
2017年 4月から 2021年 3月までの 4年間の当院検診乳
房超音波検査（US）の成績についてまとめた。受診数は延
べ 3652例であった。要精査となったのは 153例で、年度別
要精査率は 3.2～7.0％であった。要精査 153例のうち、当
院外来受診 94例を含め追跡可能であったのは 113例で、こ
のうち悪性は 9例であり陽性反応的中度は 8％であった。
がん検診事業評価指標の許容値は、要精査率 11％以下、陽
性反応的中度 2.5％以上とされており、この指標を達成する
ことができた。当院外科外来を受診した 94例の初診結果の
内分けは、follow 41例、FNA施行 51例、CNB 施行 2例で
あり、6例の癌が発見された。
検診で発見した悪性症例を提示する。1例目は検診 USに
て要精査とし得た症例である。40代女性、MMGでは異常
なしであったが、USで不整形低エコー腫瘤を認めた。外来
を受診し、FNAにて悪性の疑い（クラスⅣ）の判定、
CNBにて悪性の診断であったため手術を施行し浸潤性乳管
癌（硬性型）と診断された。2例目は検診 USでは要精査に
できずMMGの経時的変化により要精査となった症例であ

る。70代女性、2013年から 2018年まで毎年外来で
MMGによる定期検査を受けていたが、特に異常を認めな
かったため、2019年より検診に切り替えた。USで左乳頭
下に低エコー腫瘤を認めるも、軽度異常、経過観察として

いた。2020年MMGで左M領域に辺縁微細鋸歯状腫瘤を
認め、2018年より増大していたため要精査となった。
FNAにて悪性（クラスⅤ）の判定であったため手術を施行
し非浸潤性乳管癌（低悪性度）と診断された。

当院では 2017年 4月より検査技師による検診乳房 USを
開始した。4年間の成績は基準をクリアできていた。当院
では任意型乳癌検診が中心のためMMGと USを必ずしも
同時に施行するわけではないが、USを施行する際には
MMGや過去の画像との対比を行いながら検査し、精度を
保つようにしたい。

連絡先　086-222-8811（内線 21245）

当院の検診乳房超音波検査の成績

◎林 栄子 1)、斎藤 利江子 1)、大森 かすみ 1)、梅野 里奈 1)、増田 雅史 1)、林 敦志 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】リンパ管腫は小児の頭頸部に好発する良性腫

瘍であるが、腸間膜に発生するのは比較的稀である。今回

我々は、成人の小腸間膜リンパ管腫を経験したので報告す

る。【症例】20代、男性【現病歴】10年前に馬尾神経鞘腫
と診断され、切除術が施行された。術後の経過観察目的で

行ったMRIにて骨盤内腫瘤を指摘、無症状のため経過観察
されていたが 3年前より増大傾向を示し、精査目的で当院
消化器腫瘍外科紹介となった。【腹部超音波検査所見】下

腹部正中の腹腔内に 50×21mm大の境界明瞭な多房性嚢胞
性腫瘤を認めた。内部に明らかな充実部や血流は認めなか

った。腫瘤足側に接して空腸を描出し、カラードプラ法に

て腫瘤内を走行する既存の動脈を確認した。小腸間膜に由

来するリンパ管腫を疑った。【腹部 CT、PET-CT所見】骨
盤内の小腸間膜に 60㎜大の境界明瞭な分葉状の低吸収域を
認めた。PET-CTにて有意な FDG集積を認めず、腸間膜嚢
胞を疑う所見であった。【腹部MRI検査】T1強調画像で
低信号、T2強調画像で高信号を呈する多房性嚢胞性病変で
あった。【経過】無症状であったが本人の希望あり、腹腔

