理学療法県学会

平成30年３月 下呂

【目的】InBody770が昨年7月に導入され, 糖尿病教育

入院患者の運動指導に体組成評価が加わった｡ 骨格筋

量の維持・増加を目標に指導するも59.6％ (52名中の

31名) に骨格筋量の減少を認めたため, 体組成変化と

運動遂行度の関係を調査した｡

【対象】平成28年7月から1年間, 教育入院で運動指導

に関わった52名 (52.6±18.0歳, 男38名・女14名, 全

て2型)｡

【方法】指導介入時と退院時に, 体重, 体脂肪量, 体

脂肪率, 骨格筋量, 骨格筋率, SMIの体組成を評価し

前後差を求めた｡ また入院中の歩数 (有酸素運動) と

RT (自重によるレジスタンス運動) を運動遂行度か

ら4区分し, 歩数, RT, 歩数+RTを運動項目とした｡

これら体組成6項目vs運動3項目についてSpearmanの順

位相関係数rs＞｜0.4｜ (P＜0.05) で分析した｡ また

骨格筋量が減少した31名を, 骨格筋率が減少した16名

と増加した15名に分け, 骨格筋量が減少しなかった21

名の3群で, 介入時体組成と運動遂行度について多重

比較検定Steel-Dwass法 (P＜0.05) で平均値を比較し

骨格筋量の減少要因を調べた｡

【結果】歩数vs体組成に相関は無かった｡ しかしRT

vs体脂肪量に負の相関を, また歩数+RT vs体脂肪量・

率に負の, vs骨格筋率に正の相関を示し, 歩数+RT遂

行者に骨格筋率増加と体脂肪減少という理想的な減量

結果が得られた｡ また骨格筋量の減少した31名は体脂

肪の多いBMI高値例となり, 入院中の食事制限が要因

かと思われたが, 歩数+RTを遂行した者で体脂肪量の

減少が上回ったため, 結果的に骨格筋率は高まった｡

【結論】教育入院での運動指導は歩数とRTの併用が

有効であり, 体組成の指標には食事制限の影響を受け

にくい骨格筋率を用いた方がモチベーションの低下を

防ぐことが出来るものと思われた｡

喘息の要素を持ったCOPD症例を経験して

リハビリテーション科
平山晃介､ 坂恵里奈､ 山内義貴
小森瑛太､ 寺本佳津明､ 森岡真依

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
呼吸器内科

白木 晶､ 安藤守秀
第28回岐阜県理学療法県学会

平成30年３月 下呂

【はじめに】今回､ 喘息の要素を持ったCOPD症例に

対して呼吸リハビリテーション (以下､ 呼吸リハ) を

実施した｡

【症例紹介】60代女性｡ X年11月､ 肺機能検査にて

COPD確定診断｡ 長時間作用性気管支拡張薬 (LABA/

LAMA) 処方｡ X＋1年2月HOT導入 (安静時1L/min､

労作時3L/min) および外来呼吸リハ開始｡

【介入と問題点】X＋1年2月～4月まで週1回の頻度で

外来呼吸リハ実施｡ 介入内容は､ レジスタンストレー

ニング､ 自転車エルゴメーター､ 歩行練習中心の運動

療法の実施と毎週教育的指導も併用した｡ 問題点とし

て､ 労作時の呼吸困難感､ 身体活動性の低下および運

動耐容能の低下が上げられた｡ また､ 気管支拡張薬の

再検討の必要性もあると考えられた｡

【経過】X＋1年5月､ 急性増悪､ Ⅱ型呼吸不全にて入

院｡ 第2病日より呼吸リハ開始｡ 第10病日より吸入ス

テロイド薬導入｡ 200m以上の連続歩行が可能となり､

第20病日退院｡ その後､ 週1回の頻度で外来呼吸リハ

－ 654 －



へ移行した｡

【理学療法評価】SWTは140m (入院前) から390m

(退院後)､ 連続歩行も150m (入院前) から405m (退

院後) と改善がみられた｡ 退院後のADLでは食器洗

い､ 洗濯､ 掃除などの家事動作が可能となり､ 自宅で

朝夕3０分の散歩など運動習慣の獲得に至った｡

【考察】薬物療法の効果により､ 酸素療法および運動

療法が有効に作用した結果､ 労作時の呼吸困難感､ 身

体活動性､ 運動耐容能やADLの改善につながった｡

高度肥満症を合併する2型糖尿病患者
の腹腔鏡下スリーブ状胃切除術に理学
療法が関わった1症例

リハビリテーション科
眞鍋裕紀､ 澤藤州康

外 科
高橋崇真
第28回岐阜県理学療法県学会

平成30年３月 下呂

【はじめに】2014年4月から腹腔鏡下スリーブ状胃切

除術 (LSG) が保険適応となり高度肥満に対する治療

法の1つとして期待されている｡ 今年度から当院での

LSG開始に伴い､ 理学療法も併行して関わることにな

り､ その効果を体組成結果をもとに報告する｡

【症例紹介】43歳男性｡ 15年前に2型糖尿病と診断さ

れるも､ HbA1cは8-9％とコントロール不良であった｡

職業は現場監督で活動量は少なく､ ビール1本/日､ 禁

煙している｡ ピーク時体重は116.3㎏と内科的治療の

みでは減量できないため肥満外科手術を決意された｡

【経過】手術2か月前から肥満症手術チーム発足され､

食事指導による減量が始まった｡ 手術前1週間の内科

入院より周術期理学療法が開始となり､ 術日に110.0

㎏となり､ 当院術前減量目標の5％減｡ 術後1日目ICU

で離床リハビリを開始､ 3日目一般病棟転床し歩行訓

練・エルゴメーターを行い､ 術後10日目退院｡ 術前よ

り自己管理表の習慣付けと､ ホームエクササイズを指

導し､ 退院後はフィードバックを行った｡

【結果】Inbody770の測定値から4ヶ月間で体重・体脂

肪量・体脂肪率とも減少し､ 骨格筋量は術後1か月ま

では減少したがその後から徐々に増え､ 骨格筋率は増

加していた｡

【考察】本症例はLSGによる摂食量の減少で､ 体脂肪

だけではなく骨格筋の分解をも招いたと考えられる｡

一方で､ 運動習慣付けにより､ 術後3か月頃から骨格

筋量の維持・向上効果が得られ､ 体脂肪量が減少した

ことで骨格筋率は増加した｡ 理学療法の目的は骨格筋

の維持・向上と脂肪減少が重要といわれているが､ 本

症例のように摂食量が減り大幅に体重が減る場合には､

体脂肪量と骨格筋量がともに減少すると推察される｡

重症CPFE患者が動作指導と在宅酸素療法
の再設定により自宅復帰した1症例

リハビリテーション科
小森瑛太､ 平山晃介､ 坂恵里奈
山内義貴､ 永田明日翔､ 寺本佳津明
森岡真依

呼吸器内科
安藤守秀
第28回岐阜県理学療法県学会

平成30年３月 下呂

【症例】症例は79歳､ 男性である｡ 2013年に慢性閉塞

性肺疾患､ 間質性肺炎と診断され､ 同年に施行した肺

癌術後から呼吸リハを継続し､ 2015年の肺癌術後より

HOTを導入した｡ 2017年夏頃から外来呼吸リハへの

通院が困難となり､ 日常生活でも呼吸苦強く十分な休

息と一部介助が必要となり安静時でもSpO2が低下し､

当院へ救急搬送され精査により心不全兆候みられた為､

治療と酸素流量の再調節目的で入院となった｡ 入院前

はHOTをNCで安静時2L､ 動作時5Lで使用し､ 日中は

自室のベッド周辺での活動が中心であった｡ 主訴は動

作時の呼吸困難感と液体酸素充填に対する不安感であ

り､ Hopeは在宅生活復帰と車の運転であった｡ また､

環境因子として､ 動作を行う際に酸素流量の切替えの

ため5m程度の移動が必要であることと､ 食事と入浴

は15～20m程度離れた母屋へ移動しなければならない

ことが挙げられた｡

【経過】入院5日目から呼吸リハを開始した｡ 初期評

価時はmMRC4､ NRADL20点､ 安静時のSpO2(NC7L)

は99％であり､ 起居動作ではSpO285％まで低下､ ト

イレ動作はSpO279％まで低下した｡ 連続歩行では10m
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でSpO285％まで低下し回復までに3分以上の時間を要

した｡ 動作後の修正Borgは5-6程度であった｡ 初期介

入時に酸素療法は吸入デバイスをNCからOXYに変更

し､ 酸素流量は安静時5L､ 動作時7Lで再調節した｡

理学療法ではHOTの操作指導､ 起居と歩行動作､ 作

業療法でトイレ､ 更衣､ 入浴､ 洗顔の動作に対し指導

を実施した｡ 起居・歩行動作中はOXY7Lにマスクを

装着して､ 動作速度を調節することでSpO290％台を

維持でき､ 連続歩行は30m可能となった｡ 歩行後の修

正Borgは3-4程度であった｡ 自宅環境に対しては､ 液

体酸素からリモコン操作付きの酸素濃縮器に変更し､

母屋と離れにそれぞれ設置し酸素残量を気にせず動作

が行えるようにした｡ また休息用の椅子の設置位置を

指定した｡ 車の運転は酸素ボンベの残量を考慮し､ 運

転中はマスクを装着しOXY7L､ 停車中はNC7Lで同調

吸入するように指導した｡

造影超音波検査が有用であった胆管内
乳頭状腫瘍の1例

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 橋ノ口信一､ 乙部克彦

消化器内科
熊田 卓､ 金森 明､ 豊田秀徳
多田俊史
日本造影・ドプラ研究会

第28回岐阜県理学療法県学会

平成29年４月 米子

【症例】78歳男性

【現病歴】19XX年よりC型慢性肝炎で当科通院中｡

20XX年1月のUSで肝S4に15mmの嚢胞性病変が出現し

た｡ 20XX年8月､ 20XX年2月の経過観察のUSではサ

イズや性状に変化はみられなかったが､ 20XX年9月の

USで嚢胞性病変の内部に8mmの高エコー結節を認め

たため､ Sonazoid�を用いた造影USを施行した｡ 造影

USでは拡張した胆管との連続性が疑われ､ 結節に乳

頭状の染影を認めた｡ 胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) が

疑われ､ Dynamic CT､ MRCP､ ERCPが追加された｡

各種画像検査にて嚢胞成分と充実成分からなる混合性

病変を認め､ 同部と胆管との連続性が疑われた｡ 胆管

生検後､ 肝拡大左葉､ 尾状葉切除が当院外科にて施行

された｡ 病理所見は､ 嚢胞状に拡張した腺管内に粘液

を有する高円柱形胞体を持つ細胞が乳頭状に増殖する

像を認めた｡ 核の腫大と配列の乱れが目立つ部分がみ

られ病理学的診断は乳頭腺癌であった｡

【考察】IPNBに対し､ 造影USを施行した1例を経験

したので報告した｡ 造影USは病変の局在を明瞭に描

出でき､ 血流評価に優れた検査法であり診断に有用で

あると考えられた｡

Cumulative quantitative and quantitative
mechanical troubles in high precision
equipment

診療検査科 (画像)
田中敬介､ �木 等､ 松山哲也
山崎希世

藤田保健衛生大学
林 直樹

岐阜医療科学大学
下郷智弘

放射線治療科
小林英敏
第73回日本放射線技術学会総会学術大会

平成29年４月 横浜

【背景】当院では､ 2010年に放射線治療室を一新し､

Varian社製放射線治療装置NovaLis Txを導入した｡ 現

在に至るまで一台の装置で放射線治療を行っている｡

しかし､ 装置の故障や誤作動により照射業務に支障を

来す場合や､ 近年の修理費の高騰など､ 治療室運営に

とって問題となる事柄も多く発生しているのが現状で

ある｡

【目的】機器導入から現在までに至って､ 発生した故

障個所やトラブル内容を集計して解析し､ 保守契約条

項内および別途修理費の内訳から､ 最適な装置管理状

況を発案することが目的である｡

【方法】2010年4月から2016年7月までに発生した､

放射線治療に関わる機器(Liniac,IGRT装置, 計画装置,

RTP-CTなど)の故障やトラブルを機器ごとに集計した｡

また､ メーカー対応の有無､ 有償修理､ 機器の故障に

より放射線治療が実施出来なかった日数などの項目に

分類を行った｡
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【結果】2010年4月から2016年7月までに起こった故障､

トラブルの総計は192件であった｡ そのうち78%は

Novaris Tx(Liniac)に伴うものであった｡ そのうち､ メー

カー対応(来院､電話対応)を依頼した件数は139件､ 自

主復帰を行ったものは53件であった｡ 有償修理は計11

件あり､ そのうち7件はNovaris Txに伴うものであっ

た｡ 故障､ トラブルにより､ 治療が実施出来なかった

場合は､ 計7日で､ うち終日に渡ったのは1日､ 半日が

1日､ IMRTのみ行えなかったのが5日であった｡

放射線治療情報システムの更新に対して
追求した結果の報告

診療検査科 (画像)
高木 等､ 田中敬介､ 松山哲也
山崎希世

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
日本放射線技術学会第73回総会学術大会

平成29年４月 横浜

【背景】近年､ 病院情報システム (HIS)､ 放射線画

像情報システム (画像RIS)､ 放射線治療情報システ

ム (以下､ 治療RIS) の導入が加速的に増加した｡ し

かし､ 導入したシステムの稼働年数は､ 概ね5～6年で､

装置の耐用年数､ OSの変化により､ 更新が必要とな

る｡ しかし､ システムの更新は､ 病院収益とならず､

困難な場合が多い｡

【目的】当院放射線治療室における治療RISの更新は､

放射線治療マネージメントシステム (以下､ ARIA)

と同時に実施した｡ それらの詳細な経緯と治療情報管

理業務の業務手順改善に対する治療RISの端末などの

種類､ 必要台数､ 設置場所および内容､ 機能について

追及した目標を明確にし､ その結果を報告することが

目的である｡

【方法】2009年11月に導入した横河医療ソリューショ

ンズ社製治療RISを 2015年4月に更新の計画をしたが､

経済的理由により､ 2016年9月に更新し､ 兼ねてから､

バージョンアップ予定であったARIAと同時に更新す

ることにより､ 照射休止期間を短くなるようにした｡

すべてのスケジューリングと作業効率を検討した｡

【結果】治療RISの更新により､ 存在価値､ 重要性の

再認識､ 利便性が向上した｡ 今回の作業による照射休

止期間は､ １日であった｡ また､ 作業期間前後におい

て､ 大きなトラブルはなかった｡

【考察】昨今の施設の経済状況の中では､ 収益性を伴

わない各種医療関連情報システムの更新は､ 困難な場

合が多い｡ 導入した時より､ 更新の時期に至るまでに､

前もって綿密な計画をすることが大切で､ 更新により､

環境整備が充実し､ 施設の利益に繋がるするように考

えておくことが必要であると考える｡

経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)
において経食道心エコー図による人工
弁留置時の観察が有用だった�例
診療検査科 (画像)

堀 貴好､ 中村 学､ 澤 幸子
循環器内科

吉田路加､ �木健督､ 森田康弘
森島逸郎､ 坪井英之
第37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29年５月 名古屋

第38回日本超音波医学会中部地方会

平成29年９月 金沢

患者は90代の女性｡ 手術は全身麻酔下､ 経心尖アプ

ローチで行われ､ デバイスはSapien XT(Edwards社製)

であった｡ 超音波装置はIE-33(Philips社製)を用いた｡

術前検査結果からデバイスのサイズは23mm-2ccと決

定された｡ 弁留置後､ 大動脈弁短軸像の2時方向に大

動脈壁とデバイスの間に隙間を認め､ 同部に中等度の

paravalvular leakage(PVL)を認めた｡ 左室流出路に突

出する石灰化を有し大動脈弁輪破裂のリスクは有した

が､ 弁留置時のバルーンが扁平であり､ バルーンが石

灰化にしっかり当たっていなかったため､ 23mm-1cc

にサイズアップして後拡張を行った｡ 後拡張後､ デバ
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イスと大動脈の隙間は消失し､ PVLは著明に減少した｡

デバイス留置時の様子を観察することで､ 安全性を担

保して､ 後拡張の是非および同バルーンサイズの決定

に有用であることが示唆された｡

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､ �木健督､ �田 賢
竹中和幸､ 船坂佳正､ 坂野信也
遠藤斗紀雄

循環器内科
吉田路加､ 森田康弘､ 森島逸郎
坪井英之
CVIT東海北陸地方会

平成29年５月 名古屋

【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

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｡

多発嚢胞腎の容積計測における適正
スライス厚の検討

診療検査科 (画像)
喜 早 亮 介
第48回CT研究会

平成29年５月 岐阜

【背景】2014/3/24に厚生労働省から常染色体優性多

発嚢胞腎(ADPKD)について適応拡大が認められた｡

これまで治療薬のなかった多発嚢胞腎に対して世界で

初めて日本で治療薬(ドルバプタン：商品名サムスカ)

を使用できるようになった｡ サムスカの適応となった

のは ｢腎容積が増大し､ かつ増大速度が速いADPKD｣

である｡ 両側腎容積が750ml以上であり､ 腎容積増大

速度が年に約5％以上である時に適用できる｡ 当院で

はVINCENTを用いて5㎜スライス厚の画像で腎容積計

測を行なっているが､ スライス厚によって､ あるいは

計測した技師間で結果に誤差が生じる可能性がある｡

【目的】多発嚢胞腎の容積計測における適正スライス

厚を検討する｡

【方法】①多発嚢胞腎1症例に対し､ 5～6名(仮)の技

師にスライス厚1㎜､ 3㎜､ 5㎜､ 8㎜､ 10㎜(仮)の画像

で腎容積を計測してもらう｡ ②各スライス厚ごとに技

師間で比較して誤差を検討する｡ ③最も技師間での誤

差が少なかったスライス厚から､ 許容されるスライス

厚を検討する｡

腹部超音波検査を契機に発見された
胃ガストリノーマの1例

診療検査科 (画像)
石川照芳､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲

診療検査科 (検査)
日比敏男､ 今吉由美
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消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 金森 明
多田俊史､ 東堀 諒
日本超音波医学会第90回学術集会

平成29年５月 宇都宮

【症例】60 歳代､ 女性､ 主訴は嘔吐､ 下痢､ 既往歴：

高血圧､ 難治性十二指腸潰瘍にて内服治療中

【現病歴】2014年4月に心窩部不快感と下痢にて他院

受診｡ 症状改善みられず精査目的にて当院消化器内科

紹介｡ 当院CT､ EGD検査にてSMA症候群と十二指腸

潰瘍と診断され入院加療｡ その後も嘔吐､ 下痢が続き､

多発十二指腸潰瘍に伴う浮腫状粘膜による通過障害で

入退院を繰り返していた｡

【各種画像検査】腹部超音波検査では､ 胃前庭部後壁

の粘膜下層に14×10mmの境界明瞭で辺縁平滑､ 内部

不均一な低エコー腫瘤を認めた｡ カラードプラでは腫

瘤辺縁から流入する拍動性の血流を認めた｡ CEUSで

は血管相にて辺縁から腫瘤全体が早期に濃染され､

1分程持続した｡ 超音波内視鏡検査では､ 腫瘤は第3層

に存在し､ 第3層とほぼ等エコーを示す内部不均一な

腫瘤を認めた｡ 造影CT検査では､ 胃前庭部後壁に境

界明瞭な隆起性腫瘤を認め､ 動脈相で強く濃染され平

衡相まで持続した｡ 周囲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｡ ソマトスタチン受容

体シンチグラフィー検査では､ 正中腹側に集積増加像

を認め､ 24時間後像より明瞭に描出された｡ 各種画像

検査と高ガストリン値より､ 胃ガストリノーマが疑わ

れ､ 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術が施行された｡

【病理診断】Neuroendocrine tumor G1､ Gastrin陽性

pT2(MP), med､ INFa､ ly0､ v0､ pN1 (2/42)､ pPM0

(200mm)､ pDM0 (14mm) であった｡

【考察】NETは､ 局在診断に苦慮することがあり､ ガ

ストリノーマ患者の9割以上に消化性潰瘍が多いとの

報告もある｡ 本症例においても嘔吐と下痢を繰り返し､

SMA症候群による通過障害から潰瘍再発という経過

が疑われた｡ 当初US､ CT､ GISなど十二指腸狭窄を

認めるも腫瘤の指摘は無かったものの､ 経過観察中の

腹部超音波検査により腫瘤が発見され胃ガストリノ－

マの診断の一助になった｡

急性胆嚢炎におけるUSとCTの画像所見の比較

医療技術部
市川宏紀､ 橋ノ口信一､ 今吉由美
片岡 咲､川地敏明

消化器内科
熊田 卓､ 金森 明､ 豊田秀徳
多田俊史
日本超音波医学会第90回学術集会

平成29年５月 宇都宮

【目的】胆嚢炎診療ガイドラインでは超音波検査(以

下US)は推奨度1､ レベルAに位置付けられているが時

間外救急での画像診断は多くの施設でCTに依存して

いる｡ 急性胆嚢炎におけるUSの診断成績を評価する

ためCTの画像所見と比較検討した｡

【方法】対象は2015年1月から2017年4月にUSとCTと

手術を同日に施行され､ 病理組織学的に急性胆嚢炎と

診断された63例｡ USとCTの共通所見として腫大､ 壁

肥厚､ 胆泥を抽出し､ USは壁内低エコー帯､ CTは周

囲脂肪織濃度上昇も含め検討した｡ 各項目と複合所見

について感度､ 特異度､ 陽性的中率､ 陰性的中率を求

めた｡ 同期間に胆石症として手術された395例を陰性

症例として用いた｡

【結果】感度､ 特異度は各々腫大(US:CT＝85%:81%､

81%:85%)､ 壁肥厚(US:CT＝94%:91%､ 64%:76%)､ 胆

泥(US:CT＝78%:13%､ 77%:95%)､ US壁内低エコー：

CT脂肪濃度上昇＝(83%：89%､ 95%：93%)となりCT

とほぼ同等であった｡

【考察】本検討ではUS､ CTともに腫大や壁肥厚の感

度は高く､ USの診断成績はCTと同等だと考えられ､

USを先行して行うことで除外診断等を行える可能性

がある｡

【結語】急性胆嚢炎におけるUSの診断成績はCTと同

等に良好であり､ 時間外救急においても第一選択の役

割を果たすと考えられた｡

急性胆管炎の造影ダイナミックCT
所見の精度の検討

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 福島智久､ 浦崎昇平
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救命救急部
木村拓哉､ 坪井重樹
第20回日本臨床救急医学会総会・学術集会

平成29年５月 東京

【背景・目的】急性胆管炎診療ガイドラインでは造影

ダイナミックCT(DCT)は診断に有用であるとされてい

る｡ 急性胆管炎のDCTにおける所見の精度について検

討する｡

【方法】2016年3月～12月に急性胆管炎疑いとして

DCTが施行され脂肪肝や腫瘍症例などを除外した19名

に対して､ 早期相で肝異常濃染を呈する症例を抽出し､

感度､ 特異度､ 陽性的中率､ 陰性的中率を求めた｡ ま

た有所見群において最終診断が胆管炎群と非胆管炎群

にわけALP・γ-GTP・T-bil・白血球数・CRPとの関

係も求めた｡

【結果】肝異常濃染を呈したのは12例､ 最終的に胆管

炎と診断されたのは9例であった｡ 感度､ 特異度､ 陽

性的中率､ 陰性的中率は各々92％､ 50％､ 75％､ 80％

であった｡ 胆管炎群と非胆管炎群の比較ではALPとγ-

GTPに有意差を認めた｡ 偽陽性群には肝血流障害を伴

う疾患が多く含まれていた｡

【考察】胆管炎疑いとして撮影されるDCTにおいて肝

異常濃染は良好な感度を示すが偽陽性もみられる｡ 採

血結果を参照することで診断精度が向上する可能性が

示唆される｡

【結語】急性胆管炎ではDCTにおける肝異常濃染は高

頻度でみられ､ 採血結果を合わせることで診断精度の

向上が期待できる｡

うっ血性心不全患者における腎血流評価

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
日本超音波医学会第90会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【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､ 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

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｡

経カテーテル大動脈弁留置術の人工弁
サイズ決定における3D経食道心エコー
図の有用性

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

市立四日市病院 循環器内科
三原裕嗣
日本超音波医学会第90会学術集会
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平成29年５月 宇都宮

【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

【結果】3D-TEEとMDCTのいずれも全症例で大動脈

弁輪面積計測が可能で,TAVI術後に大動脈基部損傷や

中等度以上の弁周囲逆流の合併症は認めなかった.

検討1の計測値は,MDCT,3D-TEE,両者の差(3D-TEE－

MDCT),相関係数の順に①421.1±51.7mm2,416.4±59.9

mm2,－6.7±27.0 mm2,ρ=0.89,②20.3±1.6mm,20.7±

1.5mm,0.3±1.6mm,ρ=0.48,③25.1±2.0mm,24.7±1.9

mm,-0.5±1.４mm,ρ=0.77であった.検討2で計測した

数値は①R-R間隔：20%が516mm2,②R-R間隔：30%が

499mm2,③R-R間隔：38%が490mm2であった.画像の

モーションアーチファクトは,③,②,①の順に強くなり,

①では面積測定のトレースが困難だった.さらに大動

脈弁輪面積がMDCTによる計測でいずれも394mm2で

あった2例において,3D-TEEで各々415mm2,315mm2で

あったため,人工弁サイズは各々26mm,23mmを選択し,

良好な治療結果を得た.

【考察】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

につながったと考えられた.

腹部超音波検査を契機に発見された胆管内
乳頭状腫瘍 (IPNB) の1例

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 橋ノ口信一､ 乙部克彦
石川照芳､ 今吉由美､ 川地俊明

消化器内科
熊田 卓､ 金森 明､ 豊田秀徳
多田俊史
日本超音波医学会第90会学術集会

平成29年５月 宇都宮

【はじめに】IPNB (intraductal papillary neoplasm of

bile duct) は､ 胆管内に発生し膵のIPMN (intraductal

papillary mucinous neoplasm)､ 特に主膵管型IPMNに

類似した発育形態をとる｡ 胆管上皮由来の乳頭状腫瘍

であり､ 腫瘍の主座の胆管は拡張し､ 高度の嚢胞状の

拡張を示すことが多い｡ 限られた症例数からその発生

過程などまだ不明な点もみられる｡ 今回我々は､ 腹部

超音波検査 (US) を契機に発見されたIPNBを経験し

たので報告する｡

【症例】78歳､ 男性｡ 20XX-16年よりC型慢性肝炎で

当科通院中｡ 20XX-1年1月のUSで肝S4に嚢胞性病変

が出現した｡ 翌年9月のUSで嚢胞性病変の内部に乳頭

状の結節が指摘され､ 精査となった｡ 血液生化学所見

に特記事項は無かった｡ USでは肝S4に､ 内部に乳頭

状の結節を伴う円形の嚢胞性病変を認め､ 周辺の胆管

拡張を伴っていたが嚢胞性病変との連続性ははっきり

しなかった｡ 造影USでは乳頭状の結節に動脈優位相

にて内部に細かな点状エコーがみられ全体が早期に染

影された｡ 門脈優位相で染影は弱まり､ 後血管相では

わずかに認める程度であった｡ 嚢胞性病変内の結節

に染影を認めたことからIPNBを疑った｡ Dynamic CT

(computed tomography)では内部に充実部を伴う多房性

の嚢胞性病変を認めた｡ 充実部に造影効果はみられた

が､ サイズが小さく血行動態の評価は困難であった｡

MRCP(magnetic resonance cholangiopancreatography)

では胆管と連続した内部に乳頭状の充実部を伴う

嚢胞性病変を認めた｡ ERCP(endoscopic retrograde

cholangiopancreatography)では胆管造影後､ 管腔内US

を施行したところB4の腫瘍が観察されたが､ 腫瘍が

左肝管内に進展する所見は認めなかった｡ 各種画像検

査からもIPNBを第一に疑い､ 肝拡大左葉､ 尾状葉切

除を施行した｡ 病理組織所見では嚢胞状に拡張した腺

管内に粘液を有する高円柱形胞体を持つ細胞が乳頭状

に増殖する像を認めた｡ 核の腫大と配列の乱れが目立

つ部分がみられ病理学的診断は乳頭腺癌であった｡

【結語】定期のUSで嚢胞内の充実部を早期に発見し

加療できたIPNBを経験した｡ 造影USは充実部が腫瘍

かどうかの判定に非常に有用であった｡

MRIで指摘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

外 科
亀井桂太郎
日本乳腺甲状腺超音波医学会 第38回学術

週集会
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平成29年５月 宇都宮

【はじめに】MRIにて指摘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1】検診で左乳房腫瘤を指摘され精査目的に来

院｡ MMGで不整形腫瘤､ 超音波検査(US)で左11時に

境界明瞭粗造な低エコー腫瘤があり浸潤性乳管癌を疑っ

た｡ MRIでは12時に辺縁不整な腫瘤と､ 2時に濃染結

節を認め､ 術式決定のためsecond look USとCEUSを

施行した｡ second look USでは1時に境界明瞭粗造な

低エコー腫瘤を認め､ 造影すると､ 腫瘤はBモードと

ほぼ同じ範囲が強くやや不均一に染影され娘結節が疑

われた｡ US下MMTを施行､ 病理結果は浸潤性乳管癌

であり､ 術式は乳房全摘術となった｡

【症例2】左乳房腫瘤を自覚し他院より紹介受診｡

MMGでspiculaを伴う腫瘤､ USで左1時半にhaloを伴う

低エコー腫瘤があり浸潤性乳管癌を疑った｡ MRIにて

主腫瘤とは別に､ 2時にも造影される小腫瘤を認めた

ため､ second look USとCEUSを施行した｡ second look

USでは3時に境界明瞭平滑な低エコー腫瘤を認め､ 造

影すると､ 腫瘤はB-modeと同じ範囲が一様に強く染

影された｡ 染影輝度は周囲と同等～低輝度となり､ 良

性病変を疑った｡ US下MMTを施行､ 病理結果は乳腺

症であった｡ 術式は乳房部分切除術となり､ 切除断端

は陰性であった｡

【症例3】左乳房腫瘤を自覚し他院より紹介受診｡

MMGで境界明瞭平滑な高濃度腫瘤と乳頭側に隣接し

てFADも見られた｡ USでは左4時に内部不均一な極低

エコー腫瘤を認め､ 腫瘤深部は境界不明瞭で構築の乱

れを伴っており浸潤性乳管癌を疑った｡ MRIでは左

4時の不均一な濃染を呈する腫瘤と､ 腫瘤と乳頭の間

に小腫瘤を認めたため､ second look USとCEUSを施

行した｡ second look USでは主腫瘤は境界明瞭粗造､

腫瘤乳頭側の境界が不明瞭で血流豊富であった｡ 内部

に液面形成を認め嚢胞内腫瘍を疑った｡ また4時の乳

頭近傍に境界明瞭な淡い低エコー腫瘤を2ヶ認めた｡

造影を行うと2ヶの淡い低エコー腫瘤は染影されず娘

結節は否定的と判断した｡ 主腫瘤は乳頭側の不明瞭な

境界部のみが強く染影されたため嚢胞内癌を疑い､

針生検を施行し病理結果は浸潤性乳管癌であった｡

CEUSで娘結節を否定できたため術式は乳房部分切除

術となり､ 切除断端は陰性であった｡

【まとめ】乳癌症例においてsecond look USで指摘し

得た病変に対し造影を行うことにより､ 染影される病

変に対してはUS下で穿刺を行うことができ､ 染影さ

れない病変に対しては穿刺を回避可能であり､ 術式決

定に寄与できた3症例を報告した｡

高精度放射線治療装置 NovaLis-Tx
における経年変化と使用状況について

診療検査科 (画像)
田 中 敬 介
第62回岐阜県放射線治療技術研究会

平成29年６月 多治見

【背景】当院では､ 2010年に放射線治療室を一新し､

Varian社製放射線治療装置NovaLis Txを導入した｡ 現

在に至るまで一台の装置で放射線治療を行っている｡

しかし､ 装置の故障や誤作動により照射業務に支障を

来す場合や､ 近年の修理費の高騰など､ 治療室運営に

とって問題となる事柄も多く発生しているのが現状で

ある｡

【目的】機器導入から現在までに至って､ 発生した故

障個所やトラブル内容を集計して解析し､ 今後とるべ

き対応について検討した｡

【方法】2010年4月から2017年1月までに発生した､

放射線治療に関わる機器(Linac,IGRT装置, 計画装置,

RTP-CTなど)の故障やトラブルを機器ごとに集計した｡

また､ メーカー対応の有無､ 有償修理､ 機器の故障に

より放射線治療が実施出来なかった日数などの項目に

分類を行った｡

【結果】2010年4月から2017年1月までに起こった故障､

トラブルの総計は196件であった｡ そのうち78%は

NovaLis Tx(Linac)に伴うものであった｡ トラブルは初

年度に多く発生したのち､ 翌年にやや減少した｡ それ

以降は年々増加する傾向を示した｡ 原因は機器の不具

合､ 劣化によるものが最も多く､ 次いで通信障害が多

かった｡ MLCに関しては2014年以降急激にトラブル

件数が増加し､ モータ交換個数も同様に増加した｡ ト

ラブルのうち､ メーカー対応(来院､電話対応)を依頼

した件数は139件､ 自主復帰を行ったものは53件であ

り､ 年々メーカー対応件数は減り､ 自主復帰の割合が

増加していた｡ 有償修理は計11件あり､ そのうち7件

はNovaLis Txに伴うものであった2013年以降毎年高
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額な修理費用が発生していることが確認できた｡ 故障､

トラブルにより､ 治療が実施出来なかったのは､ 計7

日で､ うち終日に渡ったのは1日､ 半日が1日､ IMRT

のみ行えなかったのが5日であった｡

【考察】年ごとのトラブル件数の推移をみると､ 一般

に凹型となるとの報告があるが､ 当院ではやや異なる

傾向を示した｡ 当院の治療件数が多く､ 消耗品の劣化

が早かった可能性がある｡ また､ MLCの交換実績に

傾向がみられたが､ リーフの稼働頻度やリーフの重量

によるものと考える｡ 種々のトラブルが発生している

が明らかとなったが､ それらの経験を蓄積し､ 素早く

復旧することや適切な再発防止の対応が､ 機器のダウ

ンタイムを減らすことになると考える｡

【結語】機器導入から現在までに発生した故障､ トラ

ブルを報告した｡ 機器のトラブルを 未然に防ぐ対策

や､ 過去の経験から素早く復旧することが､ 治療室運

営にとって大切である｡

当院におけるEVTの現状と課題

診療検査科 (画像)
竹中和幸､ 近藤賢洋､ 山中一輝
矢代真理子､ 浦崎昇平､ 福島智久
北川博文､ 中村祐介､ 乙部克彦
船坂佳正､ 坂野信也
第46回岐阜県血管造影技術研究会

平成29年８月 多治見

【はじめに】当院ではやや減少傾向にあるPCIとは異

なり､ EVTの件数は毎年一定数が行われている｡ 特に

下肢動脈の治療は診断機器の向上や治療デバイスの多

様化・進歩および病変の特性上増えつつある｡ これら

の状況において医師と協同するコメディカルスタッフ

はデバイスの特性や手技を理解しておく必要があると

考えられる｡ 一方で当院の診療放射線技師に対する

EVTの教育は初期教育時のみで携わる機会も不定期で

限られている｡

【目的・方法】過去5年間 (2012年～2016年) におけ

るEVTの件数および技師の携わった件数およびEVT体

制､ 教育体制を照らし合わせ､ 今後の教育や業務体制

に反映させていく｡

【結果】まず当院のEVT体制としてコメディカルの業

務内容や人員などを紹介した｡ 技師における教育体制

として教育手順や習得項目を中心に紹介した｡ EVTの

件数は手技内容 (PPI､ EVAR､ TEVAR､ TAVI､ CAS､

その他) に応じた件数を挙げた｡ 時間内外にEVTに関

わる技師13名における件数を図説した｡

【考察】EVTの件数はある年において減少した時があっ

たが術者である医師の異動に伴うもので年々右肩上が

りの傾向はあった｡ また新たな医師の赴任に伴い新

規手技であるTAVIも一昨年より開始された｡ 技師の

EVT経験数は専従者を除くと年間30件前後の群と年間

5件前後の群と格差が生じていた｡ これらは平日日勤

帯に携わる機会がある技師と夜勤や休日の待機日のみ

しか携わる機会がない技師を表していた｡

【まとめ】EVTの件数は総合的に見ると年々増加傾向

であるが手技を行う医師の存在が非常に大きく寄与し

ており､ 次に治療デバイスの進歩によるものが大きかっ

た｡ 技師のEVT経験数は現状では格差が生じているた

め､ ローテンション制や手技マニュアルの作成におい

て補う必要があると考えられた｡

パルスドプラにて腎うっ血の診断および
改善を指摘できた症例

診療検査科 (画像)
安田英明､ 堀 優

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38回日本超音波医学会中部地方会

平成29年９月 金沢

うっ血性心不全では､ 他臓器との関連が注目されてお

り､ 心腎連関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｡ そこで当院では2016年7月からパル

スドプラを用いて腎うっ血評価を行っている｡ 今回パ

ルスドプラにて､ 腎うっ血の診断及びトルバブタン

(TLV)投与後の改善を指摘できた症例を経験したので

報告する｡

【症例1】70歳代男性 途絶した二相性の静脈波形が

TLV投与後に連続性波形となった｡ 上昇していた尿中

β2MG､ NAG､ 血中BNPが低下し､ IVC径も縮小した｡
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【症例2】70歳代男性 途絶した二相性の静脈波形が

TLV投与後に連続性波形となった｡ 上昇していた尿中

β2MG､ NAG､ 血中BNP､ 推定右室圧が低下し､ IVC

径も縮小した｡

【症例3】60歳代男性 単相性の静脈波形がTLV投与

後に連続性波形となった｡ 上昇していた尿中β2MG､

血中BNP､ 推定右室圧が低下し､ IVC径も縮小した｡

脂肪肝における超音波スコアとMRIによる
肝脂肪率との比較

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 石川照芳､ 市川宏紀
片岡 咲､ 今吉由美､ 丹羽文彦

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38回中部地方会

平成29年９月 金沢

【目的】我々は脂肪肝のB-mode所見のスコアリング

(以下US脂肪肝スコア) が肝組織の脂肪化面積と相関

することを報告し､ 脂肪肝の重症度の指標としている｡

今回､ US脂肪肝スコアとMRIにより定量化された肝

脂肪率を比較した｡

【対象】USとMRI (IDEAL-IQによる脂肪測定：PDFF

値) が同時期に施行された399例｡

【方法】USは脂肪肝スコアを既報 (Hamaguchi,AJG,

2007) より算出｡ MRIは既報 (Imajo,Gastroenterology,

2016) より脂肪化Gradeごとに分類した｡

【結果】(1) US脂肪肝スコア0/1/2/3/4/5/6は266/7/39/

25/32/23/7例であった｡ (2) PDFF値は中央値2.4 (0.1-

33.5) で脂肪化Grade0/1/2/3は309/46/23/21例であった｡

(3) US脂肪肝スコアとPDFF値の相関はr=0.693､ p＜

0.001であった｡ (4) US脂肪肝スコア別の脂肪化Grade

の比較はp＜0.001であった｡

【結語】US脂肪肝スコアおよびMRIによる肝脂肪率

の評価はいずれも脂肪肝診療において有用な検査法と

考えられた｡

Changes in non-hypervascular hypointense nodules in
hepatobiliary phase of EOB-enhanced MRI in patients
with chronic hepatitis C who underwent DAA therapy.

診療検査科 (画像)
小川定信､ 古川雅一､ 若畑 茜
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 太田莉乃

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史

放射線科
曽根康博
第45回日本磁気共鳴医学大会

平成29年９月 宇都宮

【Backgrounds and Aims】Non-hypervascular hypointense

nodules in MRI with EOB - DTPA (EOB-MRI) has a

potential for the transition to typical hepatocellular

carcinoma (HCC). We investigated changes in non-

hypervascular hypointense nodules associated with antiviral

therapy for hepatitis C virus (HCV).

【Methods】Changes in the hepatobiliary phase images

of EOB-MRI were analyzed between pre and post

anti-HCV therapy in 383 patients with chronic HCV

infection.

【Result】On pretreatment EOB-MRI, non-hypervascular

hypointense nodules were found in 34 patients (8.7%,

group A), and not found in the remaining 349 patients

(91.3%, group B).

C型肝炎治療患者におけるGd-EOB-
DTPAを用いたMRI(EOB-MRI)の経
過観察について

診療検査科 (画像)
小川定信､ 古川雅一､ 若畑 茜
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 太田莉乃

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史

放射線科
曽根康博
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館
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【背景】EOB-DTPAを用いたMRI(EOB-MRI)における､

非濃染結節を慎重に経過観察する意義は強く､ その多

血化については､ 様々な施設から多角的に検討され報

告されている (EOB-DTPAを用いたMRI(EOB-MRI)の

肝細胞造影相で検出される非濃染結節の経過観察の重

要性は多く報告されている)｡ 今回､ 当院でC型肝炎

ウイルス (HCV) に直接作用型抗ウイルス薬 (direct-

acting antiviral agents：DAAs) が投与された患者の非

濃染結節の投与前後の経過について検討した｡

【対象】DAAsが投与された515例中､ 適切な条件下

にMRIが施行された470例(ASV/DCV190例､ SOF/RIB

96例､ SOF/LDV115例)中､ 肝細胞癌(HCC)の既往がな

いSVR383例(95.9％)を対象とした｡ 尚､ 観察期間は中

央値11.6ヶ月 (5.2-24.4) であった｡

【使用機器】MRI:GEヘルスケア・ジャパン株式会社

製 Discovery MR750W､ Coil:Anterior Array Coil

【結果】・投与開始時に非濃染結節を認めたもの(A

群)は34例(8.7%)､ 認めなかったもの(B群)は349例(91.3

％)であった｡ ・A群のうち､ 非濃染結節が消失した

ものは1例(3.0%)､ 変化なしは24例(72.3%)､ 増加・増

大を示したものは8例(24.2%)で､ そのうち5例に多血

化を認めた｡ ・B群のうち､ 非濃染結節の出現を認め

たものは7例(2.2%)､ 認めなかったものは319例(97.9%)

であった｡

【まとめ及び考察】・A群はDAAsの投与にかかわら

ず高率に多血化を認め､ DAAs投与前にEOB-MRIを施

行し､ 非濃染結節の有無を把握することは重要である｡

血管撮影室における装置エラーに
対する対応手順の改善について

診療検査科 (画像)
竹中和幸､ 船坂佳正､ 浦崎昇平
福島智久､ 北川博文､ 中村祐介
近藤賢洋､ 乙部克彦､ 坂野信也
竹島賢治
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

【背景】血管撮影室における装置トラブルはインター

ベンションが増えつつある現在､ 迅速な対応が望まれ

る｡ 一方で夜間などの緊急時に対応する診療放射線技

師は必ずしも専従者だけでなく､ その対応に苦慮する

場面も少なくない｡

【目的】血管撮影従事者の装置トラブルに対する対応

手順の改善を図るために機器管理方法を見直す｡

【方法】①血管撮影従事者に対してアンケートを実施｡

②血管撮影室の修理履歴を解析｡

【結果】①時間外検査において多数の担当者がエラー

対応に苦慮していた｡ ②同一装置メーカーのため､ エ

ラー対応の方法は共有できる点もあった｡

【考察】頻発するエラーは簡易マニュアルや掲示板機

能で対応手順を共有することが有用であると思われた｡

【まとめ】血管撮影従事者にとって装置トラブルの対

応方法は個人間で差異があった｡ 対応手順の共通化を

図ることで改善され､ 迅速かつ安全なインターベンショ

ンを寄与できると考えられた｡

MR lapasroscopyの基礎的検討

診療検査科 (画像)
後藤竜也､ 小川定信､ 傍島篤洋
若畑 茜､ 太田莉乃､ 古川雅一
日本放射線技師総合学術大会

平成29年９月 函館

【目的】当院では慢性肝疾患の患者に対しMR laparoscopy

で肝の性状と体積の評価を行っている｡ 横隔膜同期法

で呼吸停止法と同一のフリップアングル(以下FA)を用

いて撮影した際､ 肝と周囲臓器とのコントラストが不

良となりVR作成不良を多く経験した為､ コントラス

ト改善を目的とする基礎的検討を行った｡

【方法】肝細胞造影相における肝実質と腫瘤を想定し

た自作ファントムを作成し(T1値：600､ 1000)､ 呼吸

停止法､ PACE法をそれぞれCNRを算出した｡ PACE

法のFAを転向し､ 呼吸停止法のCNRと同等となるFA

を算出した｡ 算出したFAを用いて慢性肝疾患でEOB-

MRIを施行した30症例に対し､ MR laparoscopyを呼吸

停止法､ PACE法の順で撮影し､ その撮影時間と作成

した3D画像及びその体積を比較した｡

【結果】FA40度でCNRは最も近い値となった｡ PACE

法の撮影時間は､ 平均98秒(中央値90秒)であった｡
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当院における超音波検診所見システム
について

診療検査科 (画像)
坂野信也､ 乙部克彦､ 石川照芳
今吉由美､ 片岡 咲

健康管理センター
熊田 卓､ 武田 功､ 谷川 誠
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

【背景】日本消化器がん検診学会の超音波検診委員会

により2014年4月に ｢腹部超音波検診判定マニュアル｣

が発表されたのに伴い､ 従来使用していた所見システ

ムの変更が必要となった｡

【目的】 ｢腹部超音波検診判定マニュアル｣ に則した

超音検波検診所見システムを作成する｡

【方法】ファイルメーカーを使用して､ 頸動脈につい

ては ｢日本超音波医学会の診断基準とガイドライン｣

および ｢日本脳神経超音波学会・栓子検出と治療学会

合同ガイドライン｣ を参考に､ 乳腺は ｢乳房超音波診

断ガイドライン｣ に､ 腹部領域は ｢腹部超音波検診判

定マニュアル｣ に則して､ 検者の入力が簡便で､ 検診

担当医師の二次判定が可能な所見システムを作成する｡

【結果】所見入力は臓器毎の頁で臓器名と所見の選択

およびサイズの記入など一次所見の作成が簡便に行え

るようになり､ その結果が後の検診担当医師の二次判

定の参考となり､ スムーズな総合判定が可能となった｡

読影補助に必要な知識の習得訓練 ～PET/
CT一次所見レポート作成業務を経験して～

診療検査科 (画像)
加藤 勲､ 古川雅一､ 傍島篤洋
高田 賢､ 川地俊明
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

【背景】2010年に厚生労働省より読影補助に係る通知

が発表されたことは記憶に残る｡ 当院では以前より､

読影補助として一次所見レポート作成を行っているが､

教育に関しては未だ多くの課題が残存している｡ 読影

には経験と知識が必要であるが､ 知識の習得に関して

は自主性に拠る部分が大きい｡

【検討内容】読影補助に足る知識の習得のため様々な

学習方法を試行した｡ その知識の試金石として､ PET/

CT一次所見レポートを作成した｡ さらに､ 自身の作

成した一次所見レポートと放射線科診断医の作成した

二次所見レポートを照合して採点 (5点満点) を行い､

成長過程を評価した｡

【結果】4年間で2千件弱の所見レポートを作成した｡

平均点は､ 1年目：3.73､ 2年目：4.02､ 3年目：4.14､

4年目：4.37であり､ 読影に要する知識の成長が窺え

た｡ 今後は知識の浸透を可能とする体制作りが必要で

あると感じる｡

平成28年熊本震災救護活動に参加して

診療検査科 (画像)
片岡 咲､ 乙部克彦､ 安田英明
丹羽文彦､ 竹島賢治､ 川地俊明
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

平成28年熊本地震への救護活動に放射線技師として

参加したので､ 準備等も含め経験したことを報告する｡

当院からは医師､ 看護師､ 薬剤師､ 放射線技師､ 事務

員の計5名が派遣されたが､ 放射線技師が被災地へ派

遣されたのは今回が初であった｡ 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｡ 超音波

装置を2台持参し､ 現地でDVT検査を4件施行したが

全例で陰性であった｡ 今回は亜急性期の救護活動であ

り､ 医療ニーズは高くなく､ 医療以外の活動が多かっ

た｡ ｢放射線技師｣ としての活動にこだわらず､ ｢やれ

ることは何でもやる｣ 意識が大切だと感じた｡ また､

他のチームとの連携が上手くいかず､ 人材の有効活用

がなされていなかったように感じた｡ 医療者を統べ

る指揮系統の確立､ 行政との連携が重要であると痛感

した｡
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画像誘導放射線治療における位置補正
とスループットについて

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

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
下郷智弘

藤田保健衛生大学 医療技術部 放射線学科
林 直樹
第33回日本放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

【背景】現在, 高精度放射線治療が普及している. ま

た, 通常の外部放射線治療についてもより, 高精度な

セットアップ再現性が求められるようになった. 当院

では, 治療患者数が多いなか, 外部放射線治療装置一

台で高精度放射線治療も行っており, スループットの

向上も重要である.

【目的】当院におけるIGRT位置精度とスループットに

ついてExacTracSystemとCBCT, OBIの比較を行った.

【方法】位置補正の検証として, 骨盤ファントムを用

いて各アイソセンターより, 3軸毎に10mm移動させ

て, 各装置で照合撮影を行った. そして, 位置補正を

行いアイソセンターからの位置ずれをExacTracで測定

した. 次に各装置で補正に要する時間を測定した. 各々

10回行い精度を平均±SD/√nで示した.

【結果】ExacTracで0.22±0.07mm, CBCTで0.63±

0.26mm, OBIで1.08±0.20mmであり, 照合時間は,

ExacTracで27±1.1秒, CBCTで215±10.8秒, OBIで

126±12.5秒であった.

心機能解析ソフトウエアの違いによる心筋
輪郭抽出精度の検討

診療検査科 (画像)
丹羽文彦､ 古川雅一､ 西脇弘純
松岡洋慶
第37回日本核医学技術学会総会学術大会

平成29年10月 横浜

【はじめに】心電図心筋同期SPECT (GMPS) におい

て､ 心筋梗塞などにより心筋欠損を認める症例に遭遇

する｡ 近年各社より心機能解析ソフトが開発され､ 臨

床応用されているものの､ 心筋の輪郭抽出精度につい

て評価はされておらず､ 今回心筋17分割ファントムを

用いて､ 従来より使用されているQGSと比較検討を行っ

たので報告する｡

【方法】基準となるファントムの正常集積における左

室容積をGMPSより求める｡ 次に冠動脈支配領域の

セグメントに欠損を作成し､ 一枝 (LAD,LCX,RCAの

各々)､ 二枝 (LAD+LCX,LAD+RCA,RCA+LCXの各々)

の欠損の状態での左室容積を求め､ Heart RiskView-F

(HRV-F) とQGSで比較した｡ 正常集積でファントム

の左室容積の真値が112.94mlに対しでは､ QGSでは

127ml､ HFV-Fでは118.2mlとQGSがHRV-Fの値より大

きく算出され､ HRV-Fの方が真値に近い値であった｡

一枝の欠損 (欠損割合31～38%) においても左室容積

はQGSがHRV-Fの値より15％程度大きく算出され､

HRV-Fの方が2%の誤差で真値に近い値であった｡ 二

枝の欠損 (欠損割合62～69%) において､ 69％欠損で

はHRV-Fでは自動では解析不能であった｡ QGSでは解

析可能であるものの､ 真値より3.29倍で解析された｡

62％欠損においてはQGSとHRV-Fの値はほぼ同等で､

真値より86％と小さく算出された｡

【結語】HRV-Fは､ 正常例においてQGSに比較して真

値に近い値が算出され､ 62%欠損まではQGSに比較し

て良好な左室輪郭抽出精度を示したものの､ 69%欠損

では解析不能になることがあり､ 注意を要する｡

肝癌のRFA治療効果判定におけるUS
fusionimagingの有用性

診療検査科 (画像)
乙部克彦､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲
坂野信也､ 竹島賢治

消化器内科
多田俊史､ 豊田秀徳､ 熊田 卓
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【はじめに】肝癌の局所療法でRFAの効果判定はCT

やMRIが用いられることが多い｡ しかし実際のRFAは

超音波ガイド下で行われており､ 追加治療を考慮する
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上でも造影US検査によるRFA効果判定が望ましい｡

しかしRFA後の肝癌はB-mode像では不明瞭になるこ

とが多く､ またソナゾイド�による染影が腫瘍染影か

治療後による変化か否か悩ましい症例を経験する｡ 当

院ではGEヘルスケア社製のLOGIQ E9 with XDclear

に搭載されたVolume Navigationを用い､ RFA前のB-

mode像とRFA効果判定時の造影US像とfusionしRFA

の効果判定を行っているのでその有用性について報告

する｡

【対象】2014年11月から2016年11月までの間に当院で

RFAを施行した131結節のうちUS fusionでの評価が可

能であった46症例54結節である｡ 男性31例､ 女性15例､

平均年齢72.8歳､ 平均腫瘍径15.1㎜であった｡

【方法】RFA直前に患者の胸部にVolume Navigation

Reference Sensorを装着し､ 用手的に治療対象となる

結節を含めたvolume dataを取得すると同時にfusion

位置情報を保存した｡ 数日内に行われた造影US検査

による効果判定時に､ 治療直前に取得したvolume

dataと造影US像とfusionして結節の位置と焼灼範囲の

評価を行った｡ 治療効果判定は､ 治療部の明瞭な欠損

域とRFA直前のB-mode像の結節とfusionして､ 日本肝

癌研究会の肝癌治療直接効果判定基準 (RECICL) に

準じ判定を行った｡

【結果】131結節のうち54結節(41.2%)がUS fusionに

よるRFA効果判定が可能であった｡ 77結節はB-mode

では認識困難､ 患者の状態や解剖学的な要因など種々

の理由により施行されなかった｡ 効果判定はTE4a

(腫瘍より大きな壊死巣) が32結節59.3%､ TE4b (腫

瘍影相当の壊死巣) が20結節37%､ TE2 (腫瘍壊死効

果50%未満) が2結節3.7%であった｡ USでTE4と判定

された52結節のうち16結節はCTまたはMRIにて同時

期に効果判定が施行され､ いずれも効果良好であった｡

TE2と判定された2結節はCTでも効果不十分と判定さ

れ追加治療された｡ また､ US fusionで治療効果判定

を行った54結節について､ その後の経過観察のUSお

よびEOB-MRIで癌残存や再発は指摘されていない｡

腸重積の整復透視(高圧浣腸)を契機に腸管
重複症が指摘された1例報告

診療検査科 (画像)
恒川明和､ 竹島賢治､ 伊藤益弘

放射線科
曽根康博

外 科
原田 徹､ 仲野 聡

小 児 科
岩田晶子
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】消化管重複症はすべての消化管にみられる比

較的稀な先天性疾患で､ 腸閉塞､ 消化管出血､ 憩室炎

などの合併症で発症し､ 回腸末端､ 回盲部に比較的多

くみられる｡ 今回我々は､ 腸重積にて整復透視(高圧

浣腸)を契機に発見された腸管重複症の1例を経験した

ので文献的な考察を加え報告する｡

【方法(症例)】年齢９か月男性：頻回嘔吐あり夜間に

ＥＲ受診｡ 浣腸で帰宅経過観察｡ 血便無し｡ 同日､ 午

前に小児科受診｡ USにて腸重積の診断がされたので､

透視下でガストログラフィンにて高圧浣腸で整復を試

みた｡ 上行結腸のカニ爪様先進部が回盲部まで整復さ

れても､ 造影剤が肛門から漏出後排泄されてしまい､

再度整復を試みて施行するともともとあった上行結腸

から小腸あたりへと移動したが､ 小腸内に直径2cmの

球形の腫瘤陰影は残存したままであった｡ 整復透視直

後にCTを施行したところ､ 回盲部に嚢腫状腫瘤を認

めた｡ 回腸末端に腫瘤があり､ 繰り返す腸重積の原因

となっているもう少し腫瘤が大きくなれば腸重積を起

こさなくとも腸閉塞の原因となるため手術は必須で

OPE施行｡

【所見結果】OPEにて回腸末端のバウヒン弁直下に腫

瘤様病変を認めた｡ 病理割面では固有筋層の形成を伴っ

た真性憩室 (congenital diverticulum)を認める｡ 憩室

は嚢状に拡張し､ その内腔は異所性胃粘膜 (胃腺窩上

皮と幽門腺様組織) で裏打ちされる｡ 以上の所見より､

球状 (嚢状) 小腸重複と判定された｡

【結語】今回我々は､ 整復透視(高圧浣腸)を契機に腸

管重複症の一例を経験したので報告する｡
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欠損領域を有する心筋ファントムを
用いた心筋血流解析ソフトの解析精度
に関する基礎的検討

診療検査科 (画像)
松岡洋慶､ 丹羽文彦､ 高橋健一
西脇弘純､ 古川雅一､ 小川定信
傍島篤洋､ 高田 賢､ 加藤 勲
後藤竜也､ 若畑 茜､ 太田莉乃
竹島賢治
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】当院では､ 心電図同期心筋SPECT (以下

GMPS) の心筋機能解析ソフトとしてQuantitative Gated

SPECT (以下QGS)とCardio REPOを用いている｡ 症例

の中には心筋梗塞などにより心筋欠損を認める症例に

遭遇し､ 欠損領域の大きさにより各ソフトでの数値が

異なることがある｡ そこで､ 今回欠損領域を有するファ

ントムを用いて解析ソフトの違いによる解析精度の比

較検討を行った｡

【使用機器】・ガンマカメラ：Bright View(PHILIPS)・

ファントム：静態心筋17分割ファントム(NBS社製)・

解析処理装置：EBW(PHILIPS)・解析ソフト：Quantitative

Gated SPECT､ cardio REPO

【方法】ファントム内すべてに､ 正常心筋への集積と

同等の放射能濃度に調整したRI溶液(Tc-99m)を満たし

て､ 正常ファントムを作成した(以下[正常])｡ 次に､

RI溶液の代わりに脱気水を部分的に満たして欠損領域

とすることで､ 領域の位置や大きさの異なる6種類の

ファントムを作成した(以下[欠損①]～[欠損⑥])｡ 心電

図発生装置を用いて､ 擬似的に[正常]と[欠損①]～[欠

損⑥]の GMPSを収集した｡ QGS及びCardio REPO

より求めたVolume値を比較検討し､ 解析精度を評価

した｡

【結果】QGSによる解析では､ すべてのファントムで

比較的真値に近い結果だった｡ Cardio REPOによる解

析では､ [正常]ファントムは真値とほぼ同等の結果だっ

たが､ 欠損領域が62％以上([欠損④]～[欠損⑥])のファ

ントムで真値との大きな乖離が見られた｡

【結論】QGSによる解析は比較的精度の高い結果だっ

たが､ Cardio REPOによる解析は欠損領域の位置や大

きさによって精度が下がる傾向にあった｡ 本検討は実

患者では存在し得ない広範囲での欠損を有するファント

ムも用いたため､ 今後は濃度の異なるRI溶液を用いる

ことで集積低下の程度に変化をつけて､ 様々な集積低

下領域を有するファントムによる比較検討も行いたい｡

放射線治療室設置のレーザーポインターの
経年劣化と点灯後の日内変化について

診療検査科 (画像)
松山哲也､ 高木 等､ 田中敬介
山崎希世

放射線治療科
小林英敏､ 伊藤正之

岐阜医療科学大学 保健科学部
下郷智弘

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
林 直樹
第45回日本放射線技術学会秋季学術大会

平成29年10月 広島

【背景】IGRT(Image gaide radiotherapy)の発達により､

患者の位置合わせの精度が向上している｡ しかし､ 実

際の位置合わせにはレーザーが使用されていることに

変化はない｡ さらに､ IGRTのキャリブレーションの

位置として､ レーザーが用いられているのが現状であ

り､ IGRTにはレーザーが大きく関係している｡ レー

ザーのずれは毎日のQAにより確認されてはいるが､

確認方法としては､ 壁面の印による確認である｡ その

ため､ 突発的な大きなズレは認識可能であるが､ 点灯

してからの経時的な細かなズレは確認しにくい｡

照射系とレーザーとの相互のアイソセンターのズレは

毎月のQAが推奨されている､ Winston Latz Testによっ

て確認されている｡ 自施設のWinston Latz Testにより､

レーザーはAnterior方向に経時的にズレていく傾向が

あることが確認された｡ そのため､ 線量測定やIGRT

のキャリブレーションを行うときには若干のずれを含

んでいることを考慮に入れなければならない｡

しかし､ レーザー点灯時から位置合わせを行い､ 照射

を行うまでにレーザーはブレを起こしている可能性が

ある｡ そのため､ そのブレも考慮に入れる必要がある

と思われる｡

【目的】レーザー点灯時から経時的なズレと､ 短期的

なブレの大きさを確認する｡
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【方法】カウチに金尺をはり､ 金尺がアイソセンター

になるように設置する｡ 金尺と観測しないレーザーが

被り見にくいため､ 確認しないレーザーから少しずら

して､ 設置した｡ ビデオカメラで撮影し､ 1分～20分

まで1分毎と､ 4時間の間1時間毎に20秒間1秒20枚ずつ

切り取り､ レーザーのズレ量を調べた｡ 観測するレー

ザーは今回､ アイソセンターから一番距離のあるRight

方向のサイドレーザーのみとした｡

【結果】レーザーの経時的なブレの大きさは､ 時間が

経つとともに減少していく｡ そのズレ量がプラトーと

なるのは点灯後1分となった｡

レーザーの経時的な位置のズレの大きさは､ 時間が経

つとともに上昇していく｡ そのズレ量0.1ｍｍがプラ

トーとなり､ 時間としてはのは点灯後1時間となった｡

当院における膵臓MRエラストグラフィー
の初期検討

診療検査科 (画像)
太田莉乃､ 小川定信､ 傍島篤洋
後藤竜也､ 若畑 茜､ 古川雅一
高橋健一､ 西脇弘純､ 高田 賢
加藤 勲､ 松岡洋慶､ 竹島賢治
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】慢性膵炎や膵癌は正常膵に比し､ 線維化を来