鏡下小腸部分切除術が施行された。小腸間膜に 60mm大の
腫瘤を認め、小腸への癒着は認めなかった。【病理所見】

肉眼的には漿膜から腸間膜に及ぶ嚢胞性病変であった。組

織学的にも漿膜下層から腸間膜にかけ嚢胞構造がみられ、

嚢胞壁は単層の内皮細胞で覆われ、一部に平滑筋層を認め

た。免疫染色で内皮細胞は D2-40陽性であり、小腸間膜リ
ンパ管腫と診断された。【まとめ】リンパ管腫の腹腔内発

症は 5～9％と低く、そのうち腸間膜に発症するのは約 69％
といわれている。本症例は小腸間膜に発生したリンパ管腫

であった。腸間膜リンパ管腫は良性疾患であり、腫瘍が小

さく無症状例は経過観察を行う。腹痛などの有症状例には

外科的切除が原則であるが、小腸捻転や腸閉塞、腹膜炎な

どの急性腹症の合併を契機に診断される例も少なくない。

腸間膜リンパ管腫に特徴的な超音波検査所見は多房性嚢胞

性腫瘤であり、超音波検査はその質的診断に有用である。

急性腹症を合併する前に腸間膜リンパ管腫を超音波検査に

て診断する意義は大きいと考える。

連絡先：089-960-5601

成人小腸間膜リンパ管腫の 1例

◎南 ゆうな 1)、鹿野 由香理 1)、作岡 南美子 1)、宮崎 真紀 1)、高須賀 康宣 1)

愛媛大学医学部附属病院 検査部 1)
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透析患者の高齢化や長期化により、バスキュラーアクセス

（VA）の狭窄や閉塞などのトラブルが増加している。
VAのトラブルに対して最低限の治療回数で、できるだけ
長期に開存を維持できるかが課題である。VAを管理する
ツールとして超音波検査が用いられる。シャント機能評価

に上腕動脈血流量と血管抵抗指数（RI）の測定を行うが、
これは上腕動脈から狭窄等の病変までの血管ルートが一本

道であることを前提としている。今回狭窄部位手前に逃げ

道となる分枝血管があるためにシャント機能評価および

VAVIT施行タイミングの判断に苦慮した症例を報告する。
症例①：74歳男性。透析歴 6年。右前腕に自己血管シャン
トあり。透析導入後約 4年、シャントの一部が血栓閉塞し
たため血栓除去術を施行。術後血栓は一部残存したが、血

流量は 940ml/minと良好のため経過観察とした。その後シ
ャント血管は蛇行し、吻合部近くで分枝血管が発達し始め

た。術後１年まで、分岐血管を脱血部として透析を施行し

血流量も 849ml/minと保たれていた。分枝血管径は 5.8㎜、
シャント本幹の血流速度は 0.6m/secとなったため、血流量

測定時に分枝血管を圧迫した状態で測定すると、

342mL/minまで減少した。その後シャント血管修復検討中
に前回血栓閉塞した部分が再度閉塞し人工血管にて再造設

となる。

症例②：40歳男性。透析歴 3年。左上腕に自己血管シャン
トあり。透析導入後約 1年半経過してシャント本幹に径
2.0㎜の狭窄が生じ、分枝血管が径 8.3㎜と発達し始めた。
血流量は 954mL/minで保たれており経過観察とした。透析
導入後 2年後、狭窄部径が 1.6㎜となり PTAを施行。その
後血流量は 1147mL/min、分枝血管圧迫時 655mL/minと減
少するが、シャント本幹血流速度は 1.7m/secと保たれてお
り経過観察となる。

考察：分枝血管が発達したシャント症例では、分枝血管を

圧迫した状態で測定することにより本幹のシャント機能を

評価できると考える。これに合わせて分枝血管の太さ、シ

ャント本幹や分枝血管の血流速度等を総合的に評価するこ

とで VAVIT施行タイミングを判断できると示唆された。
岡山赤十字病院　生理検査課　086-222-8811(22240)

狭窄手前の分枝血管発達症例においてシャント機能の評価に苦慮した症例

◎金谷 京子 1)、谷口 裕一 1)、平井 沙也加 1)、生田 ひかり、塩見 麻耶 1)、市川 治 1)、三木 伸良 1)、大山 智之 1)

岡山赤十字病院 1)
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【はじめに】神経芽腫は小児期に発症する疾患であり、本