すため理論的に硬度(エラスト値)が上昇すると言われ

ている｡ 当院では平成27年4月よりMRI装置の更新に

よりMRエラストグラフィーが可能になったが､ 膵臓

のMRエラストグラフィーは経験が少ない｡ そこで今

回は臨床へ活かす為に､ 最適な撮像条件及び正常膵の

エラスト値を比較､ 検討した｡

【方法】健常ボランティア13名を対象に､ MRエラス

トグラフィーを撮像した｡ パッシブドライバーを上腹

部正中に固定し､ FOV＝42.0cm､ slice thickness＝7.0

mm､ slice gap＝2.5mm ､ NEX=2の条件で､ Driver

Frequencyを40Hz､ 60Hzと変化させた｡ MRエラスト

を10断面撮像し､ 得られた硬度マップとT2強調像を

フュージョンさせ､ 計測不可領域を除いた膵頭部､ 体

部､ 尾部に手動で関心領域(以下ROI)を設定し､ エラ

スト値をそれぞれ求めた｡ また､ 両周波数の計測不可

領域を視覚的に評価した｡

【結果及び考察】Driver Frequencyが40Hzの場合､ 膵

頭部1.44±0.40kPa､ 体部1.39±0.23kPa､ 尾部1.32±0.1

8kPaであり､ それぞれの値に有意差はなく(Kruskal-

Wallis p=0.339)､ 膵全体のエラスト値は1.39±0.30kPa

であった｡ 60Hzでは､ 膵頭部2.70±0.93kPa､ 体部2.66

±0.47kPa､ 尾部2.62±0.55kPaで､ こちらも有意差は

なく(Kruskal-Wallis p=0.750)､ 膵全体のエラスト値は

2.66±0.56kPaであり､ 両者に相違を認めた｡ 計測不可

領域は60Hzで広くなる傾向であり､ 膵臓は肝臓と異

なり､ 脂肪､ 脈管や消化管に囲まれ深部に存在するた

め､ 周波数の低い程透過性が高く､ 良好な結果が得ら

れたと思われる｡

【結論】膵臓MRエラストグラフィーの有用性が示唆

された｡

乳房撮影用CR装置におけるIP劣化の
評価検討

診療検査科 (画像)
渡辺明里､ 田中愛未､ 伊藤清華
伊藤 唯､ 山中一輝､ 梅本 伸
佐竹倫矩､ 恒川明和､ 伊藤益弘
竹島賢治
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】当院の乳房撮影は2台(FPD装置一台､

CR装置一台)で運用している｡ その中でCR装置のIPは

2009年より使用しており､ 乳腺､ 間質組織､ 脂肪､ 血

管､ 皮膚などのX線吸収係数が近似している組織の撮

影では､ 経年劣化による画質の低下が懸念される｡

【目的】現在使用している乳房撮影用CR装置のIPの

劣化の有無､ およびその程度を検証する｡

【方法】ほぼ未使用のIPを基準に､ 現在使用している

IP8枚の比較を行った｡ 1. 被写体なし､ 圧迫板ありの

状態で撮影し､ filmを出力した後､ 目視による比較を

行った｡ 2. 156ファントムを撮影し､ 複数のポイント

で濃度を測定することで､ 濃度､ コントラストの低下

を検証した｡

【結果】1. 被写体なしの目視による比較｡ ほぼ未使

用のIPではヒール効果による濃度減衰を認めたが一様
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に均一な濃度を呈した｡ 一方で､ 既存のIPには､ 乳房

の形に陰影が確認された｡ 2. 156ファントムを用いた

検討｡ 中央付近の濃度を比較すると､ 基準値1.50±0.1

に対し､ ほぼ未使用のIPは1.52､ 既存のIPは平均1.46

と低下していた｡ 円盤部と周囲の濃度差は､ 基準値

0.4以上に対しほぼ未使用のIPでは0.54､ 既存のIPは

0.48と範囲内であったが､ コントラストの低下を示

した｡

【考察】目視により確認された乳房形の陰影は､ 頻回

な使用によるものと考えられ､ 画質にも少なからず影

響を及ぼすと思われる｡ 濃度の検討では､ 既存のIPは

基準値以上であるが未使用のIPと比較すると濃度が低

下しており､ コントラストに影響を与えたと考えられ

る｡ 基準値を下回った場合､ 画質の低下が読影にも影

響し癌発見の低下が懸念される｡ 今回の検討の結果､

当院で使用している乳房撮影用IPは劣化しており､ 新

規購入､ 交換が望ましいと考えた｡

【まとめ】IP劣化の発生時期は使用頻度や撮影するX

線量によって変化するため､ 定期的に点検を行い早い

段階でのIP劣化現象をとらえることが重要と思われる｡

一般撮影における再撮影の分析

診療検査科 (画像)
山中一輝､ 梅本 伸､ 伊藤清華
伊藤 唯､ 佐竹倫矩､ 田中愛未
渡辺明里､ 恒川明和､ 伊藤益弘
竹島賢治
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】今日の一般撮影ではCR・FPDによるデ

ジタル画像が主流となっており､ 瞬時に撮影した画像

を確認できる｡ その反面､ 当院のシステムでは再撮影

時に破棄した画像は完全に消去される｡ そのため､ 従

来のロスフィルム検討のように再撮影の数や原因を把

握できないという問題点があった｡

【目的】再撮影の画像を検討し､ 再撮影率とその原因

を評価する｡

【方法】対象は一般撮影担当者8名で､ 再撮影の件数

と原因について検討行った｡ 方法は､ 再撮影時に破棄

する画像をデジタルカメラで写真に残し､ 終業時に再

撮影の原因 (ポジショニング不良､ 画像ブレ､ 異物､

画像欠損､ その他) について検討会を行った｡ そのデー

タを集計し､ 再撮影率と原因別の再撮影率､ 撮影部位

別における再撮影率について評価した｡

【結果】再撮影率は新人技師が高く､ 原因では､ ポジ

ショニング不良と画像欠損が多くみられた｡ 撮影部位

別では膝関節側面撮影が最も多かったが､ 各技師で再

撮影の部位方向にばらつきがみられた｡

【考察】再撮影は可能な限り少ない方望ましいが､ 撮

影技術や知識・経験などが大きく関与する｡

終業時の検討会で得られた情報は､ 再撮影を防止する

ために有益なものであった｡ また､ 各技師の再撮影の

傾向を把握することで､ 不得意な撮影を克服できるな

ど撮影技術の向上へ繋がると考えられた｡

診療放射線技師の外傷診療における
意識調査

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 浦崎昇平､ 福島智久
丹羽文彦､ 橋ノ口信一､ 石川照芳
竹島 賢治
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【背景・目的】診療放射線技師(以下技師)は業務上､

傷病者と接する機会は多いが切迫状況の認識や損傷

認識能力に関して十分であるとは言い難い｡ 技師に対

して外傷診療に対する意識調査を行い3年後に再調査

した｡

【方法】西濃地域の技師に対し外傷診療に関するアン

ケートを行った｡ 3年後に当院の技師を対象に同じ内

容のアンケートを行い意識変化を調査した｡

【結果】初回調査時は救急用語や身体評価に対する知

識が乏しい結果となった｡ 3年後の調査では救急用語

や身体評価について比較的理解良好であった｡

【考察】初回調査時は全体的に高い意識状況とは言え

ず､ 技師の外傷教育は不十分であると思われた｡ 3年

後の調査では基礎的知識において改善傾向が見られ､

認定取得者の増加や啓発活動を行った効果と思われた｡

認定取得者に比べ非認定者の向上率は芳しくなく､ 認

定等の取得や学習機会の増加が必要であると考える｡
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【結語】外傷診療に関する知識の習得には認定取得が

有用であり､ 反復した教育の重要性を認識した｡

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10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11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35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

とTeickholz法によるLVEF､ SV､ CO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｡ 結果､ 心エコー図の

LVDd､ LVDsとpeak CT値に有意な相関が得られた｡

(いずれもP<0.05) peak CT値と本scanで得られた大動

脈基部のCT値との相関性は他文献でも報告されてお

り､ 心エコー図の左室径が造影剤使用量決定の一助と

なる可能性が考えられた｡

当院における膵臓MRエラストの初期検討

診療検査科 (画像)
太田莉乃､ 小川定信､ 傍島篤洋
後藤竜也､ 若畑 茜､ 古川雅一
高橋健一､ 西脇弘純､ 高田 賢
加藤 勲､ 松岡洋慶､ 竹島賢治
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【目的】膵疾患(慢性膵炎や膵癌)の診断にMRエラス

トを活用する為に最適な撮像条件及び正常膵のエラス

ト値を検討､ 比較した｡

【方法】健常者13名を対象にDriver Frequencyを40Hz､

60Hzと変化させMRエラストを撮像し､ 膵頭部､ 体部､

尾部のエラスト値を求めた｡ また計測不可領域を視覚

的に評価した｡

【結果・考察】Driver Frequencyが40Hzでは､ 頭部1.44

±0.40kPa､ 体部1.39±0.23kPa､ 尾部1.32±0.18kPaで､

それぞれの値に有意差はなく膵全体のエラスト値は

1.39±0.30kPaであった｡ 60Hzでは頭部2.70±0.93kPa､

体部2.66±0.47kPa､ 尾部2.62±0.55kPaで､ こちらも有

意差はなく膵全体のエラスト値は2.66±0.56kPaであり

両者に相違を認めた｡ 計測不可領域は60Hzで広くな

る傾向であり､ 膵臓は脈管や消化管に囲まれ深部に存

在する為､ 周波数の低い程透過性が高く､ 良好な結果

が得られたと思われる｡

【結論】膵臓MRエラストの有用性が示唆された｡

脂肪肝における超音波スコアとMRIに
よる肝脂肪化率との比較

診療検査科 (画像)
石川照芳､ 橋ノ口信一､ 市川宏紀
片岡 咲､ 吉田芽衣､ 丹羽文彦
竹島賢治
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【目的】我々は脂肪肝のB-mode所見のスコアリング

(以下US脂肪肝スコア) が肝組織の脂肪化面積と相関

することを報告し､ 脂肪肝の重症度の指標としている｡

今回､ US脂肪肝スコアとMRIにより定量化された肝

脂肪化率を比較した｡

【対象】USとMRI (IDEAL-IQによる脂肪測定：PDFF

値) が同時期に施行された399例｡

【方法】USは脂肪肝スコアを既報 (Hamaguchi,AJG,

2007) より分類､ MRIは既報 (Imajo,Gastroenterology,

2016) より脂肪化Gradeごとに分類した｡ 使用装置は

US：logic S8､ MRI：ディスカバリ-750W 3T

【検討項目】(1) US脂肪肝スコアとPDFF(MRIでの脂

肪含有量)との比較 (2) US脂肪肝スコアとMRI脂肪化

Gradeとの比較 (3) US脂肪肝スコアとSWEの比較 (4)

US脂肪肝スコアおよびPDFFと肝組織脂肪滴比率との

比較

【結果】(1) US脂肪肝スコア0/1/2/3/4/5/6は288/15/22/
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18/31/18/7例であった｡ (2) US脂肪肝スコアとPDFF

値の相関はr=0.725､ p＜0.001であった｡ (3) US脂肪

肝スコア別の脂肪化Gradeの比較はp＜0.001であった｡

(4) US脂肪肝スコアと肝組織脂肪滴比率の相関はr =

0.95､ P＜0.001であった｡ PDFF値と肝組織脂肪滴比率

の相関はr = 0.928､ P＜0.001 であった｡

【考察】US脂肪肝スコアとMRIによるPDFF値の間に

は強い相関が認められた｡ さらにPDFFからの予測し

た脂肪化GradeとUS脂肪肝スコアとの比較もスコア高

値例ではGradeが高い症例が多く認められた｡ また､

肝生検例においても､ US脂肪肝スコアおよびPDFF値

とも脂肪滴を認める肝細胞の比率 (%) と強い相関が

認められた｡

【結語】US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であり､ 有用な検査法

である｡

Symbia Evo Excelの導入による初
期使用経験

診療検査科 (画像)
高橋健一､ 松岡洋慶､ 西脇弘純
丹羽文彦､ 古川雅一､ 竹島賢治
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【はじめに】当院では3台のシンチカメラを使用し年

間約2,500件 (心臓:7割) の検査を行っている｡ そ

のうちの1台ADAC社製ガンマカメラVERTEX plusを

1997年から使用してきたが､ 今回2017年8月に装置の

更新に伴いSIEMENS社製ガンマカメラSymbia Evo

Excelを導入した｡ 2017年9月の稼働から現在までの初

期使用経験を報告する｡

【内容】機器更新に伴い装置の特徴をいくつか列挙

する｡

・設置面積がクラス最小レベルであり検査室内が有効

に使用できる｡ ・高感度フルデジタル検出器搭載のた

め､ 高感度な画像が得られる｡ ・ガントリはオープン

デザイン､ ショートガントリであり解放感を有し､ 被

検者の負担軽減が期待できる｡ ・2重赤外線センサに

より自動近接撮影が簡単に安全に行える｡

【症例】骨：Symbia Evo ExcelのLEHR､ LMEGPおよ

び既存の装置Bright View XのCHRで収集した画像を

提示｡ 心臓：既存の装置Bright View Xの画像はFilter

のCutoffは0.32の画像､ Symbia Evo Excelの画像は

FilterのCutoffを0.38から0.46に変更し視覚的評価を行っ

た画像を提示｡

【今後の検討】今後さらによりよい画像を得るために

細かな検討や調整は必要と考える｡ またファントム実

験による評価などをしていきたいと考えている｡

【まとめ】当院のガンマカメラ更新に伴う初期使用経

験を報告した｡

当院におけるCT読影補助と放射線科医
からのフィードバックについて

診療検査科 (画像)
竹中和幸､ 北川博文､ 中村祐介
乙部克彦､ 坂野信也
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【はじめに】当院では画像検査において診療放射線技

師が読影補助を行い､ 放射線科医にて最終確定されて

いる｡ 放射線科医の立場で注意喚起を要する所見の見

逃しに対して後日連絡票にて通知される｡

【目的】放射線科医からの通知 (フィードバック) の

内容を元に､ 今後の読影補助能力の向上・改善策を見

出す｡

【方法】フィードバックされた内容を内容項目に応じ

て4段階 (軽微～重度) に分類､ 解析した｡

【結果】重度の見逃しには悪性疾患､ 緊急処置を要

する所見が該当し､ 件数は少ないものの重大性が大き

かった｡

【考察】見逃しの要因の多くは必要とされる解剖学・

病態の知識不足や疲労などの心的要因であり､ 改善策

としては症例の情報共有､ 診療科との連携､ 技師の人

数確保が考えられた｡

【結語】放射線科医からのフィードバックは放射線技

師において有用であり､ 活用することで個々の読影補

助能力の向上につながることが期待される｡
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一般撮影室における患者急変時初期対応
シミュレーションを反復して行うことの
有用性について

診療検査科 (画像)
伊藤 唯､ 市川宏紀､ 伊藤清華
梅本 伸､ 田中愛未､ 佐竹倫矩
渡辺明里､ 恒川明和､ 伊藤益弘
竹島賢治
第10回中部放射線医療技術学術大会

平成29年11月 岐阜

【背景･目的】当院において一般撮影室は人事異動が

頻回で､ 造影剤などの薬剤を使用する機会も少なく急

変対応の経験が少ない｡ そのため危険意識の向上や対

応力強化を目的に年に1回､ 急変時対応シミュレーショ

ンを行っているが毎回新たな改善点が振り返りで抽出

される｡ そこで今回反復して行う訓練の有用性につい

て検討したので報告する｡

【方法】訓練は業務環境に近づけるため医師を含めた

多職種も参加し､ 毎回シナリオを変え急変覚知から搬

送まで行った｡ その後振り返りを行い､ 問題点を議論

した｡

【結果】反復した訓練を行う事で､ 記録や連絡方法な

ど前回の問題点をより洗練した改善ができ､ シナリオ

ごとに異なる観点の問題点も抽出することができた｡

【考察】一般撮影室は人事異動が頻回であり参加者が

毎回異なることに加え､ 毎回シナリオを変えることで

多様な観点から問題点が抽出されたと思われる｡ また､

反復した訓練は過去の改善点を試用する機会にもなり

有用であった｡

【結語】反復して訓練を行うことで新たな問題点の抽

出や過去の改善点の精錬がされ有用である｡

腹部超音波検査を契機に発見された
胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) の1例

診療検査科 (画像)
吉田芽以､ 片岡 咲､ 市川宏紀
橋ノ口信一､ 石川照芳､ 丹羽文彦
第44回超音波研究会

平成29年11月 土岐

【はじめに】IPNB (intraductal papillary neoplasm of

bile duct) は､ 胆管内に発生し膵のIPMN (intraductal

papillary mucinous neoplasm)､ 特に主膵管型IPMNに

類似した発育形態をとる｡ 胆管上皮由来の乳頭状腫瘍

であり､ 腫瘍の主座の胆管は拡張し､ 高度の嚢胞状の

拡張を示すことが多い｡ 今回我々は､ 腹部超音波検査

(US) を契機に発見されたIPNBを経験したので報告

する｡

【症例】78歳､ 男性｡ 20XX-16年よりC型慢性肝炎で

当科通院中｡ 20XX-1年1月のUSで肝S4に嚢胞性病変

が出現した｡ 20XX-1年8月､ 20XX年2月の経過観察

のUSではサイズや性状に変化はみられなかったが､

20XX年9月のUSで嚢胞性病変の内部に乳頭状の充実

エコーを認め､ 精査となった｡ 血液生化学所見に特記

事項は無かった｡ USでは肝S4に､ 内部に乳頭状の充

実エコーを伴う円形の嚢胞性病変を認め､ 周辺の胆管

拡張を伴っていた｡ 造影USでは乳頭状の充実エコー

部に動脈優位相にて内部に細かな点状エコーがみられ

全体が早期に染影された｡ 門脈優位相で染影は消失し､

後血管相でも染影は消失したままであった｡ 造影によ

り拡張胆管がより明瞭に描出され､ 嚢胞性病変との連

続性がみられIPNBが疑われた｡ Dynamic CT(computed

tomography)では内部に充実部を伴う多房性の嚢胞性

病変を認めた｡ 充実部に造影効果はみられたが､ サイ

ズが小さく血行動態の評価は困難であった｡ MRCP

(magnetic resonance cholangiopancreatography) では胆

管と連続した内部に乳頭状の充実部を伴う嚢胞性

病 変 を 認 め た ｡ ERCP (endoscopic retrograde

cholangiopancreatography)では胆管造影後､ 管腔内US

を施行したところB4の腫瘍が観察されたが､ 腫瘍が

左肝管内に進展する所見は認めなかった｡ 各種画像検

査からもIPNBを第一に疑い､ 当院外科にて肝拡大左

葉､ 尾状葉切除を施行した｡ 病理組織所見では嚢胞状

に拡張した腺管内に粘液を有する高円柱形胞体を持つ

細胞が乳頭状に増殖する像を認めた｡ 核の腫大と配列

の乱れが目立つ部分がみられ病理学的診断は乳頭腺癌

であった｡

【結語】定期のUSで嚢胞内の充実部を早期に発見し

加療できたIPNBを経験した｡ 造影USは充実部が腫瘍

かどうかの判定に非常に有用であった｡
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The utility of scoring system of irradiation
precision management for IMRT on prostate
cancer

診療検査科 (画像)
高木 等､ 田中敬介､ 松山哲也
山崎希世

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
日本放射線腫瘍学会第30回学術大会

平成29年11月 大阪

【背景】前立腺がんの強度変調放射線治療 (以下､

IMRT) において､ 画像誘導放射線治療 (以下､ IGRT)

は必須である｡ 複数のIGRT装置を併用する事で､ 位

置照合精度は向上し､ 副作用の発生を防ぎ､ 治癒向上

が期待できる｡ しかし､ IGRT装置に頼るだけではな

く､ 計画用CT､ 固定精度､ 尿量調節､ 直腸内の状態

管理､ 治療整位確認､ 照射中の体動抑制なども重要で

ある｡ 各々の精度管理は困難で､ 総合的判断が必要と

される｡

【目的】我々は､ IMRTに関連する精度管理を10項目

に分類して､ 各項目をスコア化し､ 総合的に評価する

事により､ IMRTにおいて､ 詳細情報を明確にスタッ

フ間で共有し､ 安定したIMRT精度管理ができるよう

にしている｡ 結果､ IMRTの精度管理を評価する事が

今回の目的である｡

【方法】精度管理10項目をスコア化した｡ 評価は､

各スコアの合計点で､ AA､ A､ B､ C､ Dに分類した｡

AAおよびAは､ 照射を実施した｡ Bは､ 低いスコアの

項目に修正を加えて､ 可能な場合は照射した｡ C､ D

は､ 照射はできないと判断した｡ また､ 最終的に全回

数の総合評価を検討する事により､ IMRTにおける改

善点を見出すことに利用した｡

【結果】各項目の状態が一括で管理出来できるように

なり､ 継続的な傾向が容易に把握出来るようになった｡

よって､ 照射期間中に可能な限り､ 改善しながら照射

を実施する事が可能となった｡

【結語】IMRT精度管理において､ 治療技師間で詳細

情報を有意義に共有できるようになり､ 照射に対して､

より一層の意識向上に繋がった｡

急性胆嚢炎におけるUSとCTの画像
所見の比較

診療検査科 (画像)
市川宏紀､ 福島智久

救命救急部
坪井重樹､ 木村拓哉､ 川崎成章
第20回日本救急医学会中部地方会 総会･

学術集会

平成29年11月 高山

【目的】胆嚢炎診療ガイドラインでは超音波検査(以

下US)は推奨度1､ レベルAに位置付けられているが時

間外救急での画像診断は多くの施設でCTに依存して

いる｡ 急性胆嚢炎におけるUSの診断成績を評価する

ためCTの画像所見と比較検討した｡

【方法】対象は2015年1月から2017年4月にUSとCTと

手術を同日に施行され､ 病理組織学的に急性胆嚢炎と

診断された63例｡ USとCTの共通所見として腫大､ 壁

肥厚､ 胆泥を抽出し､ USは壁内低エコー帯､ CTは周

囲脂肪織濃度上昇も含め検討した｡ 各項目と複合所見

について感度､ 特異度､ 陽性的中率､ 陰性的中率を求

めた｡ 同期間に胆石症として手術された395例を陰性

症例として用いた｡

【結果】感度､ 特異度は各々腫大(US:CT＝85%:81%､

81%:85%)､ 壁肥厚(US:CT＝94%:91%､ 64%:76%)､ 胆

泥(US:CT＝78%:13%､ 77%:95%)､ US壁内低エコー：

CT脂肪濃度上昇＝(83%：89%､ 95%：93%)となりCT

とほぼ同等であった｡

【考察】本検討ではUS､ CTともに腫大や壁肥厚の感

度は高く､ USの診断成績はCTと同等だと考えられ､

USを先行して行うことで除外診断等を行える可能性

がある｡

【結語】急性胆嚢炎におけるUSの診断成績はCTと同

等に良好であり､ 時間外救急においても第一選択の役

割を果たすと考えられた｡
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骨盤単純X線撮影における正面性の検討

診療検査科 (画像)
梅本 伸､ 市川宏紀､ 伊藤 唯
伊藤清華､ 伊藤益弘

救命救急部
坪井重樹
第20回日本救急医学会中部地方会 総会･

学術集会

平成29年11月 高山

【背景・目的】外傷時の骨盤単純X線撮影(以下骨盤X

P)は正面性の担保が重要であるが､ 重症外傷患者は正

確な撮影を行うことが困難な場合がある｡ 外傷部位に

よる骨盤XPの正面性の影響について検討する｡

【方法】2017年1月から6月に救急外来で骨盤XPが施

行された353例を対象とし､ 外傷部位別に頭部､ 胸部､

腹部､ 脊椎､ 下肢､ 上肢､ 外傷無し群に分類した｡ 骨

盤の外傷については､ 検討項目から除外した｡ 正面性

の評価は閉鎖孔の左右径の差とし､ 外傷無しと外傷有

りについて比較検討した｡

【結果】閉鎖孔の左右径差は外傷無しに対し､ 下肢､

脊椎の外傷で有意差を認めた(P＜0.01)｡ 頭部(P=0.077)､

胸部(P=0.096)､ 腹部(P=0.515)､ 上肢(P=0.075)の外傷

では有意差を認めなかった｡

【考察】下肢､ 脊椎に外傷を伴う場合は､ 外傷無しや

他部位外傷時に比し骨盤XPの正面性が乏しい結果と

なった｡ 下肢の整位の可否が骨盤の整位に影響を及ぼ

すと思われ､ 疼痛による体動や脊椎損傷による感覚異

常などが原因として考えられた｡ 撮影時は､ 二次的損

傷のリスク回避の観点からも診療放射線技師だけでな

く､ 外傷診療に習熟したスタッフによる撮影介助が必

要であると思われる｡

【結語】下肢､ 脊椎外傷は骨盤XPの正面性に影響を

与える可能性がある｡

放射線治療情報システムの更新に伴い､ カスタ
マイズしたことによる機能性の向上

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
第63回放射線治療技術研究会

平成29年12月 岐阜

近年､ 病院情報システム(Hospital Information System:

HIS)､ 放射線情報システム(Radiotherapy Information

System : RIS)の導入が加速的に増加している｡ しか

し､ 導入したシステムの稼動年数は､ 概ね5～6年で

あり､ 装置の耐用年数､ 対応するコンピュータのOS

(Operation System)の変化により､ 更新が必要となる｡

しかし､ システムの更新は病院の収益となることは少

なく､ 困難な場合が多い｡

当院の放射線治療室における治療RISの更新は､

Varian社の放射線治療データ管理システムであるARI

Aの更新と同時に実施した｡ 更新に際して機能向上を

目標とした､ 治療RISの端末などの種類､ 必要台数､

設置場所および内容の変更を行い､ 発生した問題とそ

の対処､ 結果についての報告が目的である｡

2009年11月に導入した横河医療ソリューションズ社

製治療RISを2015年4月に更新を計画したが､ 2016年

9月に更新し､ 兼ねてから､ バージョンアップ予定で

あったARIAと同時に更新することにより､ 照射休止

期間を短くなるようにした｡ スケジューリングと作業

効率を検討した｡

治療RISの更新により､ 存在価値､ 重要性を再認識し､

利便性は向上した｡ 今回の作業にはよる照射休止期間

は､ 1日であった｡ また､ 作業期間前後において､ 大

きなトラブルはなかった｡ 更新中の問題として､ 患者

情報の表示や分割表示の不具合や自施設の運用と帳票

の記載項目の乖離､ CSV出力情報の誤り等があげられ

た｡ これらは更新期間中に対処出来ないことが多く､

マイナーバージョンアップを待つことが多かった｡ 自

施設では更新の上のカスタマイズとして､ 患者実施一

覧の色彩の変更により､ 直感的に表示を認識し易い様

にした｡ さらに､ 治療実施画面ではField情報の順番

を変え､ いらない項目を削除した｡ これにより､ スルー

プットの向上や誤認識の防止などが図れると思われる｡

導入した時より一層､ 更新の時期にいたるまでに､ 前

もって綿密な計画をすることが大切で､ 更新により､

環境整備が充実し､ 施設の利益につながるように考え

ておくことおくことが必要である｡
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高濃度乳房の症例検討

診療検査科 (画像)
吉 田 芽 以
第10回女性分科会

平成30年１月 岐阜

高濃度乳房のためMMGで腫瘤が認識できなかった

症例を報告し､ 考察として乳房構成による病変の見え

方についてまとめた｡

大規模災害時における放射線部門動作
マニュアル作成の取り組み

診療検査科 (画像)
松岡洋慶､ 加藤 勲､ 伊藤益弘
安田英明､ 市川宏紀､ 堀 貴好
田中敬介､ 福島智久､ 片岡 咲
田中愛未
第23回日本集団災害医学会総会

平成30年２月 横浜

【背景】当院は岐阜県における地域災害拠点病院(第

三次救急)であり､ 大規模災害時には地域医療の根幹

を担わなければならない｡ 当院には職員全員を対象と

した災害対策マニュアルやシステムダウンマニュアル

等は制定されているものの､ 放射線技師のみを対象と

した詳細なマニュアルは作成されていなかった｡ 今回

我々は､ 放射線技師を対象とした大規模災害時の動作

マニュアルを作成したので報告する｡

【過程･内容】約50名の放射線技師より､ 災害時に放

射線業務の根幹を担うであろう人材を数名抽出してワー

キンググループ(以下W.G.)を組織し､ W.G.主導でマニュ

アル作成を行った｡ マニュアル内には大規模災害発生

時の放射線技師の動作と撮影業務を､ 発生時から災害

医療体制解除まで､ 詳細に記載した｡ また､ 放射線技

師の業務は検査種別によって多岐に亘るため､ 検査ご

との患者･職員の安全確保方法､ 装置･施設の管理方法

などの内容を含めた｡ 更に､ 状況確認を円滑に行うた

めの災害時チェックリストも併せて作成した｡

【結語】大規模災害が発生した際に放射線技師として

混乱なく業務に当たれるよう､ W.G.を組織して動作

マニュアルを作成した｡

岐阜県の診療放射線技師による原子力
災害を想定した取り組み

診療検査科 (画像)
加藤 勲､ 松岡洋慶､ 市川宏紀
第23回日本集団災害医学会総会

平成30年２月 横浜

岐阜県は､ 最寄りの原子力事業所 (敦賀発電所) か

ら県境まで約25kmの位置にあることに加え､ 若狭湾

方向から風が吹く日が多いことから､ 原子力災害を被

る恐れがある｡ 診療放射線技師は放射線と被曝に関す

る専門家であり､ 原子力災害時には殊にその知識と経

験が必要とされると想定されるため､ 平時よりその対

策を講じておく必要がある｡

原子力災害が発生した際に診療放射線技師が遂行す

べき任務は､ 災害医療を行うことのみならず､ 避難者

に対する体表面汚染スクリーニング (以下:避難退域

時検査) や､ 住民への放射線に関わる知識の啓蒙活動

などが挙げられる｡ 岐阜県に属する診療放射線技師と

してこれらを迅速･安全･適正に行えるよう､ ① ｢原子

力災害医療対応研修講師養成講座｣ (原子力規制庁委

託) への参加､ ②研究会開催による放射線測定器の取

扱･走査方法の教育､ ③揖斐川町で行われた ｢岐阜

県原子力防災訓練｣ への参加 (避難退域時検査の指導

と実施) などを行った｡ また､ 当院 (大垣市民病院)

においては緊急被曝医療マニュアルの作成も行なった｡

原子力災害を被る恐れのある岐阜県に属する診療放射

線技師として様々な取り組みを行ったので､ これを報

告する｡

DAAs(direct-acting antiviralｓ)にて
HCVが除去された症例のEOB-MRIに
よる経過観察

診療検査科 (画像)
小川定信､ 古川雅一､ 若畑 茜
傍島篤洋､ 後藤竜也､ 太田莉乃

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史

放射線科
曽根康博
第24回肝血流動態・機能イメージ研究会
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平成30年２月 福岡