邦では年間 200例程度の新規発症例があるとされるが、嚢

胞性神経芽腫は極めて稀である。一般的に 1歳半未満の乳

児期発症の神経芽腫は予後良好であることが多く、低リス

ク群神経芽腫症例に対して腫瘍の自然退縮および分化を期

待した無治療による経過観察の有効性を観察する臨床研究

が行われている。今回、超音波検査を用いて経過観察した

症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

【症例】3か月男児。在胎 32週に胎児超音波検査で腹部に

嚢胞性腫瘤が指摘された。在胎 39週 3日に 2990gで経膣分

娩にて出生、Apgar scoreは 8点/8点あった。高血圧や黄

疸、貧血や副腎不全を示唆する症状は認めなかった。腫瘍

マーカーは血清 NSE、尿中 HVA、VMAいずれも基準値内であ

った。日齢 2の超音波検査で、肝右葉背側、右腎頭側に

35×32×33mmの境界明瞭な円形腫瘤が認められた。内部に

は多数の不整な隔壁構造が顕在化しており、石灰化は見ら

れず病変全体が乏血性であった。日齢 8の MIBGシンチでは

腫瘤を含め有意な核種の集積を認めなかった。日齢 9の腹

部 MRIでは嚢胞壁が T1強調画像で低信号、T2強調画像で

高信号を示す多房性嚢胞性腫瘤を認め、嚢胞性神経芽腫と

診断した。低リスク群神経芽腫として無治療経過観察を行

う方針とした。腫瘍マーカーは血清 NSE、尿中 HVA、VMAい

ずれも基準値内で推移した。超音波検査では、3週目 29×

25×28mm、1か月半 24×21×20mm、2か月 20×16×18mm、

3か月 14×13×16mmと縮小傾向を認めており、追加治療は

行っていない。【考察】嚢胞性神経芽腫は神経芽腫に特徴

的な症状や腫瘍マーカーの上昇を認めず、また MIBGシンチ

での核種の取込みも認めないため、正確な診断や病勢の評

価が難しい。嚢胞性神経芽腫は一般的には自然退縮が期待

できる予後良好なものとされているが、一方で悪性度の高

いものが混在しており、再増大時に転移を生じた報告もあ

る。そのため、血清学的検査に加えて経時的な画像所見を

考察することが病勢把握のために重要である。特に低月齢

児に対して非侵襲的に実施可能な超音波検査は嚢胞性神経

芽腫の経過観察に有用である。

連絡先－086-422-0210(内線 2237）

経過観察中に縮小を確認できた嚢胞性神経芽腫の１例

◎西野 理紗 1)、秋山 沙希 1)、友國 淳子 1)、寺尾 陽子 1)、山内 陽平 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 臨床検査技術部 1)
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【はじめに】鼠径部に発生する子宮内膜症は全体の 0.6～
0.8%と稀な疾患である。今回、鼠径部子宮内膜症の症例を
経験したので報告する。【症例】30代女性【既往症】月経
困難症【主訴】右鼠径部に疼痛を伴う腫瘤を触知【超音波

所見】右鼠径部に 23×19mmの境界不明瞭な低エコー腫瘤
を認めた。内部不均一で点状～線状高エコー散在、中央部

は極低エコー、内部血流あり。皮下脂肪層から深部へ連続

している様だったが、後方エコーの減弱が強く、詳細な評

価は困難であった。周囲脂肪織のエコーレベル上昇と鼠径

リンパ節の反応性腫大を認めた。推定疾患には肉芽腫、化

膿性リンパ節炎、膿瘍があげられた。【MRI所見】右鼠径
管は拡張し、T1・ T2強調像で低信号、dynamic studyで漸
増性に不均一に濃染した。鑑別には肉芽、子宮内膜症があ

げられた。【針生検による病理組織診断】脂肪織を含む線

維性結合織の小片が採取され、軽度の炎症細胞浸潤を伴っ

た材料の一部に、円柱上皮からなる小型腺管と、それを取

り囲む疎な間質成分が認められた。免疫染色では ER（+）、
間質成分は CD10（+）であり、内膜症と診断された。【考

察】子宮内膜症は超音波像の典型像は確立されていないが、

境界不明瞭な腫瘤像を呈するという報告が多く、本症例も

同様であった。超音波像は病理組織像をよく反映しており、

炎症細胞浸潤のため腫瘤境界は不明瞭で、周囲脂肪織のエ

コーレベル上昇等の炎症所見がみられた。また、従来の線

維性結合組織に加え、新生の線維成分が形成されており、

そのために周囲と比べて後方エコーが減弱して見えたと考

えた。本症例では、MRIで鼠径管の腫脹が指摘されたが、
超音波検査では鼠径管の腫脹や腫瘤との連続性は指摘でき

ず、超音波検査のみで子宮内膜症を疑うことは困難であっ

た。子宮内膜症は月経周期によって腫瘤の大きさや疼痛の

程度、画像が変化することが報告されており、鼠径部の腫

瘤性病変でリンパ節やヘルニア等の典型像とは異なる画像

が得られた際に、性成熟期の女性では本症を念頭に置いて、

検査時に月経周期と症状との関連を聴取することができれ

ば診断の一助となり得ると考える。　　　　　　　　

連絡先：086-252-2211（代）

鼠径部に発生した子宮内膜症の一例

◎山本 和可子 1)、安梅 努 1)、塚本 久美子 1)、三宅 愛子 1)、小玉 亜梨奈 1)、伊藤 遥 1)、山上 祐貴 1)、佐藤 瞳 1)