【背景】C型肝炎はDAAsの出現で高率にウイルスの

除去 (SVR) が得られるようになったが､ 高齢・線維

化進行例でのSVR例が増加し､ その後の肝発癌の増加

が予想され効果的な観察法の確立が緊急の課題である｡

今回われわれはEOB-MRIによる肝発癌診断の前向き

研究を行った (UMIN000017020､ 2015/04/15)

【対象および方法】対象は2014年9月から2016年12月

の間にDAAsを投与した805例中､ SVRが得られ､ EOB-

MRIを2回以上撮像 (半年から1年の間隔) した440例

である｡ これらの症例に対して､ 非濃染結節の出現率､

多血化率を検討した｡ 経過観察期間は1.15年 (0.90-

1.50) であった｡

【成績】女性251例､ 男性189例で､ 年齢は71歳 (64-

77)､ 遺伝子型は1型321例､ 2型119例であった｡ 投与

開始時に非濃染結節を認めたものは38例 (8.6％) で､

AFP高値､ ALBI grade高値､ FIB-4 index高値が関与し

ていた｡ 非濃染結節を認めない402例から経過観察中

に非濃染結節出現が出現したのは16例で出現率は1年

で0.0%､ 2年で8.3%､ 関与する因子はALBI grade ハ

ザード比 (HR) 4.435(95% confidence interval 1.202-

16.5)であった｡ 一方､ 経過観察中に非濃染結節が多

血化したのは49例中(非濃染結節出現例11例を含む)

12例で､ 多血化率は1年で9.6%､ 2年で28.0%で多血化

に関与する因子はALBI grade 5.707 (1.2070-26.98)で

あった｡ 非濃染結節消失例は5例13.2％であった｡

【結論】今回の検討では肝機能低下例に非濃染結節の

出現および多血化を高率に認めた｡ EOB-MRIでの非

濃染結節の有無から肝細胞癌発生のリスクの推定が可

能であり､ 治療開始時の撮像が望まれる｡

ビギナーが知っておきたい心カテの基礎
～検査編～

診療検査科 (画像)
竹 中 和 幸
第48回東海循環器画像研究会

平成30年２月 名古屋

心カテをこれから始める人､ 始めて間もない診療放

射線技師向けに対し､ 主に左心カテにつき概説した｡

カテ室での単位や表示の意味､ CAGの角度と冠動脈

の同定やLVGによってわかることなどを実症例を交

え説明した｡

カテ室において医師をはじめ､ コメディカルスタッ

フが手技の流れ､ 検査の意義を認識しておくことは重

要であると考えられる｡

特異な石灰化の形態を呈した乳癌の3例

医療技術部 (画像)
田中愛未､ 伊藤清華､ 渡辺明里
伊藤 唯､ 矢代真理子､ 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

外 科
亀井桂太郎
第27回日本乳癌画像研究会

平成30年２月 沼津

【はじめに】今回我々はマンモグラフィにて特異な石

灰化の形態を呈した乳癌の3例を報告する｡

【症例】①66歳､ 女性｡ 右乳房腫瘤を自覚して来院｡

MMG・乳腺エコーともに陳旧性の線維腺腫を疑う

粗大石灰化を伴う腫瘤を認めた｡ その後､ 針生検を

実施し､ 最終診断は浸潤性乳管癌であった｡ 石灰化は

comedoの石灰化であったが, 著しく拡張した乳管内

の石灰化が集簇することにより､ 粗大な石灰化に見え

たと考えられる｡ ②68歳､ 女性｡ 左乳房腫瘤を自覚し

て来院｡ MMGで多形性, 区域性の石灰化であったが

約2～3mmの大きなものも認めた｡ 最終診断は粘液癌

で､ 大きな石灰化は乳管内進展部に認めた｡ ③87歳､

女性｡ 左乳房腫瘤を自覚して来院｡ MMGで腫瘤内に

管内成分に伴うものとは異なる弓状を含めた様々な形

態の石灰化を認めた｡ 最終診断は､ 骨・軟骨化生を伴

う化生癌で､ 石灰化は腺上皮細胞から骨組織に化生し

たものであった｡

【考察および結語】乳癌の石灰化は､ 大きく間質型､

壊死型､ 分泌型の3つに分けられ､ 間質型の石灰化は

良性と考えられる｡ 大きさの目安としては､ 分泌型は

1mm以下､ 壊死型は約2～3mm､ 間質型はそれより大

きいものとあるが､ 乳管内でも大きく見えるものや､

異なる成因でできる石灰化もある｡

－ 678 －



大垣市乳がん検診マンモグラフィに
おける乳腺濃度の分析

医療技術部 (画像)
伊藤清華､ 田中愛未､ 伊藤 唯
渡辺明里､ 矢代真理子､ 太田莉乃
吉田芽以､ 片岡 咲､ 若畑 茜
堀 優､ 辻 望､ 澤 幸子
伊藤益弘

外 科
亀井桂太郎

市川外科
市川茉莉
第27回日本乳癌画像研究会

平成30年２月 沼津

【目的】大垣市乳がん検診受診者の乳腺濃度を集計し､

医師による乳腺濃度評価のばらつきと年齢､ BMI及び

所見別の乳腺濃度を検討する｡

【対象と方法】2015年7月から2017年8月の検診受診者

2013名を対象に､ 2名の医師による乳腺濃度評価を集

計し､ 医師間､ 年齢､ BMI､ 所見別に分析を行った｡

なお､ 2名の医師による読影は同一症例ではない｡

【結果】乳腺濃度の内訳は脂肪性9.3％､ 乳腺散在28.1

％､ 不均一高濃度49.0％､ 高濃度13.6％となった｡ 乳

腺濃度評価は､ A医師が脂肪性・乳腺散在37.4％に対

し､ B医師は75.5％であった｡ 年齢､ BMI別の分析で

は年齢､ BMIが高くなるほど脂肪性・乳腺散在は増加

し､ 不均一高濃度・高濃度は減少する傾向にあった｡

各乳腺濃度での年齢､ BMIをANOVA検定により検証

すると､ いずれも有意差が得られた(ｐ＜0.01)｡ 所見

別の分析では､ 高濃度での腫瘤の要精検者の割合は

2.9％､ 脂肪性では25.7％となった｡

【考察】デンスブレスト対応ワーキンググループに

よると､ 脂肪性4.7％､ 乳腺散在57.1％､ 不均一高濃度

36.1％､ 高濃度2.1％と述べている｡ 本データは30代が

含まれており､ 高濃度側にシフトしたと考える｡ 所見

別の分析より､ 高濃度乳腺の場合は腫瘤が背景乳腺と

同化するため発見しにくいと考える｡

【結語】乳腺濃度の分析より､ 乳腺濃度評価は医師間

で相違があった｡ 年齢､ BMIが高くなるほど脂肪性の

割合が大きくなった｡ また､ 腫瘤の発見には乳腺濃度

が影響した｡

血管撮影業務における新人教育について

診療検査科 (画像)
近 藤 賢 洋
第47回血管造影技術研究会

平成30年３月 高山

【新人教育体制】まず, 教育方針として血管撮影より

先にCTを経験させます. CTを先に経験することで,

解剖学的知識が習得でき, 新人が血管撮影に入りやす

くなり, 教育の時間を短縮することができます.

血管撮影の教育は始めにCAG・PCIの教育を約2ヶ月

かけて行います. 次に, 脳血管・EVTなどの教育を約

2ヶ月かけて行います. 最後に, IVR-CTの教育を2̃3

ヶ月かけて行います. 新人は血管撮影業務の教育に

専念しているわけではなく, ポータブル撮影の兼務や

CT業務があるため, 十分な教育期間を確保してい

ます.

【臨床・被曝知識の教育】CAG台帳には冠動脈狭窄

率, 血管性状, collateral, LVG解析などを記載します.

したがって, ｢分岐位置, 方向, 高さ, 本数, 灌流域

や血流速度なども含めて観察する｣, ｢造影遅延や閉塞

血管を認めた場合は, collateralの評価をしっかり行う｣

などといったことをポイントとして教育しています.

PCI台帳には使用したデバイスだけでなく, 手技の流

れに沿って, 使用目的・方法・結果なども記載します.

したがって, ｢手技, 治療方法を理解する｣, ｢術医が

何をしたいのか理解する｣ などといったことをポイン

トとして教育しています.

被曝に関しては, ｢FPDが患者から離れている場合は,

FPDをできるだけ患者に近づけるように術医に声をか

ける｣, ｢必要な範囲に照射野を絞る｣ などといった被

曝低減を積極的に行うように教育しています. また,

年に1回, 透視, 撮影時における線量率測定を行って

おり, 新人と一緒に線量測定することで, 装置の品質

管理をするとともに, 被曝線量の概略を知ってもらい

ます.

【機械操作・管理の教育】血管撮影業務におけて, 各

種マニュアルを配備しており, マニュアルを配備する

ことで, 経験が少ない新人でも, 一定レベルの業務を

行うことができ, 教育担当者の教育に費やす時間や新

人の業務を覚える時間を短縮することができます. ま

た, 抜けや漏れも無くなるので, 精度の高い教育が可

能となります.
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機器管理に関しては医療機器管理システムを用いて日

常点検を行っており, 新人にもチェック項目を参照し

て日常点検を行うように教育しています. プロテクター

に関しても新人に点検を行うように教育しており, 機

器やプロテクターなどの点検を通じて, 新人に機器管

理の重要性を理解してもらいます.

【結語】新人教育には充分な教育期間を確保し, 知識・

技術のみならず, 品質管理や他職種との連携の重要さ

も指導します. 新人からの意見や教育担当者の知識向

上により, 今後もより良い教育を行っていきたいです.

当院における心筋シンチの現状

診療検査科 (画像)
松岡洋慶､ 高橋健一､ 西脇弘純
古川雅一
岐阜県核医学談話会

平成30年３月 大垣

【目的】当院における､ 心筋シンチの現状と診療放射

線技師(以下:技師)による読影補助について報告する｡

【内容】2017年の1月から12月までの1年間の心筋シン

チ検査数は1572件で､ RI検査全体の約6割だった｡ さ

らに心筋シンチの内訳としては､ 血流シンチが約8割

で1270件だった｡ 当院で最も件数が多い心筋負荷シン

チは､ 99mTc製剤を使用している｡ 負荷はトレッドミ

ルまたはアデノシンで行っており､ 前処置として､ 薬

剤負荷の方のみ前日の夜からカフェイン摂取を禁止し

ている｡ R1投与からSPECT撮像までの間に牛乳また

はチョコレートと水を摂っていただき､ アーチファク

トの少ない画像を得る工夫をしている｡ 検査プロトコ

ルは負荷先行の1日法である｡ また､ 当院では技師が

読影補助として1次読影を行っている｡ 所見レポート

システムを使用しており､ 1次所見の入力とキー画像

の貼付けをして確定待ちにするまでが､ 技師による

1次読影である｡ 確定待ちの所見を放射線科医または

各診療科の医師が見直し､ 2次所見としてコメントを

記載後､ 確定をすることで読影完了となる｡ 心筋シン

チの1次読影に関しては､ 独自にFileMakerを利用して

いる｡ 利点としては､ テンプレートとしての活用がで

きる(所見入力の簡易化)ということと､ 学術的な統計

データとしての活用ができる(全症例のデータ蓄積)と

いうことの2つが挙げられる｡ さらに､ 症例検討会へ

積極的に参加することで､ 専門医師からのフィードバッ

クによる読影の質の向上や､ 診療科との連携や情報交

換の円滑化を図っている｡

【まとめ】当院の心筋シンチはRI検査全体の6割程度

であり､ その大半が心筋血流シンチである｡ 当院では

診療放射線技師による読影補助を行っており､ 症例

検討会へも積極的に参加することで質の向上を図って

いる｡�������������CTと
心臓カテーテル検査所見との比較

診療検査科 (画像)
浦崎昇平､ 山中一輝､ 近藤賢洋
竹中和幸､ 船坂佳正､ 坂野信也

循環器内科
森田康弘､ 森島逸郎
第51回岐阜県CT研究会

平成30年３月 高山

【背景】冠動脈computed Tomography Angiography

(以下､ CCTA)における冠動脈狭窄の陰性的中率はほ

ぼ100％に近く､ CCTAは虚血性心疾患が疑われる患

者に対してのスクリーニング検査として有用である｡

諸家の検討では陽性的中率は47～97％とばらつきが見

られたため､ 当院の現状について評価した｡

【目的】今回我々は､ 冠動脈狭窄を有する患者に対し

て血管造影 (以下､ CAG) 所見と､ CCTA所見とを比

較し､ 陽性的中率(以下､ PPV)について評価した｡

【対象】2017年1月から12月までにCCTAが施行され

た985例中､ 冠動脈に50％以上の狭窄が疑われた237症

例の内､ CCTA施行から30日以内にCAGがなされた83

症例､ 174病変である｡ 174病変の内訳はCAGのAHA

分類による視覚判定法で50％以下が28病変､ 75％が43

病変､ 90％が57病変､ 99％が26病変､ 100％が20病変

であった｡

【方法】CCTAとCAG所見は循環器内科医と診療放射

線技師(2名以上)にて評価した｡ 評価方法は､ CAG所

見に対するCCTA所見を以下の3段階で行った｡ ○：C

AG所見とほぼ一致した｡ △：CCTA所見が過大もし

くは過小評価で一致しなかった｡ ×：CCTAで所見が
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検出されなかった｡

【結果】CCTA所見とCAG所見の一致率について､ ○

は174病変中141病変 (81%) であった｡ △は28病変

(16％) で全て過大評価であり､ ×は5病変 (3％) で

あった｡ CCTAとCAGの所見が乖離した症例(△､ ×)

は高度な石灰化やmotion artifactにより評価できない

場合が多く見られた｡

【考察】過大評価となった例では高度石灰化を有する

症例が多くを占め､ 線質効果によるbloomingが主たる

原因と考えられた｡ 高心拍によるmotion artifactにて

所見の乖離が見られた症例については､ より厳密な撮

影心拍コントロールにより改善できる可能性があると

考えられる｡ また､ STENT留置後や高度石灰化など

のCCTAで評価できない症例に対してはCAGやRIなど

のフォローが必要であると考えられる｡

【結語】当院のCCTA所見に対する陽性的中率は81%

となった｡

超音波ドプラ法を用いた腎うっ血評価
の有用性

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82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【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､ 心腎連関はよく研究されている領域だが､

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｡ そこで､ 我々は2016年7月より超音波ドプラ

法を用いて腎うっ血の評価を始め､ 第81回本学術大会

にてその評価法について報告した｡ 今回は本法にて腎

うっ血の診断および改善が指摘できた症例について検

討した｡

【目的】トルバブタン(TLV)投与前後で､ 腎葉間静脈

波形に変化を認めた症例について､ 各種指標を比較し､

本法での腎うっ血評価の有用性を検討する｡

【対象および方法】うっ血性心不全としてTLVを導入

した患者51例の内､ 投与前後で腎葉間静脈波形に変化

を認めた9例について､ 腎葉間動脈のRI､ 各種腎機能

指標(eGFR,BUN, ,β2MG,NAG)､ 心エコー図検査で得

られる心機能指標(LVEF,LVE/e',RVp,TAPSE)および､

IVC径､ BNP､ 好中球比/リンパ球比を投与前後で比較

した｡

【結果】TLV投与後に改善した指標は､ 腎葉間動脈の

RI､ 腎髄質障害指標のβ2MG､ TPASE､ IVC径であっ

た｡ 他の指標については有意な変化を認めなかった｡

【考察】TLV投与により腎葉間動脈のRI､ β2MG､

IVC径が低下し､ TAPSEが上昇した｡ この機序として､

TLVは過剰な体液量を交感神経系､ RAS系を亢進させ

ることなくコントロールが可能で､ その結果右心機能

が改善し､ 腎髄質障害も改善され､ 腎末梢動脈抵抗が

下がったと考えられる｡ パルスドプラで腎血流を評価

することにより､ 腎うっ血の診断および各薬剤の治療

効果判定を行うことができ有用な検査と思われた｡

【結語】超音波ドプラ法を用いた腎うっ血評価は有用

である｡

心臓CTの造影効果およびタイミング
と心エコー図法の心機能評価との関係

診療検査科 (画像)
堀 貴好､ 北洞久美子､ 安田英明
丹羽文彦

循環器内科
吉田路加､ �木健督､ 森田康弘
森島逸郎､ 坪井英之
第82回日本循環器学会学術集会

平成30年３月 大阪

【背景】造影剤の体内循環動態に影響を与える要因と

して心拍出量(以下､ CO)といわれている｡ CO測定の

ゴールデンスタンドは心臓カテーテルによる熱希釈法

であり､ 侵襲性が高い｡ 一方で心エコー図法では非侵

襲的かつ簡便にCOを含めた心機能指標が得られる｡

【対象】心臓CTと心エコー図法を同日に施行した連

続20症例(検査時調律：洞調律：15例､ 心房細動5例)

で､ 除外規定は心エコー図法で中等度以上の有意な弁

膜疾患もしくは局所壁運動異常を有する症例とした｡

【結果】心エコー図法から算出られたいずれのCOも

心臓CTの撮影開始時間､ 撮影画像のCT値との間に有
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意な相関性が得られなかった｡

【考察】相関が得られなかった原因として､ 対象が少

ないこと､ CO以外の造影効果､ タイミングに影響す

る因子を考慮していないことが挙げられる｡

肝腫瘤性病変におけるEOB造影MRI息止め
不良例での造影超音波検査の有用性

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 片岡 咲､ 石川照芳
市川宏紀､ 丹羽文彦､ 竹島賢治

消化器内科
熊田 卓､ 豊田秀徳､ 多田俊史
金森 明
第31回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会

平成30年３月 和歌山

【目的】肝腫瘤性病変の鑑別診断にソナゾイドを用いた

CEUSとEOB-MRの有用性は多く報告されている｡ し

かし､ EOB-MRIでは造影剤投与後の息止め不良が多く

みられるという報告がある｡ そこで､ CEUSの息止め

不良例における有用性について検討したので報告する｡

【対象および方法】過去2年間に当院で総合画像診断

により多血性肝細胞癌と診断され､ かつCEUSとEOB-

MRIを同時期 (1ヶ月以内) に同一機種で施行した281

例を対象とした｡ 検討項目は1. EOB-MRI動脈優位相

の息止め不良例の割合､ 2. EOB-MRI動脈優位相の息

止め不良例におけるCEUSの質的診断能について評価

した｡

【結果】1.EOB-MRI動脈優位相の息止め不良例を4.3

% (12/281) 認めた｡ 息止め不良例の平均年齢は80歳

(69-87歳)､ 平均腫瘍径16㎜ (6～38㎜) であった｡

2. CEUSは息止め不良例すべて質的診断が可能であっ

た｡ また､ EOB-MRIで評価可能､ CEUSで評価困難だっ

た例を3.6% (10/281) 認めたが､ USでは病変すべて

が描出困難な位置に存在した｡

【考察】今回の検討では､ 息止め不良例は高齢者で多

くみられ､ 要因として長時間の息止めが困難､ 意思疎

通がとりにくい､ 難聴が挙げられた｡ 我が国でも高齢

化社会を迎え､ 高齢者の医療需要はますます増加して

いる｡ 息止め不良な高齢者の肝腫瘤性病変の鑑別に対

してCEUSを施行する機会はこれからも増加すると思

われる｡ ベッドサイドで施行でき､ 時間分解能および

空間分解能が高く､ リアルタイム性に優れるCEUSは

動脈血流評価が可能で､ 息止め不良な高齢者において

も高い診断能を有することが再確認され､ EOB-MRI

動脈優位相で血流評価が困難な場合でも積極的に施行

されるべきと思われた｡ 一方､ CEUSでは解剖学的な

要因で描出困難な症例も存在するため､ EOB-MRIと

相補的な診断が重要と考えられた｡

【結語】CEUSは息止め不良例の肝腫瘤性病変の鑑別

診断に有用な検査法と考えられた｡

[シンポジウム]

危険予知トレーニング ｢初療室編｣

診療検査科 (画像)
市川宏紀

救命救急部
木村拓哉
第７回岐阜救急画像技術セミナー

平成29年７月 大垣

放射線技師がER初療室で活動するに当たり､ どの

ような危険が潜んでいて､ どのように予知するか､ ク

イズ方式で回答してもらい､ オーディオレスポンスシ

ステムを用い､ 会場全体でディスカッションした｡

[シンポジウム]

自施設での固体ファントムスケーリング
係数について 日常QAとIMRT検証

診療検査科 (画像)
松山哲也､ 高木 等､ 田中敬介
山崎希世
東海放射線腫瘍研究会 第45回技術部会

平成29年８月 中津川

固体ファントムは､ 水ファントムの使用が不可能で

ある時に代替えとして､ 使用される｡ そのときの水と

固体での放射線の振る舞いの違いにより､ 固体ファン
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トムスケーリング係数が必要となる｡ 係数は施設毎に

て算出となるが､ 方法は幾通りかあり､ 施設により違

いが生じている｡

自施設では固体ファントムスケーリング係数は使用

せず､ QAやIMRT(Intensity modulated radiation therap

y)検証を行っている｡ そのため､ その誤差を加味した

上で行わなければならない｡ しかし､ QAでは固体ファ

ントムを扱うことが少なく､ IMRTの検証においては

影響がほとんどないと自施設で判断して行っているの

が現状である｡

検証結果では､ おおむね良好な値であるが､ Bladde

r､ Rectumの値に言及すると､ 平均にて7.0%を超える｡

これから､ VMAT(Volumetric Modulated arc Therapy)

への移行を考えると､ 係数が大きく関わってくる可能

性が高い｡ そのため､ 他施設や文献を参考に､ 自施設

にて求める事がのぞまれる｡

[シンポジウム]

当院の頸椎撮影法と一般撮影の現状に
ついて

診療検査科 (画像)
佐竹倫矩､ 渡邉明里､ 伊藤益弘
恒川明和､ 伊藤清華､ 伊藤 唯
渡邉明里､ 田中愛未､ 竹島賢治
第10回岐阜県X線撮影技術読影研究会

平成29年８月 大垣

【当院の一般撮影の現状】当院では2016年4月から2017

年3月までの1年間で一般撮影は133,550件あり､ その

うち頸椎撮影は1,546件であった｡ 全検査数に対する

整形領域の割合は約15%を占めていた｡ 整形領域の内

訳は椎体撮影が20%と最も多く､ 次いで股関節撮影､

膝関節撮影の順で割合が多かった｡ 椎体領域の内訳で

は腰椎撮影が53%､ 頸椎撮影が39%を占めていた｡ 男

女別では男性が52%､ 女性が48%でわずかに男性の方

が多かった｡ 年代別内訳では60代が18%と70代が24％

と他の年代と比較し多かった｡

【当院の頸椎撮影法】正面撮影では背面をブッキーに

つけ顎を少し拳上し､ X線束を喉頭隆起に対して尾頭

方向に15°振り撮影を行なう｡ 側面撮影では正中矢状

面がブッキーに対し平行になるようにして撮影を行な

う｡ 斜位方向撮影では検側の肩を前に出し､ 非検側の

肩をブッキーにつける｡ この時前に出した肩とブッキー

との角度が50°になるような斜位にする｡ 動態撮影の

前屈位では側面撮影のポジショニングから頚部を出来

るだけ前屈させる｡ 後屈位では出来るだけ顎を拳上し

てもらい撮影を行なう｡

【症例】頸椎のX線撮影では椎体のアライメントを

観察することで椎体の脱臼が確認できる｡ 軸椎歯突起

骨折は開口位での撮影が最も描出されるが側面像でも

観察できる場合もある｡ 後縦靭帯骨化症は側面像にお

いて､ 椎体骨の後縁を走る細長い白い線として描出さ

れる｡

【まとめ】頸椎撮影で観察できる疾患について理解し､

各種撮影法の目的についても改めて理解を深めること

でより質の高い画像を提供できると考えられる｡

[シンポジウム]

読影補助業務の院内展開と今後の課題

診療検査科 (画像)
坂 野 信 也
第33回日本診療放射線技師学術大会

平成29年９月 函館

大垣市民病院では読影補助として ｢疾患に適した画

像再構成｣､ ｢口頭連絡｣､ ｢医師との供覧｣､ および

｢所見レポート作成｣ を行っている｡ 所見レポート作

成はCT､ 超音波検査､ MRI､ 核医学検査､ 透視､ 血

管造影､ PET-CTにて行っており､ CTでは1日に106件､

超音波では260件で､ 他の検査においても件数が少な

いものの､ 超音波と核医学では検査の100%で､ 透視､

CT､ MRI､ Angio､ PET-CTでは6から8割で所見レポー

トを作成している｡ 所見レポートは原則的に検査当日

中に作成し､ 緊急を要する所見発見時には即時にオー

ダー医へ､ また想定外所見発見時はレポート作成後に

放射線科医に口頭連絡している｡ また､ 当院では存在

診断だけでなく､ 質的評価も求められ､ 疾患の病態を

理解したうえでレポート作成に望まなければならない｡

結果のfeedbackとしては放射線科医から ｢お手紙｣､

診療科医師との供覧､ 診療科の検討会にも参加､ 個人

－ 683 －



的な症例の振返りをしている｡ 課題としては､ 1) 診

療放射線技師にとってレポート作成が負担である｡ 2)

レポート作成者によりレポートの質に差があり､ また

知識不足や不注意な見落としがある｡ ことでした｡ 今

後は､ 1) 所見レポートの質の差をなくすために､ 個々

にスキルアップに努め､ また放射線科医を交えた勉強

会を開いていきたい｡ 2) 見落としや､ 読み間違い症

例を､ 皆で共有し､ 全体的なレポートの質向上に努め

ていきたい｡ 3) 診療放射線技師の負担を軽減するた

め､ 技師の適正配置を考えていきたい｡ 4) レポート

作成のモチベーションが上げるために､ 所見レポート

作成の認定資格を作るなどして､ 診療報酬や給料に反

映させて頂きたい｡

[シンポジウム]

当院におけるRIS,PACシステムダウン
時の取り組み ―大災害をふまえて―

診療検査科 (画像)
伊 藤 益 弘
第20回岐阜県診療放射線技師学術大会

平成29年10月 高山

【はじめに】岐阜県の西濃圏域医療圏 (人口400,000

人) の中核的基幹病院としてその役割を担っており､

平成8年には地域災害拠点病院の指定を受けています｡

阪神淡路大震災後22年､ 東日本大震災後6年が経過し

た今日､ 各施設で震災への対応を改めて見直す機会と

考えます｡ 今回､ 情報の共有を目的に当院における

HIS,RISダウン時の対応を大規模災害の管理､ 対応を

含め概説します｡

【当院のシステムダウン時のマニュアル】マニュアル

の内容は､ システムダウンを軽いレベル ｢レベル1｣

から震災時の ｢レベル6｣ に分類し､ それぞれに対応

したマニュアルを作成しています｡ RISシステムがダ

ウンした場合はレベル2に相当し､ HISシステムがダ

ウンした場合はレベル4に相当します｡ どちらの場合

もオーダーは紙運用なり､ 用紙は後処理を考慮し診療

控え､ 放射線控え､ 医事請求用の三枚綴りを使用しま

す｡ 簡便を図る為オーダーは必要最小限とし､ 内容も

チェック方式の様式としました｡ 放射線部門システム

では過去にレベル2のシステムダウンを経験していま

す｡ オーダリングに問題ないため診療科からはオーダ

リングされ続け､ 紙運用への切り替えの連絡が遅れた

事もあり､ 業務が滞りました｡

【大規模災害時のマニュアルと管理】HISシステム

と部門システム(RIS)が同時にダウンした場合はレベ

ル5,6に相当します｡ その中で大規模災害発生時はレ

ベル6となり災害対策本部の管轄に移行します｡ 放射

線部門ではBCPチェック用紙を各モダリティで作成し

初動に備えています｡ また､ 当院では年に一度､ 大規

模災害を想定したトリアージ訓練としてオーダーから

診断､ 治療までの訓練を行っています｡ 今後の課題と

してBCP訓練の計画実施があげられます｡

【結語】いつ起こるかわからないシステムダウン(大

災害)に対し､ マニュアルを熟知して､ 迅速に対応で

きるよう心掛けることが大切と思われます｡

[シンポジウム]

各施設での放射線治療関連機器の品質管理
の方法と結果報告 (毎月のQA項目)

診療検査科 (画像)
松山哲也､ �木 等､ 田中敬介
山崎希世
第47回東海腫瘍研究会

平成30年３月 名古屋

QA/QCは精度や品質を維持することを意味するが､

それ以上の事は望まれてはいない｡ 適宜項目を増減さ

せ､ 施設の運用状況に合うように調整されているのが

定例である｡

自施設では2015年より､ 人員の増員が有り､ 放射線

治療科としては看護師が配属され､ 非常勤だった医師

も常勤となり､ 大きく体制が変わっている｡ その中で

QAの項目をガイドラインであるTG142にどれだけ準

拠しているか､ 準拠していない部分はどのような事が

あるのかを､ 比較考察をした｡

他､ QA後の結果の保管方法について､ 値の出るも

の､ 目視評価するものと項目別に保管をしている｡ 保

存の方法としては紙書類とFilemaker､ Excelとそれぞ

れフォルダに保管をしている｡
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[シンポジウム]

放射線治療におけるインシデント・
アクシデントについて

診療検査科 (画像)
田中敬介､ 高木 等､ 松山哲也
山崎希世
第47回東海放射線腫瘍研究会

平成30年３月 名古屋

当室のインシデント､ アクシデントについて報告を

行った｡ 現在使用している放射線治療装置は稼働から

8年賀経過している｡ 過去8年間の機械トラブルは153

件あり､ そのうち予定していた治療を見合わせたのは

10件であった｡ 当室でのインシデント対策として､ 環

境整備や備品整理整頓､ 患者の情報共有､ QA/QCの

実施状況などすべてファイルメーカーで一元管理し､

誰でも確認が出来るような体制を組んでいる｡ また患

者間違い等起きないようにマニュアルの徹底や､ 毎日

2回のミーティングを行い､ システムと情報共有の観

点から対策をおこなっている｡ 実際の起きたインシデ

ントとその対策については､ PDCAサイクルとインシ

デントが起きた際に迅速に報告し､ 患者に対し不利益

が発生しないようにする事が大切と考える｡ ただし､

どんなにシステムやマニュアルを整備して､ 職員が自

身の保身を考えては意味をなさず､ 患者の事を考え､

高い意識を持って毎日の業務に当たることが何より大

切であると考える｡

[ワークショップ]

肝癌のRFA治療効果判定におけるUS
fusion imagingの有用性と問題点

診療検査科 (画像)
橋ノ口信一､ 乙部克彦､ 片岡 咲
石川照芳､ 日比敏男､ 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90回学術集会

平成29年５月 宇都宮

【はじめに】肝癌の局所療法であるラジオ波焼灼術

(RFA) の効果判定は客観性のあるCT検査やMRI検査

が用いられることが多い｡ しかし実際のRFAは超音波

ガイド下で行われており､ 追加治療を考慮する上でも

造影US検査によるRFA効果判定が施行されること

が理想である｡ 当院ではVolume Navigationを用い､

RFA前のB-mode像とRFA効果判定時の造影US像と

fusionしRFAの効果判定を行っているのでその有用性

と問題点について報告する｡

【方法】造影US検査による効果判定時に､ 治療直前

に取得したvolume dataと造影US像とfusionして結節の

位置と焼灼範囲の評価を行った｡

【結果】41.2%がUS fusionによるRFA効果判定が可能

であった｡ その他はB-modeでは認識困難､ 患者の状

態や解剖学的な要因など種々の理由により施行されな

かった｡ また､ US fusionで治療効果判定を行った全

ての結節は､ その後の経過観察のUSおよびEOB-MRI

で癌残存や再発は指摘されていない (観察期間中央値：

12ヵ月)｡

【考察】US fusion imagingによるRFA治療効果判定

は､ 対象結節がB-modeでは認識できない症例､ 解剖

学的な要因で描出に難渋する症例や呼吸止めが不良な

症例などではvolume dataを取得しても画像同期が難

しく､ 正確な評価が困難な点が課題である｡ しかし､

条件が良好な症例では､ 対象結節と造影USの焼灼域

との位置関係を繰り返し確認することが可能であり､

RFAの焼灼域に対象結節が含まれているか否かの判断

は容易であり有用であると考えられる｡

【結語】US fusion機能は肝癌の診断や治療に加え､

RFA治療効果判定においても有用な技術と考えられる｡

顔面神経麻痺における左右の味覚閾値
差と口輪筋の閾値差および振幅比との
相関について

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､ 内藤裕介
高木千晶､ 奥田 弘
第66回日本医学検査学会
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平成29年６月 千葉

【目的】顔面神経麻痺の予後診断は､ １) 顔面運動評

価法､ ２) 電気生理学的診断法､ ３) 部位診断検査法

の３つに大別される｡ 顔面神経と味覚検査の解剖学的

関係から､ 顔面神経障害の障害部位の診断には､ 味覚

検査は必須の検査である｡ 今回､ 顔面麻痺患者におけ

る電気味覚検査の閾値の左右差がElectroneurography

(ENoG) から得られたENoG値 (患側CMAP振幅/健側

CMAP振幅を％で表した数値) 及び口輪筋の閾値の左

右差 (NET) とどのような相関があるのか検討したの

で報告する｡

【対象および方法】対象は2013年1月から2016年5月ま

でに当院頭頸部・耳鼻いんこう科に顔面麻痺で受診し

た128名 (男性62名､ 女性66名)､ 年齢51.2±20.4歳｡

ベル麻痺120名､ ハント症候群8名である｡ 方法は､ 電

気味覚は大錐体神経領域､ 舌咽神経領域､ 鼓索神経領

域の左右6ヵ所を実施した｡ 口輪筋の閾値は頬部の最

低刺激で動く部位を探し､ その部位での最大上刺激で

得られた複合筋活動電位 (CMAP) を計測して､ 閾値

の左右差､ ENoG値を求めた｡

【結果】電気味覚の閾値差は､ 鼓索神経領域 (10.3±

10.3ｄB)､ 舌咽神経領域 (5.8±6.9dB)､ 大錐体神経

領域 (4.4±6.0dB) であった｡ NETは1.08±1.44mA､

ENoG値は50.5±28.9％であった｡ NETとの相関係数は､

大錐体神経領域R=0.090､ 舌咽神経領域R=0.072､ 鼓索

神経領域R=0.198､ ENoG値との相関係数､ 大錐体神

経領域R=-0.084､ 舌咽神経領域R=-0.007､ 鼓索神経領

域R=-0.024であった｡

【考察および結語】電気味覚とNET及びENoG値との

相関を検討したが､ 明らかな相関は認められなかった｡

岸本らの文献でもNETと味覚障害の間の相関係数は明

瞭でないと言っているが､ NETの障害が高度で味覚機

能の回復が不良な例では麻痺の予後は不良と言ってい

る｡ また､ 検査する際に舌の麻痺や違和感がない症例

でも左右差が大きい場合もある｡ このことより味覚検

査は予後判定の補助診断として必要であると思う｡

巣状興奮を示す心室性不整脈におけるCONCIDENSE
Wavefront Annotationを用いた至適通電部位同定の
有効性と限界

診療検査科 (検査)
神谷嘉彦､ 森 三依､ 北川大祐
岡田浩司､ 杉田文芳､ 高木明美
奥田清司

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
古井宏一､ 都築一仁､ 吉岡直輝
坪井英之
カテーテルアブレーション関連大会2017

平成29年７月 札幌

【背景】CARTO3 CONFIDENSEの新しいautomap

機能であるwavefront annotation(WA)は､ 双極電位解

析に同時取得した単極電位解析を加えることにより､

理論的には高精度の局所興奮時相決定が可能とされる｡

その有効性と限界を巣状心室性不整脈(FVA)のマッピ

ングにおいて検討した｡

【方法】対象は､ CARTO3を用いてカテーテルアブレーショ

ンに成功したFVA連続5症例｡ 全例manual annotation

(MA)で最早興奮部位(MAEA)を同定し､ 同部の高周波

通電で治療に成功した｡ 次いで､ WAを用いて全ての

取得電位を自動再解析し､ WAでのEA(WAEA)を決定

した｡

【結果】MAEAとWAEAは､ 3例で完全に一致し､ EA

は､ 僧帽弁輪前壁､ 右室流出路中隔､ 前乳頭筋であっ

た｡ WAEAがMAEAに一致しなかった2例は､ 左冠尖

と後乳頭筋起源で､ 各々10.4mm､ 20.1mmのずれが生

じた｡ 不一致例では､ いずれもMAEAはpre-potential

を伴っていたのに対し､ WAEAでは波高の高い局所心

筋電位にannotationされていた｡ WAEAがMAEAに一

致した3例では､ MAEAにpre-potentialを認めなかった｡

【考察】WAは単極電位のminimum dv/dtに一致する

双極電位のminimum dv/dtにannotationされるため､ 先

端電極直下の局所心筋の興奮時相を反映する特徴があ

る｡ したがって､ FVA起源が電極直下に存在する場合

はWAEAが至適通電部位を示すが､ 起源が電極直下に

なくfar field potentialが起源の電位を示す場合は､

WAでこれを同定することは困難となると推察する｡

【結語】WAは､ FVAにおいて､ 起源が電極直下に存
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在する場合は正確にEAを同定可能である一方､ 起源

がfar-fieldにある場合は至適通電部位の同定には限界

があることが示唆された｡

運動耐容能と自律神経活性の関係に
ついて

診療検査科 (検査)
高木明美､ 日比敏男､ 杉田文芳
神谷嘉彦､ 北川大祐､ 岡田浩司
田畑明里､ 石田優人､ 永谷 都
森 三依

循環器内科
坪井英之､ 森田康弘
第23回日本心臓リハビリテーション学会

平成29年７月 岐阜

【はじめに】白血球は自律神経の支配下にあり､ 交感

神経優位では顆粒球が増え､ 副交感神経優位ではリン

パ球が増えるというメカニズムで身体を効率よく守っ

ている｡ 今回我々は運動負荷により交感神経が高度に

なると腎機能障害例では交感神経緊張の増大反応が大

きく運動耐容能は腎機能障害の進行とともに低下する

ことに着目し心肺運動負荷試験 (以下CPX)における

運動耐容能と自律神経の関係性について検討した｡

【方法】EF50％以上の%AT・％PVO2/HRがCPXの各

パラメータ％AT (％嫌気性代謝閾値)､ ％PVO2/HR

(％酸素脈) に対して血液データ (BNP､ e-GFR､ リ

ンパ球比､ 好中球比) との関係を重回帰分析にて検討

した｡ 使用機器はGE社製トレッドミル：ランプ法と

ミナト医科学社製呼気ガス分析装置である

【結果】各データの平均値はe-GFR (ml/min/1.7) ：

69.40±22.7､ EF (％) ： 61.66±6.86､ ％AT：81.64

±18.47､ ％PVO２/HR：88.67±18.7､ リンパ球比：28.01

±9.69､ 好中球比：61.10±10.33､ BNP (pg/ml) ：

51.6 [20.3,95.1] (数値はmean±1SD か median

[IQR])､ stepwise法で解析し変数を選択したところ

e-GFRとリンパ球比が各々独立して％ATと相関を示

した｡ stepwise法で解析し変数を選択したところlog

BNPのみが％PVO2/HRと相関を示した｡

【考察】末梢性の因子を含む％ATと腎機能障害の程

度を示すe-GFRに正の相関が得られた｡ これは運動負

荷により交感神経が高度になると腎機能障害例では交

感神経緊張の増大反応は大きく運動耐容能は腎機能障

害の進行とともに低下することと一致した｡ しかし

今回の検討では副交感神経に関係するリンパ球比が％

ATと正の相関を示した｡ 対象例で高度な腎機能障害

例が少なかったこと､ EFが50％以上であり運動耐容

能良好なものが多かったことが関係していると考えら

れた｡

【結語】運動耐容能良好群は日ごろの運動から副交感

神経の機能が良好に保たれており､ これが運動時の過

度な交感神経系の亢進を抑制し､ 良好な運動耐容能を

示しているものと思われた｡

当院での人間ドックにおけるカテゴリー
0の症例について

診療検査科 (検査)
今吉由美

診療検査科 (画像)
石川照芳､ 辻 望､ 片岡 咲
吉田芽以､ 丹羽文彦､ 川地俊明
竹島賢治

消化器内科
谷川 誠､ 熊田 卓
第38回日本超音波医学会中部地方会

平成29年９月 金沢

【はじめに】腹部超音波検診マニュアルでは描出不能

はカテゴリー0､ 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓では判定D2

(要精検) となり問題となっている｡ そこでカテゴリー

0となる症例がどれほど存在するのか調査した｡

【対象】当院の人間ドックにて腹部超音波検査を施行

した3,305例 (男性：1,799､ 女性：1,506)｡

【方法】腹部超音波検査報告書と画像を後方視的に評

価した｡

【結果】描出不能でカテゴリー0としたものは膵臓12

例 (0.36％)､ 脾臓10例 (0.3％)､ 胆嚢・胆道・腎臓が

各1例､ 膀胱・生殖器が288例 (8.7％)｡ 膵臓について

はカテゴリー0ではないものの､ 一部描出不良例が94

例あり尾部が最も多く54例であった｡

【考察】膀胱・生殖器を除き描出不能となりやすいの

は膵臓・脾臓であり､ 原因として体型など受診者側の
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因子や技師の技量が考えられる｡ 検診腹部超音波検査

では時間的制約も大きいが､ 体位変換を積極的に行う

など描出不能を減らす努力は必要である｡

乳頭状線維弾性腫の2例

診療検査科 (検査)
北洞久美子､ 後藤繁優､ 橋ノ口由美子
須佐知子

診療検査科 (画像)
丹羽文彦､ 澤 幸子､ 堀 貴好

循環器内科
坪井英之､ 森田康弘
第38回日本超音波医学会中部地方会

平成29年９月 金沢

【症例1】70歳女性｡ 発作性心房細動に対しアブレー

ション希望の為､ 当院への紹介となった｡ 術前の経胸

壁心エコー図で大動脈弁弁尖に可動性の高い紐状のエ

コーが3つ指摘された｡ 塞栓症予防のために外科的切

除術が選択された｡ 症例2｡ 70代の男性｡ 脳梗塞で入

院となりスクリーニング目的の経胸壁心エコー図検査

で大動脈弁尖に付着する円形で辺縁平滑な腫瘤が指摘

された｡ 塞栓源の可能性が疑われ､ 手術適応となった｡

いずれも病理所見は乳頭状線維弾性腫であった｡

【考察】原発性心臓腫瘍は､ 全剖検例の0.002～0.3%

とまれであり､ その7割は良性腫瘍である｡ 最も多い

のは粘液種で,乳頭状線維弾性腫は原発性良性心臓腫

瘍の中で7～10%と極めて稀な疾患である｡ 乳頭状線

維弾性腫は主に大動脈弁､ 僧帽弁から発生する｡

【結語】稀な乳頭状線維弾性腫の2例を経験したので

報告した｡

当院における搬送システム更新による
効果について

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
平成29年度第56回日臨技中部圏支部医学検査学会

平成29年９月 名古屋

【はじめに】当院は病床数903床､ 平均外来患者数

2200人の一次から三次救急を担う病院である｡ 平成29

年1月に12年ぶりの機器更新がおこなわれ､ 機器の運

用方法の変更および機器のバックアップ体制の強化､

TATの短縮化を目指し更新をおこなった｡ 更新後の効

果を評価したので報告する｡

【システムおよび機器構成】搬送システムはIDS社の

IDS-880で､ 前処理システムはIDS-2800を2台導入した｡

生化学検査には日本電子のBM-8020Gを2台､ BM-9130

を1台の接続ユニットを介して接続した｡ 免疫検査

は､ 富士レビオのルミパルス・L-2400を2台とアボッ

トジャパンのARCHITECT i2000SRを2台搬送接続し

たMultiSRシステムを導入した｡

【方法】機器更新前後のTATを比較し､ 機器の運用方

法の変更および機器のバックアップ体制についての評

価および今後の課題について検討した｡

【結果】従来のBM-2250の運用では､ 10:00～10:30に

検体のピークがあり､ 報告時間も平均55分であった｡

この時間帯の約30％は60分を超えていた｡ 更新後､

BM-8020Gの運用では10:30～11:00に検体のピークが

あり､ 報告時間は平均で40分であった｡ また､ どの時

間帯でも平均34～40分で報告されており､ 従来と比べ

最高で約15分はTATが短縮できたと思われる｡ HbA1c

でも従来では平均報告時間は18～30分であったが更新

後は､ 20～25分と約５分のTATが短縮された｡

【まとめ】機器更新後は､ 人の導線がスムーズになり､

作業効率が良好となった｡ 搬送システム更新後､ 検体

が集中する時間帯でも搬送ラインでの渋滞も緩和され

TATの短縮が認められた｡ バックアップ体制について

も､ 従来の運用では､ 報告遅延が度々生じていたが､

更新後は報告遅延が無く一定の評価が得られたと思う｡

検査機器を適正に選択し配置することは検査の作業効

率や精度管理において重要なことであることを今回の

更新で確認した｡

可溶性IL-2受容体測定用ラテックス
試薬の基礎的検討

診療検査科 (検査)
鈴木音緒､ 加藤廣正､ 奥田文江
加納彩野､ 清水みゆき､ 清水繁行
平成29年度日臨技中部圏支部医学検査学会
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平成29年９月 名古屋

【はじめに】可溶性インターロイキン2レセプター

(以後sIL-2と略す) は､ T細胞､ B細胞､ NK細胞など

の細胞表面に存在するIL-2受容体と結合し､ 細胞内シ

グナルが伝達されることで､ T細胞､ B細胞､ NK細胞､

単球､ マクロファージなどを分化・増殖させる働きを

持つ｡ sIL-2は､ 成人T細胞白血病､ ヒトT細胞性リン

パ性白血病､ T細胞性悪性リンパ腫､ HIV感染､ 膠原

病などで高値を示し､ 病勢と相関することから､ 経過

観察の評価などに応用されている｡ 現在､ 一般に測定

されている方法は､ 特殊な分析装置が必要である上に､

測定操作が煩雑であり､ 測定時間が要するなど問題が

あった｡ 今回､ 導入を契機に積水メディカルより開発

された生化学分析装置にて測定可能なsIL-2測定用

ラテックス試薬の基礎的検討を行ったので結果を報告

する｡

【方法】測定試料は､ 当院でsIL-2検査依頼のあった

患者血清､ 及びプール血清を使用した｡ なお､ 患者血

清はすべて匿名とした｡ 測定試薬は積水メディカル

『ナノピアIL-2R』､ 対象試薬はBML株式会社のEIA法､

分析装置は､ 日本電子BM-9130を使用した｡

【結果】1.同時再現性：管理血清2濃度を20回連続測

定したCVはそれぞれ､ 0.67％､ 1.78％あった｡ 2.直線

性：高濃度試料を10段階希釈し測定した結果10000U/

mLまで直線性が認められた｡ 3.干渉物質の影響：干

渉チェックＡプラス (シスメックス社製) を使用した

結果ビリルビンF､ ビリルビンC､ 溶血ヘモグロビン､

乳びの影響は認められなかった｡ 4.相関性：患者147

検体を測定した結果､ EIA(BML)法との相関はy=0.837

5x+129.66 相関係数r=0.9725 であった｡

【まとめ】ナノピアIL-2R試薬 (積水メディカル) は

基礎的検討において良好な結果が得られた｡ 専用機器

の必要もなく､ 汎用生化学分析装置で測定が可能で測

定時間も短縮でき結果報告も迅速に行うことが可能で

日常検査法として有用性の高い測定法と思われる｡

持続陽圧呼吸療法 (CPAP) 使用している
患者の使用状況のデータ解析について

診療検査科 (検査)
中島直美､ 石郷景子､ 澤村聖子
服部万奈代､ 日比敏男､ 奥田清司

第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【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OSAS

を疑われる患者に簡易無呼吸検査後､ ポリソムノグラ

フィ検査 (PSG) 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CPAP導入した患者のデータ解析の状況につ

いて紹介する｡

【対象および方法】2013年4月から2017年6月までに導

入をした161名 (男性：139名 女性：22名､ 平均年齢

60±8.50歳) のうちで当院にて継続中の患者と転院し

た患者を合わせた123名 (男性：113名 女性：10名､

平均年齢60±12.6歳) を対象とした｡ CPAPの使用時

間が4時間を超えて使用した割合 (使用率) が70％を

超えるものを良好としている｡ CPAP導入直後の使用

率 (A) と最近の使用率 (B) でAとBが70％以上のも

のを良好群､ Aが70％未満でBが70％以上のものを改

善群､ AとBが70％未満のものを不良群として比較検

討した｡

【結果】良好群39名 (平均年齢65±9.7歳)､ 改善群

35名 (平均年齢61±12.9歳)､ 不良群33名 (平均年齢

52±11.2歳)､ その他16名でした｡ 年齢についてカイ

2乗検定を用いて検定した結果､ 良好群と不良群､ 改

善群と不良群で有意差 (p＜0.05) が認められた｡

【考察】使用率改善を認めた理由は鼻閉やマスクの不

快感・装着のストレスを訴える患者には改善案を提案

し､ 合併症のリスクについて説明して継続するように

促したことによるものである｡ 不良群の76％は使用日

数が70％を超えているが､ 4時間以上の使用率は70％

を下回っている｡ 改善不良の理由は不良群の72％は20

～50歳代で仕事の都合で帰宅が遅い人や不規則な仕事

などで夜に寝る時間が得られないなどで睡眠時間が短

い人が多くみられる｡ 夕食後にうたた寝をするために

CPAP使用の睡眠が短くなってしまうなどの生活習慣

によるものが認められている｡ その他にはCPAPの装

着忘れや途中での取り外しなどが目立っている｡

【結語】当院でCPAP導入した患者のデータ解析の状

況について報告した｡ 使用状況のデータ解析の結果が

モチベーションアップにつながっている｡ データ解析
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の面談時には使用状況だけでなく､ 生活習慣などをふ

まえて指導する必要があると思われる｡

当院における血液培養検査の推移
(薬剤耐性菌について)

診療検査科 (検査)
後藤孝司､ 浅野裕子､ 加藤康子
森 三依､ 森永朝美､ 粟野祐子
奥田清司
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】血液培養の2セット採取は､ 検出感度を向上

し汚染菌との鑑別も容易になる｡ 2011年から抗菌薬適

正治療ラウンドが開始されたことにより､ 2セット採

取を更に推奨してきた｡ 今回､ 血液培養実施状況と検

出菌の年次別推移の調査を行ったので報告する｡

【方法】2010年1月～2016年12月に提出された血液培

養34,153症例､ 54,522セットを対象とした｡ 血液培養

装置はBDバクテックFXシステムを使用し､ 薬剤感受

性試験は､ 微量液体希釈法のドライプレート'栄研'

を使用した｡ 調査項目は､ ①血液培養件数､ ②1,000

patient-daysあたりの採取セット数､ ③2セット採取率､

④陽性率､ ⑤汚染率､ ⑥検出菌､ ⑦Escherichia coliの

ESBL産生菌の割合､ ⑧MRSAの黄色ブドウ球菌に占

める割合とした｡

【結果】①血液培養件数 (セット数/症例数) の推移：

2010 年 (5,383 セット/4,612 症例) →2016 年 (10,522

セット/5,719 症例)｡ ②1,000 patient-daysあたりの採

取セット数：18.9→44.0セット｡ ③複数セット採取率

(15 歳未満を除外) ：18.3→94.9%｡ ④陽性率：14.5

→12.6％｡ ⑤汚染率：0.9→2.1%｡ ⑥検出菌の調査：

上位5菌種は､ 7年間を通して腸内細菌､ S. aureus､

CNS､ Streptococcus spp.､ Enterococcus spp.､ 嫌気

性菌｡ ⑦Escherichia coliのESBL産生菌の割合：7.3→

15.3％｡ ⑧MRSAの黄色ブドウ球菌に占める割合：

63.7→38.3％｡

【結論】血液培養採取の症例数は､ 1.24倍の増加だが､

セット数は1.95倍に大きく増加し､ 15歳未満を除く複

数セット率は94.9％になった｡ これは細菌検査室広報

紙や救急外来で診療を行う研修医への啓発によると考

えられる｡ MRSAの黄色ブドウ球菌に占める割合の減

少は､ 抗菌薬適正治療ラウンドが行われるようになり､

抗菌薬の投与量や投与期間の推奨も効果の一因と考え

る｡ また､ MRSAやESBL等の耐性菌の報告は迅速性

が求められる｡ 今年度に導入した感受性測定装置DPS

192iX (栄研) は､ 1時間毎に菌の発育状況を確認でき

る機能を有しているので､ それを利用した早期報告を

検討中である｡

分子標的薬治療のためのPCR検査院内
実施への経緯と今後の運用

診療検査科 (検査)
井筒萌香､ 奥田清司､ 浅野 敦
児玉千里､ 石川恵理､ 吉田知代
子安 光､ 大角沙織
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【はじめに】癌治療のための分子標的薬が加速度的に

開発されてきている｡ この使用には､ コンパニオン診

断薬により遺伝子変異を検索する分子病理学的検査が

必須である｡ ただし､ 対象患者数､ マンパワー､ コス

トなどの面から多くの施設は外注委託としているのが

実情である｡ これにより､ 検査の進捗が把握できない､

検査精度の不担保､ 検査日数の長期化などの問題が聴

かれる｡ 今回我々は､ 検査の一元的管理および検査日

数の短期化を目的に院内での実施を開始するので報告

する｡

【稼働までの経緯】2013年12月：検査部門の中長期

的計画に､ 病理関連遺伝子検査の院内実施が挙がる｡

2014年1月：遺伝子検査に関するWGを立ち上げる｡

2015年4月：院内実施に向けたガイドラインを作成｡

2016年11月：病院長に対して病理関連PCR検査院内実

施計画の説明｡ 2017年2月：医療機器導入計画委員会

に申請､ 了承｡ 2017年5月：機器入札､ 導入2017年6月

～：稼働前トレーニング2017年7月～：稼働予定

【機器・検査項目】導入機器：コバスZ480 ｡ 検査項

目：肺癌EGFR､ 大腸癌RAS｡

【現在の外注検査運用】病理診断確定後､ 薄切切片を

作製し外注伝票とともに提出｡ 検体回収は月～金曜日

の毎日夕方｡ 検体提出から結果報告までが6～8日間で､
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検体採取日～外注検査結果報告まで9～13日程度要し

ている｡

【今後の運用】病理診断確定後､ 薄切切片を作製しプ

ロトコルに従って前処理・PCRを行う｡ 1～2日間で検

査は完了する｡ 検体採取日～PCR検査まで7日間 (最

短5日間) で結果報告可能となる｡

【まとめ】癌治療のための遺伝子変異検査を院内実施

することは､ TATの短縮､ 再検必要性の判断､ 検査進

捗の把握を可能とする｡ また､ 検査に対する意識が高

まることで検査精度維持・向上にも繋がり有益性は高

いと考える｡ 発表当日は､ 実際の検査状況も追加して

提示する予定である｡

完全房室ブロックの合併に至った急性
心筋梗塞の1例

診療検査科 (検査)
北川大祐､ 杉田文芳､ 高木明美
神谷嘉彦､ 岡田浩司､ 田畑明里
石田優人､ 永谷 都､ 日比敏男
第４回GUMS学術フォーラム

平成29年10月 関

【背景】急性心筋梗塞とは心臓の栄養血管である冠動

脈が血栓等で狭窄し､ 血流が80%以上途絶された状態

である｡ 体表面12誘導心電図では四肢誘導と胸部誘導

の心電図変化を見ることで梗塞部位の推定を行うこと

が出来る｡ 心筋梗塞の心電図変化はR波とT波の増高

から始まり､ ST上昇､ 冠性T波､ 異常Q波などの経過

を辿る｡ 今症例ではST変化に加え､ さらに完全房室

ブロックへと至った症例を経験した｡

【症例】91歳男性､ 意識消失発作と胸部絞約感のため

救急受診｡ その際生化学データに著変認めなかったた

め一時帰宅となった｡ 2日後に循環器科受診｡ 体表面

12誘導心電図でⅡ､ Ⅲ､ aVfでST上昇及び完全房室ブ

ロックを示した｡ 緊急CAGを行ったところ左回旋枝

#13が90%狭窄していたためPCIを施行した｡ その後完

全房室ブロックは改善されSTの減高が認められた｡

【考察】心筋梗塞は右冠動脈､ 左前下行枝､ 左回旋枝

のいずれかの血流が滞り発症する｡ 今症例は左回旋枝

の梗塞であり､ Ⅱ､ Ⅲ､ aVfのST上昇が認められたた

め下壁梗塞と考えられた｡ 冠動脈の走行などにより心

臓のどの部位に栄養しているかが人それぞれ異なる｡

房室結節は右冠動脈に栄養されている人が60%､ 左冠

動脈に栄養されている人が30%､ 両方に均等に栄養さ

れている人が10%となっている｡ 今回､ 左回旋枝の梗

塞によって完全房室ブロックを合併していた為､ 左冠

動脈優位に栄養されていたと考えられる｡

【結語】心筋梗塞により完全房室ブロックを合併した

症例を経験したので報告する｡

3分間リズム記録が有用であった発作性
上室性頻拍の1例

診療検査科 (検査)
石田優人､ 日比敏男､ 杉田文芳
高木明美､ 神谷嘉彦､ 北川大祐
岡田浩司､ 田畑明里､ 永谷 都
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】当院生理機能検査室では､ 医師の指示の

もと行う心電図検査において､ 通常より長めの記録が

必要と思われた場合､ 技師が3分間リズム記録を行う

ことがある｡ 今回､ 安静時12誘導心電図を記録した際､

発作性上室性頻拍と思われる所見が得られたため､

3分間リズム記録を行った後､ 緊急報告をした症例を

報告する｡

【患者背景】患者は60代､ 男性｡ めまい､ 倦怠感を主

訴に当院神経内科を受診した｡ 意思疎通が困難だった

ため､ 胸部症状の有無は不明であった｡

【結果】安静時12誘導心電図を記録した際､ QRS幅が

120msecの右脚ブロック波形で､ 心拍数が200bpmだっ

たことから､ 主治医に緊急報告を行った｡ また､ 上記

の頻拍が繰り返し出現していたため､ 診断の補助にな

ると判断し3分間リズム記録を行った｡ その結果､ 3分

間リズム記録中に停止した頻拍と同型の変行伝導を伴

う上室性期外収縮の二段脈がみられた｡ また､ 上室性

期外収縮により頻拍が再び誘発された｡ 他にも､ 過去

の安静時12誘導心電図ではとらえられなかった､ 右脚

ブロックからnarrow QRS波形へと変化する発作性上

室性頻拍の様子を記録できた｡ そこで､ 右脚ブロック

中と右脚ブロック回復後の頻拍周期の差を測定した所､

ほとんど変わらなかった｡

【考察】右脚ブロック波形と右脚ブロック回復後の頻

－ 692 －



拍周期の差が認められなかったため､ Coumel現象を

否定できた｡ そのため､ 潜在性WPW症候群 (type B)

ではないと考えらえる｡

【結語】今回3分間リズム記録が有用であった発作性

上室性頻拍の症例を経験した｡

意識障害を伴う高齢者における脳波
検査の現状

診療検査科 (検査)
石郷景子､ 中島直美､ 澤村聖子
服部万奈代､ 日比敏男

神経内科
三輪 茂､ 山下史匡､ 堀 紀生
第47回日本臨床神経生理学会学術大会

平成29年11月 横浜

【目的】高齢者に発症するてんかんは複雑部分発作が

多く､ てんかん症状としてけいれんがなく､ 意識が障

害されることが多いことからてんかんであると気づか

れないことが多い｡ 最近では､ 非けいれん性てんかん

重積状態 (nonconvulsive status epilepticus：NCSE) が

注目されるようになってきた｡ 今回､ 当院における意

識障害を伴う高齢者における脳波検査の現状について

報告する｡

【対象及び方法】2016年1月8日から2017年5月30日ま

でに意識障害の入院患者のべ215名 (男性 101名､ 女

性 114名)､ 平均年齢77.7±8.02歳｡ 搬送方法はベッ

ドで､ 一部救急病棟も含まれる｡ 電極は10～20電極法

で実施した｡

【結果】突発波の検出率は､ 検査1回で20％､ 検査2か

ら3回で60％､ 4から5回で100％であった｡ 種類として

は､ sharp wave､ spike wave､ PLEDs､ PSDなどが出

現していた｡

【結語】ルーチン業務での長時間脳波はなかなか出来

ないのが現状である｡ 検査回数を増やすことで少しで

も検出したい｡

血液培養陽性検体を使用したDPS192iX
による薬剤感受性検査の検討

診療検査科 (検査)
森永朝美､ 粟野佑子､ 森山麻衣
森 三依､ 加藤廣正､ 後藤孝司
浅野裕子､ 石郷潮美
第29回日本臨床微生物学会総会

平成30年２月 岐阜

【目的】血液培養陽性検体から直接菌液を調整し､

DPS192iX (栄研化学) による薬剤感受性検査の検討

を行ったので報告する｡

【対象と方法】2017年5月～7月に提出され培養陽性と

なった血液培養検体のうち､ GNR (腸内細菌・ブド

ウ糖非発酵菌) 54株､ GPC (ブドウ球菌・腸球菌) 25

株が検出された79検体を対象とした｡ 陽性ボトルの培

養液を採取して､ 遠心後の沈渣を洗浄し､ この沈渣を

検体として菌液を調整してDPS192iXによる薬剤感受

性検査を実施した (直接法)｡ 直接法でCTX､ CAZ､

CPDX､ CPRなどが耐性となりESBL産生菌と推定

可能となった時間､ MPIPCまたはCFXが耐性となり

MRSAと判定された時間を調査した｡ また､ 純培養集

落から菌液を調整した標準法とMIC値の比較を行った｡

【結果】腸内細菌49株のうちESBL産生菌は5株､ ESBL

産生菌と推定可能となった時間は､ 4時間3株､ 5時間

2株であった｡ Staphylococcus aureus 11株のうちMRSA

は4株､ MRSAと判定された時間は､ 5時間3株､ 10時

間1株であった｡ 直接法と標準法の1管差以内の感受性

一致率は､ GNRはPIPCが85.2％､ 他の抗菌薬は90％以

上､ GPCはPCGが80.0％､ ABPCとCEZが88.0％､ 他の

抗菌薬は90％以上であった｡

【結語】血液培養陽性検体を使用したDPS192iXによ

る薬剤感受性検査によって､ 耐性菌を早期に検出でき

る可能性が示唆された｡ 直接法と標準法の感受性一致

率は高い結果が得られたが､ 一部の菌種と抗菌薬の組

み合わせでは低い傾向が認められた｡

血液培養からのレンサ球菌検出状況と
臨床学的検討

診療検査科 (検査)
粟野佑子､ 浅野裕子､ 後藤孝司
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加藤康子､ 森 三依､ 森永朝美
第29回日本臨床微生物学会

平成30年２月 岐阜

【はじめに】レンサ球菌菌血症は, 感染性心内膜炎や

深部膿瘍, 髄膜炎などの合併症を起こすことがある｡

今回, 血液培養からレンサ球菌が検出された症例に

ついて臨床的背景および感染性心内膜炎の発症率, 薬

剤感受性率などに関して後方視的に検討したので報告

する｡

【対象および方法】当院で2015年から2017年の3年間

に採取された血液培養16,668件からStreptococcus属,

Gemella属およびnutritionally variant streptococci (NVS)

が検出された257株, 252症例を対象とした｡ 同定には

セロアイデンストレプトキット'栄研' (栄研化学)と

API20Strep (ビオメリュー・ジャパン) を使用した｡

【結果】患者背景は男性147例(58%), 年齢の中央値は

74歳｡ 7日以内の死亡33例(13%), 30日以内の死亡44例

(17%)｡ 複数セット陽性例は177例(73%)｡ 検出された

上位3菌種はS. dysgalactiae subsp. equisimilis (SDSE)

56株(22%), S. agalactiae 35株(14%), S. constellatus

31株(12%)であった｡ これら3菌種について比較すると,

性別に関して, 全体的に男性が優位なのに対し, SDSE

とS. agalactiaeは男性と女性がほぼ半数であった｡ 年

齢に関して､ SDSEは80歳以上が60%を占め､ 中央値

が83.5歳と他の菌種に比べ高齢であった｡ 基礎疾患は

全体で固形悪性腫瘍が最多であった｡ SDSEは高血圧

や脳血管障害､ 認知症など様々な基礎疾患を有してお

り､ 基礎疾患保有率は96%であった｡ 感染巣に関して､

全体では皮膚・軟部組織感染が28%と多かった｡ 死亡

率が高い菌種はS. pneumoniaeとS. pyogenesで30日死

亡率は33%であった｡ 感染性心内膜炎と診断された､

または疑われた症例は11菌種26症例あった｡ IEの発症

率は, S mitisとS. sanguinisで有意に高値であった｡ 抗

菌薬は､ 血液培養の結果がレンサ球菌と判明するとペ

ニシリン系抗菌薬に変更される傾向であった｡ 薬剤感

受性率に関して､ 全体的にβラクタム系抗菌薬は良好

であった｡ β溶血性レンサ球菌のSDSEやS. agalactiae

はペニシリン系に100%感性であった｡

【考察】レンサ球菌菌血症において, 主治医にアンチ

バイオグラムや菌の特徴, 心エコーの推奨など､ 情報

発信をすることで治療に役立つことができると考える｡

血液培養からDesulfovibrio spp.が
検出された3症例

診療検査科 (検査)
粟野佑子､ 浅野裕子､ 後藤孝司
加藤康子､ 森 三依､ 森永朝美

岐阜大学生命科学総合研究支援センター嫌気性菌分野
林 将大､ 田中香お里
第48回嫌気性菌感染症学会

平成30年３月 広島

【はじめに】Desulfovibrio spp.は土壌や水などの自然

環境中に生息し, ヒトの腸管や口腔内に常在する菌で

ある｡ 易感染者に対して, 菌血症や腹腔内感染症を起

こすことが報告されている｡ 今回, Desulfovibrio spp.

による菌血症を2017年に3例経験したので報告する｡

【症例1】80歳代女性｡ 2年前に直腸癌と診断されたが､

積極的治療を行わない方針となった｡ 悪寒・発熱を認

めたため入院となり､ CTRX5日間投与された｡

【症例2】70歳代男性｡ 1か月前に他院にて直腸癌と診

断され､ 手術のため当院に入院となり､ 術後12日目に

発熱を認めた｡ CTRX7日間投与ののち退院し､ LVFX

7日間内服した｡

【症例3】90代女性｡ 基礎疾患に関節リウマチがあり､

意識障害のため救急搬送されました｡ 会陰部のガス壊

疽と敗血症性ショックにて入院当日死亡した｡

【微生物学的検査】

血液培養陽性時間は平均166時間(119.8-234.5時間)｡ グ

ラム染色にて湾曲したグラム陰性桿菌が認められた｡

症例3はグラム陽性球菌とグラム陽性桿菌も認めた｡

ブルセラHK寒天培地(RS)とPV加ブルセラHK寒天培

地に塗布し37℃ 3日間 嫌気培養すると非常に小さ

く半透明なコロニーが発育した｡ 同定キットでは反

応はほぼなく､ BD BBLCRYSTAL ANR(BD)では,

Desulfovibrio sp.とBiophila wadsworthiaが候補として

示された｡ 3症例とも運動性はあり､ デスルフォビリ

ジンテストは陽性であった｡ HK半流動確認培地(極東)

では､ 3症例とも48時間でH2Sを産生し､ CV耐性となっ

た｡ 症例2・3では20%胆汁に5日以上たって発育した｡

BBE寒天培地に発育する株があり､ B. wadsworthia

のような目玉状のコロニーもあった｡ 16S rRNA遺

伝子配列による系統解析の結果､ 症例1・2の株はD.

fairfieldensisと同定された｡ 症例3は同定不能であっ

た｡ 3症例ともTazobactam/PiperacillinのMIC値が高く､

－ 694 －



Metronidazoleは低かった｡ 症例1・2はカルバペネム系

抗菌薬のMIC値が高く､ 症例3は低い傾向であった｡

【考察】血液培養陽性時間､ 患者背景､ グラム染色所

見からDesulfovibrio spp.を疑い検査を進めることが重

要である｡

体腔液中の悪性中皮腫細胞と反応性中皮
細胞の形態的違いについて

診療検査科 (検査)
大角沙織､ 奥田清司､ 浅野 敦
児玉千里､ 石川恵理､ 吉田知代
子安 光､ 井筒萌香､ 井上早苗
第56回岐阜県医学検査学会

平成30年３月 岐阜

【はじめに】悪性中皮腫の診断スクリーニングとして

体腔液細胞診が行われるが､ 悪性中皮腫細胞は核異型

に乏しく､ 反応性中皮細胞との鑑別に苦慮する症例に

遭遇することがある｡ その鑑別には､ 背景､ 細胞出現

様式､ 細胞の核数および大きさなどが有用な所見とさ

れている｡ 今回我々は､ 体腔液中の悪性中皮腫細胞と

反応性中皮細胞を比較し､ 形態的な違いを当院標本で

再検討したので報告する｡

【対象と方法】対象：2006年～2017年の体腔液検体

(パパニコロウ標本) から悪性中皮腫症例と反応性中

皮症例をそれぞれ10症例無作為に抽出した｡

比較項目：1.背景､ 2.細胞出現様式 (孤在性出現､

集塊状出現)､ 3.細胞相互関係 (窓形成､ 相互封入､

hump)､ 4.collagenous stroma (Ⅰ型､ Ⅱ型､ Ⅲ型)､ 5.

オレンジG好性細胞の有無､ 6.細胞核数､ 7.細胞質長

径の7項目とした｡

評価方法：比較項目1～5は､ 標本全視野スクリーニン

グにより評価した｡ 項目6は､ 対物40倍で10視野中

の中皮細胞を単核､ 2核､ 3核､ 4核､ 5核以上に分けて

カウントした｡ 項目7は､ 対物20倍で20視野中の孤在

性出現する単核大型中皮細胞の細胞質長径を20個計測

した｡

【結果】悪性中皮腫細胞と反応性中皮細胞の比較で差

がみられたのは､ 細胞集塊の性状､ オレンジG好性細

胞の有無､ 4核以上の多核細胞の出現､ 細胞質長径で

あった｡ 背景に粘液性が確認されたのは悪性中皮腫細

胞の1例のみであった｡ 細胞相互関係において､ 相互

封入とhump形成は反応性中皮細胞で出現頻度が低く､

collagenous stromaは悪性中皮腫細胞､ 反応性中皮細胞

ともに出現頻度が低かった｡

【考察】悪性中皮腫細胞と反応性中皮細胞の所見には

いくつかの相違があり､ 鑑別点になることを改めて認

識した｡ 今後は､ 細胞集塊の性状やオレンジG好性細

胞の出現､ 細胞の大きさなどの所見に注意してスクリー

ニングしていこうと考えている｡ また､ 積極的にセル

ブロックを作製し､ 免疫染色の実施により悪性中皮腫

と反応性中皮の鑑別精度を高めていきたい.

最大14日間連続記録が可能なパッチ型の
ホルタ記録器の使用経験

診療検査科 (検査)
石田優人､ 日比敏男､ 杉田文芳
高木明美､ 神谷嘉彦､ 北川大祐
岡田浩司､ 田畑明里､ 永谷 都
第56回岐阜県医学検査学会

平成30年３月 岐阜

【はじめに】長時間心電図は一般的に24時間の記録で､

めまいやふらつき､ 胸痛などの自覚症状がある患者や

不整脈の疑いがある患者に施行している｡ さらに､ 頻

度は少ないが胸部症状がある患者にはイベントモニター

を貸し出している｡ しかし､ 頻度が少なくかつ症状の

ない不整脈は24時間記録心電計やイベントモニターで

も記録されにくい｡ そこでさらに長時間記録を行うこ

とが出来る2週間記録心電計を使用する機会を得たの

で報告する｡

【対象・目的】使用期間は2017年10月～2018年1月､

男性4人､ 年齢40～70歳に不整脈精査を目的として2週

間記録検査を施行した｡

【使用機械】WR-100(フクダ電子)を用いた｡ 従来の

24時間記録心電計に比べ2週間連続記録が可能である｡

パッチ型の電極で厚みが約0.015mm､ サイズは約33×

44×13mm (W×H×D)､ 重さ約25gで防水性能IPX6/

IPX8に対応している｡ 貼り付けの際は､ 三角電極TEC-

11RCを用いてP波形を確認しながら電極を貼る必要が

ある｡

【結果】対象の1人が､ 記録6日目の午前8時40分から

90秒間のみに発作と停止を繰り返す心房頻拍を認め､
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最大心拍数約200bpmであった｡ その際に､ イベント

ボタンが押されていなかったことから､ 無症状で起き

たことがわかる｡

【まとめ】無症状時に不整脈が起きる患者に対して長

時間心電図検査を行う際は､ 24時間記録心電計より

2週間記録心電計を用いた方がより不整脈をとらえら

れる可能性があがると思われる｡ 使用機械の電極を貼

る際に､ 体位変換でP波が変化するため､ 安定して

P波が記録できる位置に取り付けなければならない｡

【結語】今回､ 2週間ホルター心電計を使用する機会

を得たことによって､ 無症候性心房頻拍が記録できた｡

測定部位と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 (検査)
宮地絵理､ 日比敏男､ 今吉由美
安田 慈

診療検査科 (画像)
乙部克彦､ 橋ノ口信一､ 片岡 咲
第56回岐阜県医学検査学会

平成30年３月 岐阜

【はじめに】当院ではShearWave Elastographyを用い

た肝硬度測定を数人の検査者で行っている｡ 同一患者

での経過観察においては､ 毎回検査者が異なる場合が

生じるが､ 検査者間の再現性に関して不明確であった｡

今回我々は､ 測定部位及び吸気量の違いによる検査者

間差について検討を行ったので報告する｡

【対象と方法】対象は肝機能に明らかな異常を認めな

い健常ボランティア8名で男性3名､ 女性5名である｡

超音波装置Aixplorer(SuperSonic Imagine社製)､ コンベッ

クスプローブを用い測定を行った｡ 検査者は5名で､

各々の超音波検査歴はA：8年､ B：6年､ C：4年､ D：

3年､ E：8ヵ月である｡ 測定箇所は肝S5・S6領域の

2箇所とし､ 呼吸操作は安静時と最大吸気時での息

止めの2パターン行った｡ 各条件で5回測定した値を

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い正規分布に

近づけた｡ 検査者・被験者の組み合わせに対し､ 変

動係数(CV)を算出し､ 一元配置分散分析法(one-way

ANOVA)およびTurkeyの多重比較にて検定した｡

【結果】各条件での検査者間のばらつきについては､

S5の安静時と最大吸気時､ S6安静時では検査者間で

有意差を認めなかったが､ S6最大吸気時ではp<0.05で

検査者A-B間に有意差を認めた｡ 測定部位と呼吸条件

によるばらつきでは､ P<0.05でS5安静時とS6最大吸気

時の間に有意差を認めた｡ その他の測定条件間では有

意差は認められなかった｡

【考察】今回の検討では､ S6最大吸気時での測定に

おいて検査者間および各測定条件間にて有意差を認め

るものがみられ､ 他の測定条件よりもエラスト値のば

らつきが生じやすいと考えられる｡ この要因として､

S5領域は右肋間走査の際､ 被験者の前面から描出可

能なため､ プローブを固定しやすく安定したBモード

画像が得られやすいが､ S6領域では被験者の背側か

ら手首を少し反らすようにプローブを固定しなければ

ならず､ 手元が不安定となりやすいために､ S5領域

よりもBモード画像の再現性を得られ難かった点が挙

げられる｡ また､ 呼吸条件についても､ 吸気量のばら

つきに加え､ 安静時に比べて最大吸気時での息止めが

不安定になりやすいのではないかと考えられた｡ 以上

より､ 肝硬度測定の際に検査者間でのばらつきを防ぐ

には､ 肝S5領域で安静時での測定が望ましいと思わ

れる｡

[シンポジウム]

発作性心房細動治療におけるEnSiteガイド
高周波カテーテルアブレーションの利点

診療検査科 (検査)
神谷嘉彦､ 森 三依､ 北川大祐
岡田浩司

循環器内科
森島逸郎､ 神崎泰範､ 猪飼佳弘
古井宏一､ 吉岡直輝､ 坪井英之
第64回日本不整脈心電学会学術大会

平成29年６月 横浜

【背景】比較的手技がシンプルとされるクライオバ

ルーンアブレーション (CBA)時代において､ EnSite

Velocity systemガイド高周波カテーテルアブレーショ

ン(RFCA)の利点を示す２症例を提示する｡
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【症例1】70歳男性｡ 多極電極カテーテル (ME)で左

房geometryを作成し､ CBAにて肺静脈隔離を施行した｡

右下肺静脈のみTactiCath (TC)によるtouch upを要

した｡ 非肺静脈起源をMEでマップし､ P波onsetから

45msec先行する部位で焼灼に成功した｡

【症例2】36歳男性｡ 同様にCBAにて肺静脈隔離を施

行｡ 次いで､ 誘発された心房頻拍をMEでマップし､

左房天蓋部を介する心房頻拍と診断した｡ TCを用い

て左房天蓋部に線状焼灼を施行した｡

【結語】CBAのgapや非肺静脈起源の診断と通電､

合併する心房頻拍の診断と線状焼灼など､ 応用がきく

のがRFCAの特長である｡ 特にEnSite Velocity system

では､ MEの種類に制限のないことや､ CBAの際に

Achieveの位置も表示可能であり肺静脈分枝の選択に

有用な情報を提供するなど利点が多い｡

[パネルディスカッション]

『シーメンス社 ADVIA 2120』

診療検査科 (検査)
杉 山 直 久
平成29年度日臨技中部圏支部医学検査学会

平成29年９月 名古屋

当院使用の自動血液分析装置ADVIA2120は2007年

に導入され10年になる｡ 自動血液分析装置は絶対的で

はないが､ 機器の原理・特徴を理解し活用すれば非常

に有用な情報を得ることができる｡ 本機器の導入理由

および機器測定原理と特徴について説明する｡

[パネルディスカッション]

症例報告～FLOW-01 30例のプレリー
ディングから～

診療検査科 (検査)
今吉由美

診療検査科 (画像)
吉田芽以､ 堀 優

外 科
亀井桂太郎
第39回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

平成29年９月 大宮

FLOW-01に際し行った30例のプレリーディングか

ら, 2症例を提示する. 学会当日は, 読影者がどのよ

うにリーディングしたのか, どの項目に注目して良悪

性判定を行ったのかを解説する. また, 病理組織に加

え, Bモードやカラードプラなどの画像も合わせて提

示する.

【症例1】読影者間の正診率は100%, 確信度は5.2と

高かった症例. 組織型は浸潤性乳管癌 (乳頭腺管癌).

【症例2】読影者間の正診率は80%, 確信度は3.0だっ

た症例. 組織型は正常組織 (乳腺症).

Dyssynchrony改善効果におけるQ-LV interval
と LV pacingの関連性の検討－Q-LV intervalは
至適LV pacing極性の予測因子になり得るのか－

臨床工学技術科
辻 善 範
第17回JSCIEDs研究会

平成29年６月 静岡

人工肺の"流量-圧力損失"リアルタイム
表示の有用性

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29年10月 札幌

【はじめに】人工肺の圧力損失が上昇に関する報告が

散見され､ 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2016年より流

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｡
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【方法】送血流量はトランジットタイム血流計(HT300-

series,トランソニック)および遠心ポンプコンソール

(SP101puls,テルモ) で計測した｡ 人工肺の入口､ 出

口圧力は生体情報モニター (G9,日本光電) に表示さ

せ､ モニターからのシリアル出力と先の送血流量出力

を自動記録システム (KMS) に入力した｡ 入口出口

圧差を人工肺の圧力損失値とし､ 流量-圧力損失グラ

フを自動記録モニターに表示した｡ またカタログスペッ

クの圧力損失特性 (Hb12g/dL,牛血) をグラフ上に表

示し､ これを基準線とした｡ 測定値は3秒間の移動平

均値とし､ 流量-圧力損失をニアリアルタイムプロッ

トし､ これを観察した｡

【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

で推移した｡ 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

線近くまで上昇した｡ 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した｡

【まとめ】流量-圧力損失グラフのリアルタイムプロッ

ト変化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｡ 人工肺の流量-圧力損失リアルタイム

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｡

長期補助循環における遊離ヘモグロビン
測定

臨床工学技術科
山 田 哲 也
第43回日本体外循環技術医学会大会

平成29年10月 札幌

【はじめに】長期補助循環中､ 急激な溶血が発生する

症例を経験するが､ 回路交換を実施すると多くの場合､

遠心ポンプ内部に血栓が観察される｡ 溶血の判断は通

常LDH､ K､ I-Bilの上昇などを観察するが､ 当院では

2016年4月より遊離ヘモグロビン(以下F-Hb)をベッド

サイドで測定している｡ 今回､ 長期補助循環中F-Hb

が急激に上昇した症例を経験したので報告する｡

【症例・経過】82歳男性､ 急性大動脈解離に対し上行

置換術施行｡ POD1に呼吸不全､ 循環不全のためV-V+

V-A ECMO導入となる｡ ECMOシステムはテルモCapiox

EBSキットLXを使用｡ POD4に人工肺酸素化能低下

により回路交換実施､ 心機能の回復が見られV-V

ECMOのみとなる｡ POD15に溶血が急速に進行､ 自己

肺の酸素化だけで維持できると判断しV-V ECMO

離脱となる｡ F-Hb測定は､ アムコHemocueを使用し

ECMO開始後12時間毎に採血を行った｡ F-Hbは､

ECMO導入1日目20mg/dL､ 3日目50mg/dLと上昇(回路

交換実施)｡ 10日目110mg/dLと再度上昇し14日目に

は最高値450mg/dLと急激な上昇を認め､ また同時に

LDHも最高値5723IU/Lと共に急激な上昇を認めた｡

14日間13ポイントのF-Hbと同時期に測定したLDHの

相関関係を見ると同様な変化を示した｡ 使用後の回路

は2セット共にポンプ内部に軸中心部で形成された血

栓が確認された｡ 1セット目の血栓は直径が12mm､

2セット目の血栓は直径が28mmであり､ F-Hbの上昇

の原因はポンプ内部で発生した血栓が最も疑われた｡

【考察】本症例においてF-HbとLDHの増加は､ 同様

な変化を示した｡ 溶血の判断に使用されるLDHは､

肝機能などの影響を受けてしまう場合があるため総合

的に評価する必要がある｡ 一方､ F-Hbは直接的に溶

血を判断することが可能で補助循環中の溶血の早期発

見に期待できると思われる｡

【まとめ】長期補助循環中､ F-Hbが急激に上昇した

症例を経験した｡ 経時的にF-Hbを観察していくこと

は､ 遠心ポンプ内の血栓発生の予測に有効であると考

えられた｡

在宅人工呼吸器装着患者における
トラブル対処

臨床工学技術科
江口顕三､ 小山富生､ 森崎公博
小林寛人､ 川地大樹

呼吸器内科
安藤守秀
第27回呼吸ケアoリハビリテーション学会

平成29年11月 仙台

【目的】当院では1997年以降､ 在宅人工呼吸器の管理

を行ってきた｡ 現在に至るまで様々なトラブルに対処

し､ 改善策を講じてきた｡ トラブル内容やその対処を

報告する｡

【方法】2012年以降､ トラブル記録を見直し詳細なデー
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タを残すようにした｡ 記録内容より､ トラブルの種別､

対処方法について検討する｡

【結果】トラブル報告件数は76件であった｡ 主なトラ

ブル内容と対処方法としては､ リユース製品の呼気弁

の破損が5件発生し､ その後ディスポーザブルの呼気

弁に変更している｡ 加湿により気道内圧チューブへ水

滴が侵入し､ 低圧アラームがなるトラブルが10件発生

し､ 回路内に結露ができにくいよう回路の断熱や､ 圧

ラインに水滴が侵入しにくい呼気弁に変更をした｡ 加

湿器のトラブルも18件発生し､ そのうち3件は温度プ

ローブに問題があった｡ そのため現在では､ 温度プロー

ブの点検を定期的に行っている｡ 人工鼻と加湿器を併

用した事例や患者家族による加湿器のケーブルの接続

間違い､ アラームのリセット方法や表示の見方がわか

らないとの訪問看護スタッフからの問い合わせなども

あったため､ 家族や訪問看護スタッフへの勉強会を適

宜行っている｡

【まとめ】在宅人工呼吸器のトラブルの原因には様々

なものがあるが､ 原因をつきとめ改善していくことが

重要である｡ また､ 勉強会などにより安全に使用でき

る環境づくりも必要と考えられる｡

血中Aβ除去によるアルツハイマー病
治療:透析時間別におけるAβ除去率と
湧出量の検討

臨床工学技術科
森川宏志

藤田保健衛生大学/大学院
坂田美和､ 川口和紀､ 北口暢哉
長谷川みどり､ 湯澤由紀夫

糖尿病・腎臓内科
大橋徳巳､ 傍島裕司

東京女子医科大学 臨床工学科
峰島三千男

みずのクリニック
富澤 寛､ 水野雅夫

知立クリニック
鈴木 信夫
第36回日本認知症学会学術集会

平成29年11月 金沢

【目的】我々は､ 血中Aβ除去によって脳内Aβを減

少させるアルツハイマー病治療システムの創製を目指

して､ 血液透析 (HD) で血中Aβが吸着除去され､

血液外からのAβ湧出しが起こる事､ また､ 透析患者

Aβ沈着は非透析者より少ない事を明らかにしてきた｡

今回は､ HDのAβ除去率と湧出量を施行時間で検討

した｡

【対象】倫理委員会の承認を得て､ HDを実施した非

糖尿病患者 (男12名､ 女16名､ 年齢68±7歳) で検討

した｡

【結果】ダイアライザ入口/出口の平均除去率は､ Aβ

1-40で4hr：61±16%､ 5hr：66±10%､ 8hr：71±3%､

Aβ1-42では4hr：48±11%､ 5hr：54±13%､ 8hr：62

±4%であり､ 8hr施行でも除去率は維持されていた｡

全身血中のAβ濃度はAβ1-40で4hr：50±13%､ 5hr：

60±9%､ 8hr：70±0%､ Aβ1-42では4hr：40±14%､

5hr：50±9%､ 8hr：62±4%であり施行時間に伴う減

少傾向を示した｡ また､ Aβ湧出量の算出では､ 8hr

施行のAβ1-40で湧出しの減少を示した｡

【考察・結論】8hr施行でもダイアライザの吸着は維

持され､ 血中Aβ濃度は低減傾向を示した｡ また効率

的な除去を維持することで血液外からの湧出量が減少

する可能性が示唆された｡ 長時間施行による除去率､

湧出量の関係性を今後検討したい｡ 本研究の一部は科

研費26282126､ 喫煙科学研究財団及び愛知腎臓財団の

助成による｡

[シンポジウム]

陰圧制御装置を活用した人工心肺は如何？

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29年10月 札幌

当院では陰圧制御装置を独自に開発し1997年より臨

床使用している｡ 血液回収回路が大気に開放された状

況下においても静脈リザーバを一定陰圧に保持するも

ので､ 強制脱血およびベント・吸引血回収が可能であ
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る｡ 回収量は使用するカニューレの圧力損失特性に依

存する｡ 本シンポジウムのテーマは自動制御であるが､

自動制御は陰圧制御のみであり､ 自動運転を目的とし

ていない｡

陰圧脱血の利点は細経の脱血カニューレも使用可能

となること､ エアブロックによる脱血不能を回避でき

ることは既に認識されている｡ 陰圧制御による血液回

収の利点は､ 血液回路の短縮により回収血液が素早く

リザーバ液面レベルに反映されること､ ローラーポン

プで生じうる強陰圧を免れ､ 血液損傷を最小にできる

事である｡ また左心ベント流量は左心腔内に満たる血

液容量に依存し､ 心拍再開時も拍動に同期した血液回

収が可能である｡ いわば左心に帰還する血流状況に応

じたベントコントロールの自動化とも言える｡ 現在ま

での臨床経験において心腔内が大気開放状態で吸い込

みすぎる場合を除き､ ベント流量の調整が必要になる

ことはない｡ 大動脈ルート・左心ベントはそれぞれト

ランジットタイム血流計を設け流量把握と供にエアの

感知が可能となっている｡ これにより左心腔内に侵入

する血液流量の把握やベンティングのエア抜き終了時

期を見極めることが出来る｡ また脱血流量をモニタリ

ングすることで送血流量とベント流量の関連性が明ら

かとなり､ 体循環への適切な血流供給判断が可能で

ある｡

陰圧制御装置により全ての血液回収行うことで､ 回

路の単純化､ 装置・操作の簡略化が可能である｡ 状況

把握のしやすいモニタリング環境を整え､ 異常アラー

ム機能と危険回避制御､ 操作の単純化､ 直感的な操作

性が何より安全な人工心肺に寄与するものと考える｡

機械的自動化は送血流量の増減に同期したリザーバレ

ベルの任意調整機能で十分ではないかと考えている｡

[パネルディスカッション]

補助循環における管理の工夫

臨床工学技術科
山 田 哲 也
GACET教育セミナー2017 体外循環セミナー

平成29年８月 岐阜

[ワークショップ]

大垣市民病院のICD治療設定

臨床工学技術科
辻 善 範
第17回JSCIEDs研究会

平成29年６月 静岡

[セミナー]

至適LV pacing極性選択における
Q-LV interval測定の意義

臨床工学技術科
辻 善 範
第８回 東海テクニカルセミナー

平成29年８月 名古屋

[セミナー]

良質なペースメーカーフォローアップ
を目指して

臨床工学技術科
辻 善 範
Medtronicペースメーカーセミナー

平成29年８月 名古屋

[セミナー]

体外循環中の脳酸素モニターに関する
基礎知識

臨床工学技術科
小 山 富 生
岐阜県臨床工学技士会 GACET教育セミナー2017

平成29年８月 岐阜
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[セミナー]

不整脈治療とデバイス(PMIについて)

臨床工学技術科
辻 善 範
第17回CVNET不整脈セミナー 初級編

平成30年２月 名古屋

NICU/GCUにおける哺乳支援
―経験知の可視化に向けて―

看 護 部
児玉彩香､ 片山 薫､ 野村 彩
急性期看護学会

平成29年７月 岐阜

【目的】NICU/GCUでは､ 児が経口哺乳を獲得し､

家族が家庭で保育できるように支援することが役割だ

が､ 看護師の経験や知識によって哺乳支援には差があっ

た｡ 全てのスタッフが適切な哺乳支援ができるように

哺乳支援の現状を明らかにし､ 哺乳アルゴリズムを作

成した｡

【方法】平成27年4月1日から平成28年3月31日にNICU/

GCUに入院していた患者210名について診療録から､

データ収集・分析し､ 事例毎に検討を行った｡ それら

を基に哺乳アルゴリズムを作成した｡

【倫理的配慮】後ろ向き研究で､ カルテからの情報抽

出であり､ 患者の個人情報は特定されない｡ また､ 研

究の実施・学会発表について､ 大垣市民病院倫理委員

会の承認を得た｡ 本演題発表に関連して､ 開示すべき

利益相反関係にある企業等はない｡

【結果】対象期間中に入院した患者210名のうち､

経口哺乳を実施したのは202名であり､ そのうちNICU/

GCUで哺乳支援を開始したのは160名であった｡ 全て

の開始週数で基本使用の乳首以外を使用している児が

おり､ 開始時体重が2000g未満の患者や出生週数30週

未満の患者は低出生体重児用乳首に変更､ 先天性心疾

患の患者は低負担流量大への変更をしていた｡ また､

成長に伴う変更以外の理由での乳首の変更を入院期間

中に2回以上行った児は37名で初回の変更実施日数は

平均6日であった｡

【考察】低出生体重児用乳首においては ｢開始時体重

2000g未満｣ が乳首変更の指標の一つであり､ 低負担

流量大においては ｢先天性心疾患｣ が乳首変更の指標

の一つとなっていることが分かった｡ 開始時体重2000g

未満+出生週数30週未満の患者も乳首変更しており

｢出生週数が30週未満｣ も乳首変更の指標となってい

た｡ また､ 哺乳不良を乳首変更で改善しようと考え､

成長に伴う変更以外の理由で2回以上の乳首変更をし

ていた｡ スタッフに実施した乳首に関するアンケート

結果でも､ 各乳首に対して間違った認識を持つスタッ

フが多数いることがわかった｡ 以上から､ 乳首の使用

基準の整備とその乳首による哺乳の評価､ また評価を

何日後に実施するかを明確にしてチームで介入を行っ

ていく必要があると考える｡

【結論】・哺乳支援を行った患者の乳首変更の理由は

｢開始時体重2000g未満｣ である｡

・哺乳評価の指標は ｢出生週数30週未満｣ ｢先天性心

疾患｣ が考慮されている｡

・哺乳アルゴリズムを基に患者の哺乳状態をチームで

評価し､ 哺乳支援を計画的に行うことが今後の課題で

ある｡

新人看護職員の離職"0"につながった
支援とは

看 護 部
鈴木多美子､ 永田真弓
日本看護協会・看護教育

平成29年８月 高松

【目的】平成26年度の新人看護職員の離職率は全国平

均で7.5％である｡ A病院の新人看護職員の離職率は平

成25年度19.3％､ 平成26年度5.6％だった｡ 平成23年度

からチーム支援体制となり､ 新人看護職員を取り巻く

支援体制は変容し､ 平成27年度は56人全員が離職する

ことなく2年目を迎えた｡ そこで要因を振り返り､

離職防止につながった支援を検証したのでここに報告

する｡

【方法】1. 期間：平成28年5月～12月 2. 対象者

新人看護職員56人 3. 方法 アンケート調査

【倫理的配慮】A病院看護部倫理審査委員会で倫理審

査を受け承認を得た｡
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【結果】 アンケート回収 35人/56人中

1. 退職を考えたことがあるか ある：27 ない：5

1) 一番強く退職を考えた時期；4月:2 5月:9 6月:8

7月:8 8月:6 9月:6 10月:2 11月:1 12月:1 1月:3

2月:2 3月:3

2) 理由；心理的:16 技術的:6 対人的:5 社会的:2

身体的:1

3) 支援者；実地指導者:12 同期:12 先輩看護師:8

家族:4 友人:3 師長:2 主任:1 自分自身:1

4) 退職に至らなかった理由；先輩に話を聞いてもらっ

た:11 アドバイスをもらった:6 声を掛けてもらっ

た:4 認めてもらった:3 同期の支え:7 自分自身で

解決:5

【考察】新人看護職員が退職を考える時期は5～9月が

多い｡ リアリティーショックを受け､ 悩みも多い｡ ま

た対人関係の難しさも要因となる｡ しかし支援者が話

を聞き､ アドバイスする等により退職には至らなかっ

た｡ 同じ部署の仲間としての受け入れが新人の支えと

なり離職防止につながったと考える｡

次に同期の支えである｡ 研修時など部署以外の同期

と交流し絆を強めることで離職防止につながったと考

える｡

【結論】1. 新人看護職員は5月～9月に強く離職を考

えるがその時期に実地指導者らが仲間として受け入れ

る姿勢が離職防止につながる｡ 2. 新人看護職員は同

期との交流が離職防止の一因になる｡

NICU/GCUからの退院前後家庭訪問
3年間を振り返って

看 護 部
服部京子､ 野村 彩
第48回日本看護学会・急性期看護

平成29年９月 岐阜

【目的】A病院では平成26年より､ 退院後も在宅で

医療的ケア等により訪問看護師や地域保健師の支援が

必要な患者に対して､ ｢退院前後家庭訪問｣ を実施し

てきた｡ 3年間の退院前後家庭訪問について振り返り､

今後の退院支援における多職種連携の在り方を検討

する｡

【方法】平成26年9月～平成29年3月までにA病院

NICU/GCUに入院し､ 退院前後家庭訪問を実施した患

者38名について､ 診療録から調査集計した｡

【倫理的配慮】 後ろ向き研究で､ カルテからの情報

抽出であり､ 患者の個人情報は特定されない｡ また､

研究の実施・学会発表について､ A病院倫理委員会の

承認を得た｡

【結果】医療的ケアの継続を必要とする患者のうち､

13人は退院時から訪問看護を利用していた｡ 訪問看護

利用者の退院から後訪問までの日数の中央値は16日､

訪問看護の利用無しの患者の退院から後訪問までの日

数の中央値は25日であった｡

【考察】医療ケアの継続を必要とする患者は､ 24名全

員退院後訪問を実施していた｡ 医療的ケアが必要な患

者のうち､ 訪問看護を利用していないＨＯＴ等の患者

の後訪問日数の中央値は25日であったのに対して､ 訪

問看護を利用している患者の後訪問日数の中央値は16

日であった｡ 家族が医療的ケアを不安なくできている

のか､ 退院後自宅で起きた問題に上手く対処出来てい

るか､ 地域支援者との連携が上手くできているのか確

認と再調整が必要であり､ 退院後早期の訪問が実施さ

れていたと考えられる｡ また､ 退院前訪問については､

24名中21名に実施されていた｡ 次に､ 養育者の問題に

より家庭訪問を実施した患者は5名であった｡ このう

ち､ 4名が前訪問を実施していた｡ 訪問から退院まで

の日数の中央値は11日で､ 最長は32日であったことか

ら､ 養育者の問題については､ 患者を ｢地域へ帰せる

かどうか｣ の判断と､ 帰すための環境整備と支援者と

の連携整備が主目的となっていると考えられる｡ また､

退院後訪問については､ 後訪問日数の中央値は５日で､

訪問回数の中央値は1回であった｡ これらのことから､

退院後訪問で退院後早期に地域へ出向き､ 養育環境・

養育状況の確認と地域支援者との連携を図り､ 地域支

援の主となる保健師にバトンを渡すことが出来ている

ことが分かった｡

【結論】・医療的ケアが必要な患者に対する退院後家

庭訪問により､ 地域支援者との連携を円滑に出来てい

た｡ また､ 発達促進の介入においては､ 理学療法士等

の多職種との連携ができていた｡ ・退院前訪問は､ 当

病棟と地域との連携だけでなく､ 小児科病棟など他病

棟との連携が課題である｡
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幼児期の採血・点滴時の家族の付添いについて
家族､ 医療者側の思いを検証する

看 護 部
安藤真季､ 稲山由紀､ 藤墳奈未
第48回日本看護学会・急性期看護

平成29年９月 岐阜

【はじめに】小児の採血や点滴は血管がわかりづらく､

さらに協力を得られないことが多いため､ 特別な技術

を要する｡ 当院の外来で調査した結果､ 約85％が家族

と分離して行っているのが現状である｡ 小児科の経験

から､ 採血・点滴時に家族と分離することは本当に必

要なのか疑問に思い､ 家族と医療者側の思いを検証し

報告する｡

【目的】採血・点滴時に親と分離することに関して､

患者側と医療者側のメリット・デメリットを見出し､

倫理的側面から検討する｡ 今後､ 患児・家族に対し倫

理的に配慮した行動ができる｡

【方法】10月3～30日の4週間で幼児期の入院患者の家

族と､ 小児科外来・病棟看護師に対し､ 採血・点滴時

の思いについてアンケートを行った｡

【倫理的配慮】本研究は看護部教育委員会の承認後､

アンケートに研究の趣旨及び匿名性の確保､ 参加の自

由､ 不利益がないこと､ データは本研究以外に使用し

ないことを記載し､ アンケートの提出を持って研究参

加の同意とした｡

【結果】家族91名にアンケートを行い74名から回答が

得られた｡ 採血・点滴時に付添いをして行ったのは38

％､ 付添いせず患児のみで行ったのは55％､ どちらも

あったが7％であった｡ 付添いせず行った患児のなか

で､ 看護師から分離の説明があったのは15％である｡

しかし付添いを希望する家族は54％であった｡ 子供が

不安がるため一緒にいたい､ 心配だからという意見が

多かった｡ 看護師のアンケート回収率は100％で､ 分

離して行うことが多いが32％､ 家族と一緒に行うこと

が多いが26％､ 半々であるが42％であった｡ 家族に

見られていると緊張する､ 血管を探りづらい､ 失敗し

たときの家族の反応が怖い､ という意見が多かった｡

家族に100％説明していると答えているが､ 時間がか

かるのでお預かりしますや処置するのでお待ちくださ

いなど､ 無理に離そうとする説明を行っていることが

多い｡ 子どもの権利条約を知っている看護師は16％で

あった｡

【考察】家族は､ 見えない場所で採血・点滴が行われ

ることで子どもが心配､ 安全に行われているのかとい

う不安があり､ 付添いを希望されることが多いと考え

られる｡ しかし看護師は分離して行った方が､ 落ち着

いて安全に採血・点滴が行えると考え､ 分離して行う

ことが多い｡ 家族と医療者側の思いの違いがみられる

ため､ 子どもの権利条約を理解し､ 分離の必要性を充

分に検討する必要がある｡ 分離が必要と判断した場合

には､ 家族の思いを尊重した説明と同意が重要である

と考える｡

【まとめ】採血・点滴時には､ 家族の付添いの希望を

伺う必要がある｡ また､ 子どもの権利条約をふまえ､

家族と分離する場合は､ 家族が納得できる説明を行う｡

今後の課題として､ 家族が納得した方法で採血・点滴

が行えるように､ 家族分離の必要性をパンフレット作

成するなど患児・家族の思いに寄り添った配慮が必要

である｡

養護支援学校における小児褥瘡の課題

看 護 部
西田かをり

皮 膚 科
高木 肇
第19回日本褥瘡学会学術大会

平成29年９月 盛岡

産科病棟における児の看取りケア

看 護 部
田中育美､ 田中正子
第58回日本母性衛生学会総会・学術集会

平成29年10月 神戸

【目的】本研究の目的は大切な我が子を看取りと決め

た母親を対象に､ 助産師としてどのような関わりや支

援が必要か明確にする事である｡

【方法】本研究は質的研究である｡ 対象は妊娠中に18

トリソミーと診断され､ 看取りと決めた母親2名であ

る｡ 出産前は記録で把握し､ 出産後から退院までの気
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持ちを聞き取り調査し､ 産後健診時に､ 看取りについ

て半構成的インタビュー及び看護記録を用いて分析し

た｡ 母親には倫理的配慮について同意を得た｡

【結果】外来で児の診断・告知・ペリネイタルビジッ

トを経て入院となる｡ 妊娠中に疾患がわかることで､

気持ちを整理し､ 母親だけでなく､ 夫や家族と看取る

ことを決定していた｡ 母親は妊娠中から看取りと決め

ていたが､ 出産後には気持ちが揺らぎ葛藤が生じた｡

産後１か月経ってもこれでよかったのかという思いが

あり､ 葛藤が続いている｡ 児の状態が変化すると､ 楽

にしてあげたいという母親の心理が働き､ 児の栄養や

酸素などの治療域の希望が生じた｡

【考察】妊娠中は､ ペリネイタルビジットを通して医

療者の支援があり､ 夫や家族の精神的な支援を得るこ

とで､ 看取りという重大な決定に至っていた｡ 様々な

葛藤が生じる中で､ 疾患が分かったとき､ 看取りと決

めたとき､ 栄養開始時など､ ターニングポイントに焦

点をあて､ 意思決定をいかに支援することかが重要で

ある｡ また､ 妊娠期からの分娩の振り返りを行うこと

で児の受容を支援していくことが必要である｡

看護学生のニーズを踏まえたインターン
シップが人材確保に及ぼす影響

看 護 部
鹿 野 由美子
第48回日本看護学会・看護管理

平成29年10月 札幌

【目的】A病院の看護師確保活動の１つであるインター

ンシップは､ 平成19年より年1回 (夏) の開催を始め

た｡ 平成21年からは年2回 (春・夏) それぞれ2～3日

間の開催とし､ 体験部署では1・2年目の看護師から話

が聞ける機会を設けながら実施していた｡ 大曽根1)は

｢応募者の主なニーズには承認､ 職場の雰囲気､ 不安

解消､ やりがい・自己実現があり､ それらのニーズに

しっかりと耳を傾けて寄り添っていく必要がある｡｣

と述べている｡ 看護体験後のアンケート結果より､ 平

成27年夏から学生のニーズを取り入れたインターンシッ

プに変更し平成28年夏で3回実施した｡ そこで､ イン

ターンシップの変更前と変更後で人材確保にどのよう

な影響を与えたのかを明らかにする｡

【方法】 期間：平成26年春・夏､ 平成27年春・夏､

平成28年春・夏のインターンシップ開催日 対象者：

インターンシップに参加した看護学生175名 方法：

看護学生のニーズ１. ｢開催日数を多くしてほしい｣

に対して､ 2～3日から8～9日に変更､ ２. ｢体験場所

以外も見学したい｣ に対して､ 未実施から希望場所優

先に院内見学実施に変更､ ３. ｢看護師と一緒に昼食

を摂りながら話が聞きたい｣ に対して､ 参加学生同士

の食事から体験部署の看護師と一緒に食事を摂るに変

更､ ４. ｢新人教育について詳しく知りたい｣ に対し

て､ 教育全般の説明から一年間の教育プログラムに沿っ

た説明に変更しインターンシップを実施した｡ インター

ンシップ変更前の平成26年春・夏と平成27年春､ 変更

後の平成27年夏と平成28年春・夏の開催期間において

の開催日数､ 参加人数､ 学校別､ インターンシップ前

の奨学金貸与者数とインターンシップ後の奨学金貸与

者数､ 入職者数及び奨学金貸与を受けていない入職者

数について調査し､ 単純集計し分析した｡

【倫理的配慮】対象者には､ 自由意志による同意のも

とデータを取得し対象者の不利益にならず個人が特定

されないことを文書で説明した｡ また､ A病院の看護

部教育委員会で倫理的観点から承認を得て実施した｡

【結果】開催日数は変更前8日､ 変更後27日であった｡

参加人数は変更前70人､ 変更後105人であった｡ 学校

別は大学生変更前26人､ 変更後50人､ 短大生変更前

5人､ 変更後18人､ 専門生変更前39人､ 変更後37人で

あった｡ インターンシップ前の奨学金貸与者数は変更

前12人､ 変更後23人､ インターンシップ後の奨学金貸

与者数は変更前19人､ 変更後8人であった｡ 入職者数

は変更前31人､ 変更後34人であった｡ 入職者数の内奨

学金貸与を受けていない入職者数は変更前3人､ 変更

後12人であった｡

【考察】参加人数が変更前より変更後に35人増加した

のは､ 開催日数が増えたためと考える｡ 学校別では大

学と短大の学生が変更後増加したのは､ 平成25年～27

年に短大1校､ 大学2校が近隣に開設されたことが影響

していると考える｡ インターンシップ前の奨学金貸与

者数とインターンシップ後の奨学金貸与者数を比較す

ると､ 変更前ではインターンシップ後の奨学金貸与者

数がインターンシップ前より7人増えた｡ これはイン

ターンシップの効果があり人材確保につながっている

と考える｡ 変更後ではインターンシップ後の奨学金貸

与者数がインターンシップ前より15人少ない｡ これは
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29年度の奨学金貸与人数を確認し分析する必要がある

と考える｡ 入職者数は変更前と変更後を比較すると変

更後が3人多いことや奨学金貸与を受けずに入職して

いる人数が変更前と比較すると変更後が9人多い｡ こ

れらのことから変更後のインターンシップは人材確保

につながる効果があったと考える｡

【結論】看護学生のニーズを踏まえたインターンシッ

プは､ 人材確保につながる｡

【引用文献】1) 大曽根 衛：採用活動を変えると組

織が変わる､ 看護管理､ Vol.26,No.3 P222-228 2016

NICUにおける手指衛生遵守率上昇の
ための取り組み～直接観察法を活用した
看護師教育を行って～

看 護 部
大原紗亜耶､ 野村 彩
第270回日本新生児看護学会

平成29年10月 大宮

【はじめに】今回､ 教育効果を高めるために直接観察

法をNICU看護師が体験し､ 適切な手指衛生のタイミ

ングの理解につなげられるよう取り組んだ｡ この取り

組みの成果を報告する｡

【研究方法】1.研究期間：2015年3月～2016年11月

2.研究対象者：A病院NICU/GCU看護師30名 3.研究

内容 1) 感染管理認定看護師 (以下CNIC) による直

接観察法を実施：2015年3月・12月､ 2016年9月・11月

2) NICU看護師による直接観察法を実施：2015年

6月・12月､ 2016年9月・11月3) CNICと協働したシミュ

レーション勉強会の実施：2015年10月､ 2016年10月

【結果】2015年6月は､ NICU看護師が評価した遵守率

は79.4％､ CNICが評価した遵守率は54.8％であり､ 評

価に違いがあった｡ そこで､ 2015年10月にCNICによ

るケアデモンストレーションを盛り込んだ体験型勉強

会の実施と､ 医療エリアと患者ゾーンの明確化と周知

を行った｡ 2015年12月の直接観察は､ NICU看護師が

評価した遵守率は88.9％､ CNICが評価した遵守率は

81.3％であった｡ 2016年9月の直接観察は､ NICU看

護師が評価した遵守率は94.5％であり､ 同年10月に

CNICが評価した遵守率は69.4%であった｡ 勉強会やキャ

ンペーンから期間があき､ スタッフの異動もあったた

め､ 再度2016年10月に体験型勉強会の開催とベストプ

ラクティスの発行・周知を行った｡ その後の2016年

11月の直接観察では､ NICU看護師が評価した遵守率

は97.2％､ CNICが評価した遵守率は96.4％であった｡

【まとめ】今回､ 手指衛生遵守率向上のために､ ｢直

接観察法｣ を教育媒体として使用した｡ NICU看護師

は､ ｢直接観察法｣ の実施を通してCNICによる評価と

自身の評価の違いを意識し､ 今までの手指衛生のタイ

ミングが正しいと誤って理解していたことに気付き､

シミュレーション勉強会やベストプラクティスの使用

を通して再学習することで､ 適切な手指衛生のタイミ

ングが理解され､ 行動変容に繋がったと考える｡ 自分

が評価する立場になり､ 自分で考え､ 行動を改めるこ

とは自身の手指衛生に対する意識の向上に役立つと考

えられる｡

入院期間短縮のための退院支援への
取り組み

看 護 部
中村佳代､ 白木康隆､ 若山実加
高木 緑､ 岸上千夏
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】近年の医療制度改革により病床機能報告制度

が導入され当院でも在院日数の短縮が求められるが､

平成27年度当病棟の平均在院日数は22.6日と当院の目

指す14日を上回った｡ その原因の一つに支援を要する

自宅退院患者への看護師の介入が後手に回る現状があ

る｡ その原因と改善策を検討する事で支援を要する自

宅退院患者の入院期間が減少する｡

【方法】病棟看護師に退院支援が積極的に行えている

か否か､ その理由をアンケート調査し課題を明確にす

る｡ また改善策実施後同じアンケート調査で評価する｡

支援を要する自宅退院患者の入院期間を平成27年度と

28年度で比較する｡

【倫理的問題】病棟看護師に調査目的､ 方法と研究参

加は自由意志であること､ アンケートによって不利益

を被ることはないこと､ データーの管理は研究者が保

管し本研究以外に使用しないことを文章で説明した｡

【結果】初回アンケートで､ 約26%の看護師が積極的
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に退院支援を行えると回答し約74％の看護師が行えて

いないと回答した｡ その理由に ｢退院支援に関して知

識不足｣､ ｢退院支援に必要な各種申請方法や時期が分

からない｣､ ｢受け持ち看護師任せで情報がない｣ と回

答した｡ そのため､ 知識不足､ 個人任せによる情報不

足のため自宅退院の支援が滞ると分析した｡ そのため

退院支援の勉強会やミニテストを実施し､ 情報共有の

ため退院チェック表を作成し可視化を図った｡ その後

のアンケートで約43％の看護師が積極的に退院支援を

行えると回答し､ 約57%の看護師が行えていないと回

答した｡ 初回アンケートで積極的に行えない理由は､

約70％の看護師が ｢知識不足｣ を挙げたが､ 勉強会後

は約58％と変化した｡ ｢受け持ち看護師任せで情報が

ない｣ と答える看護師が約41％から約25％に減ったが､

｢退院が可能か否かを判断するのが遅い｣ と答える看

護師が約23％から約50％へと増えた｡ 支援を要する自

宅退院患者の平均入院期間は平成27年度が27日､ 28年

度 (4月̃10月) が24日であった｡

【結論】全ての看護師が退院支援に関する知識を持ち

社会資源を有効活用できるよう､ 患者の病状や患者を

取り巻く家族や環境をアセスメントする力が必要であ

る｡ そのために情報の可視化は有効だが､ 可視化した

情報を共有し検討する事が重要になる｡ そのためには､

退院支援カンファレンスをいかに有効な時期に行い

有効な時間にするかが運営方法も含めて今後の課題で

ある｡

業務改善～患者への看護ケア介入時間
を増やすために～

看 護 部
金森美紀､ 大石英里､ 橋元友莉
杉原克子
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【はじめに】消化器内科・循環器科の混合病棟では､

検査・治療､ 入退院も多く､ 毎日業務に追われている

のが現状である｡ そのため､ ゆとりをもって患者に看

護ケアを行えていないと日々感じることがある｡ そこ

で､ 看護ケアの時間を増やすため､ 日勤業務の看護師

が何に時間を使っているか調査した｡

【目的】看護業務の実際を調査し､ 業務改善を行うこ

とで看護師がベッドサイトに行き､ 看護ケアの時間を

増やしたい｡

【方法】期間：平成28年7月～12月まで 対象：当院

3病棟6階に働いている看護師｡ 方法：7月､ 9月､ 11月

で1週間､ 看護師が何にどのくらいの時間を要してい

るか把握し､ 業務の見直しを行う｡

【倫理的配慮】本調査では無記名による調査を行い､

個人を特定できないよう配慮する｡

【結果】 『看護ケア介入』 は一人7月52分､ 9月58分､

11月38分であった｡ 『入院にかかる時間』 は7月68分､

9月48分､ 11月29分であった｡ 『看護記録時間』 は7月

63分､ 9月68分､ 11月79分であった｡ 業務改善として

医師と協力し､ 入院のクリニカルパス７件を導入した｡

看護記録短縮のためテンプレートを作成し､ 記録をす

ばやく記載できるようにした｡ 看護師にアンケートを

行った結果､ 『記録・サマリー・計画評価は時間内に

行えているか』 はできているは6月1名､ 9月5名､ 12月

13名､ どちらでもないは6月8名､ 9月6名､ 12月1名､

できていないは6月16名､ 9月13名､ 12月12名であった｡

『看護ケアの時間はどれだけとれているか』 は15分か

ら1時間以上は6月11名､ 9月17名､ 12月18名､ 全く取

れていないから10分程度は6月10名､ 9月5名､ 12月4名

だった｡

【考察】業務改善を行うことで看護ケアの時間も増え

ると考えていたが､ 実際は看護記録の時間が増加し､

看護ケアの時間は減っていた｡ 要因として､ 時間外に

行っていた看護計画の評価や看護サマリーの記録を時

間内に行うようになった｡ 退院支援や看護必要度など

の記録の量が増え､ 看護ケアの時間が増えなかったと

考える｡

【結論】今回の研究では看護ケアの時間を増やすため

の計画が乏しく看護ケアの時間は増えなかった｡ 業務

改善を行う事により時間外に行っていた記録を､ 時間

内に行う事ができるようになった｡ 今後は看護ケアに

対する意識を高くしてベッドサイドに行く時間をとれ

るように取り組みたい｡
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新人看護職員に対するフェイススケール
を用いたストレスチェックは有効か

看 護 部
清 水 みのり
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】当院の新人看護職員の教育はチーム支援型教

育をとっており､ 様々なスタッフが新人看護職員教育

に関わっている｡ より簡便に､ どのスタッフも新人看

護職員の抱えるストレス度を知り､ メンタルサポート

につなげることができるツールとしてフェイススケー

ルの有効性について調査を行った｡

【方法】対象：平成28年度に新生児集中治療室に在籍

する看護職員12名｡ 調査方法：各看護職員に対し､ 日

勤の勤務前にニプロ社製唾液アミラーゼモニター�に

よるストレス値と､ 痛みフェイススケールを用いた自

己申告によるストレス値を計2回測定し比較した｡

【結果】表1から､ アミラーゼ値は連続尺度であるた

め､ 唾液アミラーゼモニター�の定義に基づいて順序

尺度に置き換えた｡ F検定の結果2群間の標準偏差は

有意水準5％で有意差はみられなかった｡ T検定の結

果有意水準5％で2群間に有意差はみられた｡

【結論】フェイススケール (以下FSとする) の高い

群はアミラーゼ値も高い関係性にあると言える｡ しか

し個別にみるとFSでは中等度のストレスを示してい

るサンプルはアミラーゼ値ではストレスがないレベル

に該当しているものが多く､ 量的な相関性はないと

考えられる｡ よって今回の結果ではストレスの傾向は

FSで把握できるが､ ストレス量については信頼性が

乏しいと言える｡ 日々簡易的にストレスの把握をする

際はFSを用い､ 詳細に把握する場合には他のツール

を使用するといった場面に応じた使い分けが可能であ

り､ 必要であると考えられる｡ 2011年に労働政策研究・

研修機構が実施した調査によると､ 医療福祉の分野で

は76.6％ものメンタル不調者がいると報告されている｡

箕浦1)は ｢ストレスの発生にただ耐えるのではなくス

トレスとどう付き合うかが大切になる｡ ストレスコン

トロール力を鍛えるために軽いストレスを経験､ 対応

させる｡ 日々の人との関わりや看護実践を通して現場

で学び､ 鍛える機会にする｣ と述べている｡ 今後は新

人看護職員のストレスの有無を把握し､ そのストレス

を自覚し対応させるというアプローチをとることで､

ストレスコントロール力という社会人基礎力を養うこ

とが課題である｡

【引用文献】

1) 箕浦とき子他､ 看護職員としての社会人基礎力の

育て方､ ｐ142､ 日本看護協会出版､ 2013

当院に入院した循環器疾患患者のスムーズな
退院調整に向けての取り組み～循環器疾患
患者の自宅退院への在院日数をのばす要因を
調査して～

看 護 部
森 彩渚､ 川俣玲菜､ 大橋美乃里
中村智香､ 小倉由美子､ 國枝みどり
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】急性期病院において在院日数の短縮化が求め

られている｡ 循環器科の平均在院日数は､ 平成26年度

が11.9日､ 平成27年度が12.7日と増加傾向にある｡

過去の入院状態を調査し､ 在院日数延長の要因を明ら

かにすることで､ スムーズな退院調整を行いたいと考

えた｡

【方法】平成27年1月から12月までの当院循環器科入

院患者の電子カルテから調査する｡

【倫理的配慮】収集したデータは厳重に管理し､ 個人

が特定できないよう配慮し､ 看護部倫理審査の承認を

得て研究を行った｡ データの研究機密の保持に努める｡

【結果】調査対象患者数1991名のうち､ カテーテル

検査や治療などクリニカルパス(以下パス)使用患者は

973名で平均在院日数は5.8日､ パス以外の患者は1018

名で平均在院日数は17.89日であった｡ パス以外の疾

患は､ 心不全35％､ 心筋梗塞10％､ 誤嚥性肺炎4％で

あった｡ 最長入院日数は130日であった｡ 自宅退院患

者は729名で平均在院日数は17.89日であった｡ 入院期

間13日以上の平均在院日数は､ 退院先別にみると自宅

退院は24日､ 自宅から施設・転院患者は30.5日であっ

た｡ 退院延期の要因は､ 病態の改善遅延・安静による

ADLの低下があった｡

【結論】パスを使用すると､ パス逸脱した場合でも入

院期間は14日以内であり､ 退院調整がスムーズと考え

られる｡ 一方で入院期間が長期化しやすい疾患は心不
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全であった｡ 心不全は高齢患者が多く､ 治療の効果が

得にくくコントロールが難しい疾患だと考える｡ また

急性期には安静が必要であるため､ 高齢者はADLの

低下につながると考える｡ 当院では早期から心臓リハ

ビリを実施しているため､ 看護師もリハビリに合わせ

て過度の安静を強いらないように努める必要があると

考える｡

多職種カンファレンス開催による療養
支援内容の変化～個別性を踏まえた療養
支援を目指して～

看 護 部
藤田奈己､ 金丸計枝､ 市橋智香子
国枝みどり
第56回全国自治体病院学会

平成29年10月 千葉

【目的】当病棟に糖尿病教育目的で入院する患者の中

には､ 設定した退院後の療養目標が守れない患者や､

再入院を繰り返す患者が少なくない｡ それは､ 療養支

援を行う各職種が患者個々の合併症や生活状況､ 療養

生活状況などを十分把握できておらず､ 患者に合った

療養支援に繋がっていないことが要因の１つと考えら

れた｡ そのため､ 昨年9月から多職種カンファレンス

を開始し､ さらに個別性を踏まえた支援､ 退院後の実

践可能な目標設定への支援ができるようになったかを

アンケート結果から明らかにする｡

【研究方法】糖尿病教育入院患者の入院時に情報共有

シートを作成する｡ 毎週木曜日17時から糖尿病腎臓内

科医師､ 3病棟4階看護師､ 薬剤師､ 管理栄養士､ 理学

療法士で多職種カンファレンスを実施する｡ その後､

多職種カンファレンスに参加した看護師21名､ 薬剤師

2名､ 管理栄養士3名､ 理学療法士6名にアンケート調

査を行う｡

【結果】各職種の教育・指導内容がわかるようになっ

たと思う98％､ 退院後の具体的な目標設定ができるよ

うになったと思う97％､ 患者の生活背景を踏まえた指

導ができるようになったと思う97％

【考察】多職種カンファレンスを開催したことで､ 実

施前より他職種の教育・指導内容が共有・理解できる

ようになったと考えられる｡ また､ 患者の全体的背景

がわかり､ 何を重点的に指導すれば良いかがわかるよ

うになったと感じているスタッフが多くなったと考え

られる｡

【結論】多職種カンファレンス開催により､ 以前より

個別性を踏まえた支援､ 退院後の実践可能な目標設定

への支援ができるようになった｡ 今後も多職種カンファ

レンスを継続していき､ 再入院を繰り返す患者が少な

くなるように､ より患者・家族に合った療養支援に努

めていきたい｡

院内身体的拘束基準に沿った行動で
看護師のジレンマは解消されるのか

看 護 部
古川美幸､ 柴田真樹
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】 ｢身体的拘束に関する看護職員の意識に

ついての実態調査｣ の結果､ ①院内身体的拘束基準に

満たない状況で身体拘束が行われている②看護師は

｢患者の治療や安全を優先するがゆえに身体拘束を行

わなければならない｣ というジレンマを抱えていた｡

それらのことから､ 身体的拘束基準についての､ 知識

を持ち基準に沿った行動で看護師のジレンマが解消さ

れるのか調査した結果を報告する｡

【研究方法】対象：身体拘束を受けた患者３１名､ 病

棟看護師２３名 調査期間：H２８年７～１０月 調

査方法：①対象患者の身体的拘束カンファレンス記録

が基準を満たしているか調査｡ ②勉強会の実施③病棟

看護師にアンケート調査｡

【倫理的配慮】研究に際し個人が特定されないように

配慮し情報は研究のみに使用すること､ 不利益を被る

ことのないことを文書で伝えアンケート用紙提出もっ

て同意を得たものとした｡

【結果及び考察】身体的拘束基準についての勉強会後

にアンケート調査を行った結果 『身体的拘束基準の適

応外でも拘束をしたことがある』 ４０％①認知症､ 脳

疾患があり安全が保てない②予測がつかない③前勤務

からしていた｡ などの回答があった｡ 『身体的拘束基

準に沿って拘束を解除したがその後にアクシデントが

発生したことがある』 ２６％ (身体拘束を解除したそ
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の日に転倒､ 自己抜去があった) 『身体的拘束基準ス

コアで解除することに疑問はある』 １７％①生活環境

の変化によって適応外でも必要になってくることがあ

るのではないか｡ ②この基準で本当に大丈夫なのか迷

う時がある｡ という回答があった｡

点滴ルートやドレーンチューブ類がなくなり､ 安静

指示解除になるが従命行動がとれないため､ やむを得

えず３名の患者が身体的拘束されていた｡

身体的拘束基準についての知識を持ち､ 基準に沿っ

て身体拘束を解除するが､ ｢解除したいがアクシデン

トを起こしてしまわないか｣ など､ ジレンマの解消に

は至らないと考える｡

【結論】認知症認定看護師などと連携､ 身体的拘束

カンファレンス継続､ 身体的拘束の必要性を検討して

いく｡

救急病棟における家族看護
～家族の思いを受け止める記録の質向上
への取り組み～

看 護 部
伊藤 誠､ 三谷理恵､ 馬場茂仁
日比 香
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】家族看護に対する職員の認識調査と､ 記

録の質向上に向けた活動を報告する｡

【目的】家族面会時の記録の質の向上を図る

【方法】平成28年5月～12月 救急病棟看護師 32名

1.家族看護のアンケート､ 記録の現状調査 2. ｢患者・

家族の心理｣ 勉強会実施 3.勉強会後のアンケート

1)家族への声掛け 2)記録の入力 3)通信の発行の効果

【倫理的問題】本研究は教育委員会倫理検討の承認を

得た｡

【結果】アンケート調査・院内教育レベルが高いほど

患者家族の思いを意識的に確認し記録している｡ 勉強

会前より後の方が話の聴取や記録ができた｡

勉強会前：1) 『声かけする』 78％ 『声かけしない』 22

％ ｢何を話すか分からない｣ ｢業務優先で家族に話か

けできない｣ 2) 『記録に残す』 50％ 『時々残す』 44％

感情の表出時・医師面談後の質問・面会時の言動の記

録の看護オーダがある時に記録する｡ 『記録に残さな

い』 6％ 記載時間がない｡ 何を書くか分からない｡

勉強会後：1) 『する』 91％ 『しない』 9％ 2) 『記録

に残す』 44％ 『時々残す』 53％ 『残さない』 3％ 3)

｢記載例が対応の参考になる｣ ｢家族と関わる必要性が

理解できた｣ ｢通信発行の継続で意識が高まる｣ 記録

記載率は､ 6月20％から毎月上昇した｡

【考察】時間的制約や混乱の中にいる家族に対して看

護師の苦手意識や短時間での信頼関係構築の難しさが

ある｡ 勉強会により家族を理解し支える重要性を認識

した｡ 家族面会時に患者・家族の不安や思いを記録出

来るようになった｡ 家族と共に患者の傍で思いを傾聴

し患者の状況を可能な範囲で伝える事が必要である｡

その様子を記録に残す事で､ 家族の状況をスタッフで

共通認識できニーズを充足できると考える｡

【まとめ】病棟内で家族看護についての理解を深める

事ができた｡ 入院早期から家族の背景や精神状態・

受容の段階を見極めて記録に残す事で､ 患者・家族の

置かれている状況を認識し看護に活かしていく事がで

きる｡

外科病棟における在宅中心静脈栄養法
導入の手順書作成とその効果

看 護 部
伊藤真以､ 川瀬志穂
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【はじめに】当病棟では､ 在宅で点滴管理を行うため

中心静脈栄養法導入目的の入院があり､ 7日間での退

院を目指している｡ しかし病棟看護師は､ 何から始め

ればよいのか戸惑う現状がある｡ 今回研究を通し､ 戸

惑う背景を明確にし､ 手順書を作成したため､ その過

程と結果を報告する｡

【研究目標】手順の統一化に向けた効果が得られるの

か明確にする

【研究方法】調査期間：平成28年4月～平成28年10月

調査方法：病棟スタッフに無記名質問紙における単純

集計

【倫理的配慮】研究で得たデータ､ アンケート結果は

研究以外に使用しない事､ 無記名回答で個人が特定で
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きないよう配慮した｡

【結果】手順作成前のアンケート､ 聞き取り調査の結

果､ 94%のスタッフが中心静脈栄養法導入から退院ま

での指導に戸惑いを感じていた｡ この事から中心静脈

栄養法導入患者の入院から退院までの手順をチェック

リスト形式で作成し､ 病棟スタッフに提示した｡ 対象

患者3名に活用し､ 約7日間で在宅中心静脈栄養法を導

入することができた｡ 手順書作成後､ 病棟スタッフに

アンケート調査を行い､ 分かりやすかったが100%で

あった｡

【考察】今までは､ 在宅中心静脈栄養法導入から退院

までの流れが可視化されていなかったが､ 不明点を明

確にし､ 手順書を作成することで､ 病棟スタッフが看

護師経験年数､ 中心静脈栄養法経験年数に関わらず在

宅中心静脈栄養法導入指導ができたと考えられる｡

【まとめ】中心静脈栄養法導入する手順の統一化に向

けては効果があった｡ しかし対象患者が少ない為今後

もチェックリストを活用し､ 改善していきたい｡

放射線療法に対する看護師の知識向上
への第一歩！～副作用パンフレットを
導入して～

看 護 部
大堀美香､ 杉野真理､ 寺沼理恵子
第33回岐阜県病院協会医学会

平成29年10月 岐阜

【目的】昨年度放射線治療目的で入院した患者数は

114名で､ 23%の患者に副作用がみられた｡ しかし､

病棟看護師による副作用や日常生活に対する統一した

指導は行われていなかった｡ そこで放射線療法による

副作用や日常生活の注意点の指導パンフレットを用い

る事で､ 看護師の副作用に対する知識や意識の向上に

つながったため報告する｡

【方法】期間：平成28年9月～11月 対象：病棟看護

師27名

方法：1) 指導パンフレット導入前にアンケート調査

を行い現状を把握する｡ 2) パンフレットを作成し指

導を開始する 3) パンフレット使用後再度アンケート

調査を行い比較する｡

【倫理的配慮】個人情報の保護を口頭と書面で説明､

アンケートの回収をもって同意が得られたものとした｡

【結果】パンフレット作成は､ 当病棟で昨年放射線療

法を受けた患者に出現した副作用を中心に原案を作成

した｡ 1) のアンケートの回収率は96％､ 3) のアンケー

トの回収率は81％であった｡ ｢ (自分は) 放射線療法

の副作用に対する知識があると思いますか｣ について

指導前は8%に対し､ 指導後は23%に上昇した｡ 指導

後 ｢パンフレット導入前に比べて､ 副作用に対する知

識があると思いますか｣ について､ 100%のスタッフ

が ｢はい｣ と回答した｡

【考察】今回の結果から､ 副作用の出現時期を見やす

くしたパンフレットを用い繰り返し指導した事で､ 放

射線療法に対する看護師の知識や意識の向上が得られ

たと考えられる｡ よって今回のパンフレットを用いた

指導は､ 看護師の知識や意識の向上に有効であったと

考える｡

【結論】パンフレットを用いた指導は､ 看護師の知識

や意識の向上につながる｡ しかし症例が少なく今回の

研究では効果があるとは言い切れない｡ 今後も継続し

て行っていく必要がある｡

整形外科手術の直接介助看護師への
動画を用いた指導の有効性

看 護 部
内 藤 友 恵
日本手術室看護学会年次大会

平成29年11月 大阪

【研究の背景】整形外科手術では特殊な器械や借用器

械を使用する事が多い｡ 実際に器械を用いて説明・指

導を行いたいが､ 器械を用いた指導には時間が限られ

ているのが現状である｡ 器械の使用方法・手順につい

て動画を作成し､ 指導する事が有効であったので報告

する｡

【目的】手術手技・手順を動画にする事で､ 学習者の

学習効果を高め､ 指導者は効率的に指導できる｡

【方法】調査期間：平成28年8月～平成28年11月､ 調

査対象：手術室看護師 (指導者は手術室配属3～7年

5名､ 学習者は手術室配属1～2年5名) 調査方法：平成

27年度の整形外科手術件数を調査､ 動画を用いて指導

し､ 指導者と学習者に､ 動画の時間や内容は適切であっ
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たか､ 役に立ったか､ 動画を見たタイミングなどをア

ンケート調査した｡

【結果】調査の結果､ 多い術式は､ ガンマネイル3�
を用いた髄内釘手術であった｡ また､ 整形外科手術で

は駆動式ドリル (コリブリ�､ ドリルリーマー�) の

器械を用いる事が多かったので､ ガンマネイル3�
コリブリ�､ ドリルリーマー�の3本の動画を作成し

た｡ アンケート結果から､ 学習者は ｢何度も見る事が

でき､ 巻き戻せるのでしっかり理解できた｡｣ という

意見があり､ 説明を受ける前と使用した後に反復して

動画で学習していた｡ 指導者は要点が押さえられてお

り､ 時間の調整も容易にでき役に立ったという意見が

多かった｡

【考察】整形外科手術で使用する器械・借用器械の使

用方法・手順の指導では､ 動画を作成し指導に用いる

事で､ 指導者と学習者の時間調整の問題を解決する事

ができ､ 有効であった｡ また､ 学習者は動画から容易

に理解し､ イメージし器械出しができ､ 反復して動画

で学習する事で理解が深まり､ 指導者は短時間で説明

でき､ 指導の効率化と指導内容の統一ができるように

なったと考えられる｡ 今後音声や具体的な説明を追加

する事で､ 学習者は動画で学習し､ 指導者は補足説明

を加えた指導を行う事ができると考えられる｡

【結論】動画を用いた指導は､ 指導者と学習者ともに

有効であった｡ 今後は動画を利用した教育体制の構築

が課題である｡

GradeA(超緊急帝王切開術)の対応に関する
考察―全員が同じ対応ができるには―

看 護 部
北野美由紀､ 栗林 都､ 大瀧康平
吉永忠志
日本手術室看護学会年次大会

平成29年11月 大阪

【研究の背景】超緊急帝王切開術 (GradeA) 時の準

備に時間がかかりすぎると､ 医師から指摘があった｡

帝王切開術による迅速な分娩が必要な際､ 手術開始ま

での時間をいかに短縮するかが､ 母児の救命率を大き

く左右する事となる｡

【目的】全看護師が迅速かつ的確にGradeA対応がで

きるようになる｡

【方法】１) 問題点の抽出・改善策立案２) GradeA

後のフィードバックカンファレンス (医師と共に)

【倫理的配慮】参加の自由､ 拒否した際に不利益がな

いこと､ 個人が特定されることはないこと､ 得られた

データーは本研究以外で使用しないことを書面で説明

し了承を得た｡

【結果】１) 準備に要する時間の計測は､ 平均9分で

あった｡ 経験２年未満では全例で物品不足が生じてい

た｡ アンケート調査では､ 全看護師がGradeAの対応

に不安があると回答した｡ ｢１人での対応｣ ｢患者の

入室手順｣ ｢準備の優先順位｣ に対して半数以上が不

安であると回答した｡ この結果をもとに､ ハード面

でGradeAカートを作成し､ 産婦人科手術室を常時

GradeA仕様に変更した｡ これらを設置・改善するこ

とで, 準備に要する時間が短縮できた｡ ソフト面では

産婦人科医師と共同で手術進行に沿ったGradeA処置

に関するフローチャート(フローシート)を作成した｡

これにより準備や処置の漏れがなく, 優先順位も可視

化できた｡ その結果100％の看護師が役割を実施でき

たと回答し､ GradeAに対する安心感ができたと意見

があった｡ ２) GradeA発生は5件､ 対応を振り返る

ため毎回実施した｡ 緊急度を明確化するためにGrade

Aという言語を導入した｡ 医師とカンファレンスを実

施することで､ 問題を振り返り､ 改善策を講じること

ができた｡ 医師から ｢入室までの時間が早くなった｣

｢誰が担当しても同じように動けている｣ と評価を受

けた｡

急性期病棟における終末期がん患者の
鎮静の現状と課題

看 護 部
山内康久､ 上根加奈子､ 森 英穂
第32回日本がん看護学会学術集会

平成30年２月 千葉

【目的】終末期がん患者の鎮静において､ 当病棟の看

護師がどのような役割を果たしているのかを明らかに

する｡

【方法】A病棟の看護師25名を対象に､ 鎮静以外の苦

痛緩和､ 鎮静前後の看護について独自に作成した質問
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紙調査を行った｡ 回答の類似性に応じてカテゴリー化

し､ 経験年数別の比較も行った｡

【結果】回収数は21名(84%)で､ 経験5年以上が15名

(71.4%)であった｡ 鎮静以外に苦痛緩和で行っている

ことがあると回答したのは16名(76.2%)で､ 疼痛11件､

呼吸困難10件､ 悪心・嘔吐5件の順に多かった｡

鎮静前の看護は､ 意思決定支援として[医師からの

説明内容の確認と補足]9件､ [今後の治療に望むこと

を確認する]4件､ [患者と家族の鎮静に対する意思を

確認する]3件の順に多かった｡ 患者家族に配慮してい

ることは[その人らしさを尊重する]8件､ [思いの表出

を促す]6件の順に多かった｡ [医師からの説明内容の

確認と補足]において経験5年未満が16.7%､ 5年以上が

53.3%であった｡

鎮静後の看護は､ 患者に対し[人として尊重する]

10件､ [可能な限り苦痛を緩和する]7件の順に多かっ

た｡ 家族に対し[思いの表出を援助する]12件､ [身体的

疲労に配慮する]9件､ [家族でもできる援助を促す]5件

の順に多かった｡ [思いの表出を援助する]において経

験5年未満が33.3%､ 5年以上が66.7%であった｡

終末期がん患者の鎮静の課題として考えることは､

[鎮静開始のタイミング]7件､ [鎮静を受ける患者家族

との関わり]5件の順に多かった｡ [鎮静を受ける患者

家族との関わり]において経験5年未満16.7%､ 5年以上

が40.0%であった｡

【考察】経験年数が多いほど患者家族に対して深く

関わっている傾向にあるが､ 看護師個人によって差が

みられる｡ カンファレンスなどでチームとして鎮静に

至るまでの過程と鎮静後の援助を検討していく必要が

ある｡

【結論】鎮静が選択肢となった際には､ 患者家族が納

得して意思決定できるよう思いの表出を促す援助が課

題である｡

下部尿路機能障害患者の排尿自立への看護

看 護 部
市 川 和 哉
第43回日本脳卒中学会学術集会

平成30年３月 福岡

【目的】左被殻出血により下部尿路機能障害を生じた

患者に､ 排尿ケアチームが介入した結果､ 排尿自立度

が向上したので報告する｡

【症例の概要】60歳代女性､ 右利き｡ 朝､ 右片麻痺が

出現し､ 友人にろれつが回っていないことを指摘され

救急搬送｡ 左被殻出血を認め保存的加療のため入院｡

一般病棟に転床し､ 尿道カテーテルを抜去した｡ その

後尿閉により排尿ケアチームが介入｡ 患者は､ GCS：

11点E3V2M6､ BrS：上下肢手指stage1､ 表在・深部感

覚ともに鈍麻～脱失､ MMT右上下肢1､ FIM運動項目

17点､ 認知項目 21点､ 運動性失語があった｡

【介入】看護診断は排尿筋の筋力低下に関連した尿道

内圧の上昇､ 看護目標は尿路管理が自立できる｡ 上肢

機能訓練､ 排尿動作 (立位､ 座位訓練) 訓練を実施｡

平均1回排尿量330mlであったため膀胱壁が過伸展に

ならないように導尿間隔を変更｡ α1受容体遮断薬､

副交感神経刺激薬を投与した｡ しかし､ 尿意の回復､

自排尿がなく尿道カテーテルを再留置した｡ 患者自身

がカテーテルプラグをはずして尿器､ もしくはトイレ

に排液を捨てることができるようになった｡

【結果】排尿ケアチームによる包括的ケアの結果､ ト

イレでの排泄動作が自立できた｡ カテーテルプラグ管

理により､ 膀胱内尿量を300ml以下に維持することが

できた｡

【考察ならびに結論】被殻出血により､ 核上の神経回

路に障害が生じ排尿筋低活動や無収縮をきたしたと考

えられる｡ 損傷範囲は視床への進展や脳室穿破がない

ことから意識障害は比較的軽度であった｡ また､ 軽度

の運動性失語は､ 喚語困難､ 錯語があったが理解良好

で従命可能なレベルであった｡ そのため排尿動作・手

技に関するパターンへの理解が可能であり､ 反復的な

訓練による習得が可能であった｡

リアリティーショックを受けて健康
管理行動の必要性を自覚した看護

看 護 部
荒 井 智 子
第43回日本脳卒中学会学術集会

平成30年３月 福岡

【目的】左視床出血により運動麻痺・深部感覚障害・

運動性失語・記憶障害･注意障害を有した患者を担当
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した｡ 患者は ｢病院は嫌い､すぐよくなる､早く家に帰

りたい｣ と訴え発症10日目に患者の強い希望で外泊し

た｡ 帰院後 ｢トイレに行くときは妻の支えがいった｡

座っているしかなかった｡ 情けなかった｣と話した｡

患者がリアリティーショックを受けたタイミングで発

症前の生活を自ら語る語りに沿って血圧管理､ 内服管

理､ 生活習慣を指導した結果､ 患者は健康管理行動の

必要性を自覚したので報告する｡

【倫理的配慮】患者､ 家族に目的､ 内容､ 個人情報の

保護や拒否権について文面で説明し同意を得た｡

【事例概要】60歳代 男性 右利き Brs右上下肢Ⅴ､

HDS-R17点､ かなひろい8個以下｡ 看護診断：＃1非効

果的自己健康管理①入院前の生活習慣聞き取り調査

1回/日×20分×2日②外泊前後に患者の語りを聴く1回/

日×30分×2日③血圧測定後の血圧手帳への記録と継

続指導④降圧薬管理指導1回/日×10分×2日⑤24時間

血圧結果説明10分/回⑥食事指導1回/日×10分×2日⑦

禁煙指導1回/日×10分×2日⑧減酒指導1回/日×10分

×2日

【結果】 ｢健康に良くない生活をしていたね｡ 血圧､

今日は調度いいね｣ と発言があり血圧手帳に自分で血

圧値を記載した｡

【考察】視床出血による前頭葉の投射障害は注意障害

や記憶障害を起こす｡ 健康管理行動が低下し健康管理

の必要性を理解することが困難であった｡ 24時間血圧

の結果を説明し､ 血圧値を見てリアリティーショック

を受け健康管理行動の必要性を自覚した｡ 自己認識の

変化を言語化した場面に合わせて､ タイミングを逃す

ことなく脳卒中再発予防となる血圧･内服管理､生活習

慣について指導を行うことが必要である｡

当院画像部門における医療安全の取り組み

医療安全管理部
野田孝浩

診療検査科 (画像)
竹島 賢治､ 伊藤益弘､ 丹羽文彦
船坂佳正､ 石川照芳､ 竹中和幸
市川宏紀
第45回日本放射線技術学会秋季学術大会

平成29年10月 広島

【はじめに】当院では2009年に､ 診療検査科画像部門

に各種ワーキンググループ (以下､ WG) を設置し､

院内各種委員会の画像部門における実働部隊として､

委員会での決定事項周知および審議事項の検討､ マニュ

アル作成・改訂等を随時実施している｡

現在､ 画像部門は外来放射線室・中央放射線室・形態

診断室・機能診断室・放射線治療室・血管専門検査室

の6室で構成され､ 年度毎に各室から原則1名以上の

WGメンバーを選任している｡

【目的】画像部門の医療安全管理WGと医療機器安全

管理WGの主な活動について報告し､ それぞれの課題

を抽出する｡

【方法】両WGが､ 毎月実施しているミーティングの

報告書を閲覧し､ 約7年間の活動内容をまとめる｡

【結果】医療安全管理WGは､ インシデント・アクシ

デントレポートの事例共有と改善策立案､ 院内ラウン

ドにおけるチェックリスト作成､ マニュアル改訂､ 急

変時シミュレーションを中心に活動を実施してきた｡

一方､ 医療機器安全管理WGは､ 保守・点検の実施状

況把握や､ 増設・更新準備､ AED訓練への協力等を

実施してきた｡

【考察】当院のインシデント・アクシデントレポート

報告件数は､ 昨年度2,627件であったが､ 外部有識者

の指導により､ 医療の透明性を担保するため当院では

年間4,950件必要で､ 医師・看護職員を除く職員 (薬

剤師・技術系職員・事務等) が990件必要と指摘され

た｡ しかし､ 画像部門では昨年度の報告数が55件しか

なく､ 他職種と比較して事象レベル (患者影響度レベ

ル) 1未満の報告が少なかった｡ 今後は､ 疑義照会・

点検時の不具合発見等のインシデント報告が必要と考

えている｡ また､ AED訓練や急変時シミュレーショ

ンは､ これまで医師や看護師をはじめ､ 多職種のイン

ストラクターの協力により､ 勤務時間外に実施してき

たため､ パート職員や時短勤務者が参加できなかった

が､ 今後は自部署のインストラクターを活用し､ 全員

参加を目指す｡
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新生児集中ケア認定看護師との協働に
よるMRSA感染防止対策の検討

感染対策室
田 中 広 司
第33回日本環境感染学会総会・学術集会

平成30年２月 東京

緩和ケアチームの提案が与えたショック
をチームの力で乗り越えた1事例

緩和ケアチーム
中島治典､ 進藤 丈､ 田中美帆
澤たか子
第41回死の臨床研究会年次大会

平成29年10月 秋田
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(大会長・司会・座長記録)
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17. 5.26 消化器内科 多 田 俊 史 日本超音波医学会第90回学術集会 宇 都 宮

17 . 6 . 9 消化器内科 豊 田 秀 徳 第53回日本肝臓学会総会 広 島

17. 6.24 消化器内科 金 森 明 日本消化器病学会東海支部126回例会 岐 阜

17. 9.10 消化器内科 金 森 明 日本超音波医学会第38回中部地方会 金 沢

17.11.11 消化器内科 金 森 明 日本消化器病学会東海支部127回例会 名 古 屋

17.12. 1 消化器内科 豊 田 秀 徳 第42回日本肝臓学会西部会 福 岡

17. 5.27 呼吸器内科 白 木 晶 第129回日本呼吸器学会東海地方学会 名 古 屋

17. 7.22 呼吸器内科 白 木 晶 吸入支援指導者講習会 (大会長) 横 浜

17.11.11 呼吸器内科 中 島 治 典 第112回日本呼吸器学会東海地方学会 津

17.12. 2 呼吸器内科 日比美智子 第54回日本呼吸器内視鏡学会中部支部会 名 古 屋

17.12.23 呼吸器内科 白 木 晶 第6回福井呼吸ケアネットワーク講習会 (大会長) 福 井

18. 1.13 呼吸器内科 安 部 崇 第84回東海呼吸器感染症研究会 (大会長) 名 古 屋

17. 5.12 循環器内科 高 木 健 督
日本心血管インターベンション治療学会第37回東海
北陸地方会

名 古 屋

17. 5.13 循環器内科 森 田 康 弘
日本心血管インターベンション治療学会第37回東海
北陸地方会

名 古 屋

17. 6. 2 循環器内科 森 島 逸 郎 第28回Nagoya Clinical Cardiology Conference 名 古 屋

17. 7. 1 循環器内科 森 島 逸 郎 第149回日本循環器学会東海地方会 名 古 屋

17. 7. 6 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
大会2017 (ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ)

札 幌

17. 7.16 循環器内科 坪 井 英 之 第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 岐 阜

17. 9.10 循環器内科 森 田 康 弘 日本超音波医学会第38回中部地方会学術集会 金 沢

17. 9.13 循環器内科 森 島 逸 郎 Future of Heart Failure2017 横 浜

17. 9.17 循環器内科 森 島 逸 郎 Asian Pacific Heart Rhythm Society2017 横 浜

17.10. 7 循環器内科 森 島 逸 郎 第9回濃尾ハートセミナー 岐 阜

17.10.27 循環器内科 森 島 逸 郎 Frontier Workshop Nagoya 名 古 屋

18. 2. 2 循環器内科 森 島 逸 郎 第30回Nagoya Clinical Cardiology Conference 名 古 屋

18. 2.11 循環器内科 森 島 逸 郎 第10回植込みデバイス関連冬季大会 横 浜
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18. 2.12 循環器内科 森 島 逸 郎 第10回植込みデバイス関連冬季大会 (コメンテーター) 横 浜

18. 3.23 循環器内科 森 島 逸 郎 第82回日本循環器学会学術集会 大 阪

17.11.11 小 児 科 中 嶋 義 記 第46回西濃小児科医会学術講演会 大 垣

17.12. 9 小 児 科 鹿 野 博 明 第3回岐阜小児てんかん入門セミナー 岐 阜

17. 7.24 第２小児科 倉 石 建 治 岐阜県医師会心電図解析委員会講演会 岐 阜

17.11. 4 第２小児科 太 田 宇 哉 日本循環器学会第150回東海・第35回北陸合同地方会 名 古 屋

17. 5.28 外 科 亀井桂太郎 第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会 宇 都 宮

17. 9.10 外 科 亀井桂太郎 第14回日本乳癌学会中部地方会 飯 田

17. 9.14 外 科 金 岡 祐 次 第6回西濃消化器がん学術講演会 大 垣

17. 9.14 外 科 高 山 祐 一 第6回西濃消化器がん学術講演会 大 垣

17.9.23・24 外 科 亀井桂太郎 第39回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 大 宮

17.10.17 外 科 亀井桂太郎
The 16th World Federation for Ultrasound in Medicine
and Biology Congress

台 湾

17.10.21 外 科 亀井桂太郎 第55回日本癌治療学会学術集会 横 浜

17.11.10 外 科 亀井桂太郎 Gifu Breast Cancer Conference 岐 阜

17.11.23 外 科 深 見 保 之 第79回日本臨床外科学会総会 東 京

17.11.30 外 科 亀井桂太郎 第3回西濃乳癌チーム医療研究会 大 垣

17.12. 2 外 科 亀井桂太郎 第3回東海乳房再建研究会 名 古 屋

18. 1.18 外 科 亀井桂太郎 Breast cancer Conference in Gifu 岐 阜

18. 2.17 外 科 高 山 祐 一 第15回日本ヘルニア学会東海地方会 名 古 屋

17. 3. 2 外 科 亀井桂太郎
岐阜県がん・生殖医療ﾈｯﾄﾜｰｸ GPOFｓ2018 ミーテ
イング

岐 阜

17. 3. 8 外 科 高 山 祐 一 第54回日本腹部救急医学会総会 東 京

1 7 . 3 . 8 外 科 高 橋 崇 真 第90回日本胃癌学会総会 横 浜

17. 3.24 外 科 亀井桂太郎 第40回日本乳腺甲状腺超音波医学会 東 京

17. 3.29 外 科 前 田 敦 行 第1回西濃消化器がんガイドライン研究会 大 垣

17. 3.29 外 科 高 山 祐 一 第1回西濃消化器がんガイドライン研究会 大 垣
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17.10.20
歯 科 口 腔
外 科

梅 村 昌 宏 第62回公益社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会 京 都

17. 6. 3 皮 膚 科 高 木 肇 日本東洋医学会学術総会 名 古 屋

17.10.28
放 射 線
診 断 科

曽 根 康 博 第22回東海腫瘍核医学研究会 名 古 屋

17.10.25 救命救急部 坪 井 重 樹 第45回日本救急医学会総会・学術集会 大 阪

17.11.18 救命救急部 坪 井 重 樹 第20回日本救急医学会中部地方会総会 高 山

17. 4.20 薬 剤 部 宇佐美英績 造血器腫瘍を学ぶ会 岐 阜

17. 6.20 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第1回薬物治療を考える会 大 垣

17. 7.29 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第15回日本臨床腫瘍学会 神 戸

17. 9. 7 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第4回西濃中枢神経薬剤師研究会 大 垣

17. 9. 9 薬 剤 部 宇佐美英績 4th.東海北陸ブロックがん専門薬剤師フォーラム 名 古 屋

17. 9.19 薬 剤 部 宇佐美英績 Gifu-Immuno-Oncology Pharmacist Meeting 岐 阜

17. 9.22 薬 剤 部 鈴 木 宣 雄 第6回岐阜ＰＣＰフォーラム 岐 阜

17.10. 6 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第7回岐阜がんチーム医療研究会 岐 阜

17.10. 6 薬 剤 部 宇佐美英績 第7回岐阜がんチーム医療研究会 岐 阜

17.10.25 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第7回西濃がんサポーティブケア研究会 大 垣

17.11. 4 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第27回日本医療薬学会 千 葉

17.11.16 薬 剤 部 吉 村 知 哲 大垣がん薬物療法セミナー 大 垣

18. 1.28 薬 剤 部 吉 村 知 哲 平成29年度中堅薬剤師研修会 岐 阜

18. 2.15 薬 剤 部 吉 村 知 哲 第2回薬物療法を考える会 大 垣

17. 4.13 画 像 高 田 賢 第73回日本放射線技術学会総会学術大会 横 浜

17. 8.20 画 像 安 田 英 明 第5回東海血管検査研究会 豊 明

17. 9.10 画 像 高 田 賢 岐阜県Ｘ線CT研究会第50回記念講演会 岐 阜

17.10.21 画 像 澤 幸 子 第12回岐阜県乳房画像カンファレンス 岐 阜

17.10.22 画 像 小 川 定 信 第20回岐阜県診療放射線技師学術大会 高 山

17.10.28 画 像 片 岡 咲 第32回岐阜県乳房画像研究会 美濃加茂
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17.10.29 画 像 丹 羽 文 彦 第33回岐阜県病院協会医学会 岐 阜

17.11.4・5 画 像 小 川 定 信 第10回中部放射線医療技術学術大会 岐 阜

17.11.11 画 像 橋ノ口信一 第41回岐阜県超音波研究会 土 岐

17.11.11 画 像 高 田 賢 第19回中部SOMATOM研究会 名 古 屋

17.12. 2 画 像 高 木 等 第63回岐阜県放射線治療技術研究会 岐 阜

18. 1.10 画 像 古 川 雅 一 第24回NTclub 岐 阜

17. 9. 2 検 査 中 島 直 美 臨床生理部門研修会 大 垣

17. 9.10 検 査 石 郷 景 子 第26回日本PSG研究会東海支部例会 (世話人) 名 古 屋

17.10. 1 検 査 中 島 直 美 第56回中部圏支部医学検査学会 名 古 屋

17.10.21 検 査 石 郷 景 子 第28回日本神経生理研究会中部支部研修会 (世話人) 名 古 屋

17.11.11 検 査 中 島 直 美 臨床生理部門研修会 (世話人) 高 山

17.11.30 検 査 石 郷 景 子 第47回日本臨床神経生理学会学術大会 横 浜

18. 1.20 検 査 後 藤 孝 司
岐阜県臨床検査技師会病理・細胞部門､ 染色体・遺
伝子部門合同研修会

大 垣

18. 2.25 検 査 石 郷 景 子 第27回日本PSG研究会東海支部例会 (世話人) 浜 松

18. 3. 3 検 査 中 島 直 美 臨床生理部門研修会 各 務 原

18. 3.10 検 査 後 藤 孝 司
岐阜県臨床検査技師会臨床微生物部門､ 染色体・遺
伝子部門合同研修会

大 垣
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