社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会総合病院 1)
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【はじめに】我々は馬蹄腎に合併した腎集合管癌

（collecting duct carcinoma：CDC）の 1例を経験したので，
若干の文献的考察を加えて報告する．

【症例】患者：66歳，男性．
現病歴：20XX年 2月より糖尿病にて当院内科に通院中．
【検査】20XX年 7月，スクリーニング目的で腹部超音波
検査（US）を施行．両腎下極は臍部付近で融合しており，
馬蹄腎と診断した．峡部はやや低～等エコーで腎中心部エ

コー像（CEC）は縮小，突出は認めず，輪郭は保たれてい
た．近傍に 1.1cm，1.4cm，3.2cm大の嚢胞を認めたが，腎
細胞癌を疑う腫瘤は認められなかった．20XX年 1月，食
欲不振・体重減少を主訴に来院．造影 CTで馬蹄腎峡部に
遅延性に不均一に造影される 10cm大の腫瘤を認めた．ま
た，肝内多発する腫瘤および腹部大動脈・ IVC周囲のリン
パ節腫大を認めた．PET-CTでも同部位に一致して集積を
認め，腎癌の多発肝転移，リンパ節転移が疑われた．肝生

検では，淡好酸性細胞質に類円形好塩基性核を有する腫瘍

細胞が，胞巣状，小塊状，策状構造をとり，浸潤性に増殖．

免疫染色では CK（+），CKhmw（+），p63（+）で
CDCと診断された．
【考察】馬蹄腎は 400人に 1人の割合で発生する．馬蹄腎
に合併する悪性腫瘍の内訳は，腎細胞癌 45％，腎盂腫瘍
20％，Wilms腫瘍 28％，その他 7％である．CDCの発生頻
度は腎細胞癌全体の 1％前後と非常に稀で，診断時にはす
でに病期が進行していることが多く，予後不要の癌である．

CDCの US画像の特徴として，①浸潤性発育の像を呈し，
②腫瘍が増大しても腎の輪郭が保たれ，③腎中心部エコー
像は変形・縮小し，④腫瘍血流は乏しく，⑤腫瘍のエコー
レベルは症例により様々であると報告されている．このた

め，USでは早期の CDCは描出困難で本症例でも USで病
変を同定することは出来なかった．

【結語】馬蹄腎に合併した CDCの 1例を経験した．馬蹄腎
峡部に腫瘍が存在することは非常に稀であるが，CDCは典
型的な腎細胞癌のような充実性腫瘤としては描出されない

ため，USを施行する場合は注意深く観察する必要があると
思われた．　　　　　　　放射線第一病院　0898-23-3358

馬蹄腎に合併した腎集合管癌の 1例

◎森賀 信行 1)

順天会 放射線第一病院 1)

6
一般演題 生理



【はじめに】魚食文化のある本邦において消化管異物、特

に魚骨による消化管穿孔の報告は比較的多い。一方で同疾

患の術前診断率は必ずしも高いとは言えず、さらにモダリ

ティは主に CTの報告が多く、体外式超音波（以下 US）で
診断し得た報告例は少ない。今回 USで診断し得た魚骨に
よる盲腸穿孔の 1例を報告する。
【症例】84歳女性。【主訴】右下腹部痛と悪心。
【現病歴】2014年 3月 30日より上記主訴が出現し、翌日
近位を受診された。右下腹部に反跳痛および筋性防御を認

め、急性腹膜炎が疑われたため当院へ緊急搬送された。

【血液検査】WBC 9,830 /μl、NEUT 89.0 %、Hb 9.5 g/l、PLT 
18.0 万/μl、CRP 29.2 mg/dl。
【画像所見】US：3.75～6MHzコンベックスプローブによ
る観察で、回盲部周囲脂肪織の肥厚および輝度上昇を認め、

同部が圧痛の最強点であった。また上行結腸外側（傍結腸

溝）に点状高エコーを含む混濁した液体貯留を認めた。さ

らに虫垂開口部近傍の盲腸壁から腸管外の脂肪織にかけて

約 2cmの線状高エコーを認めた。7MHzリニアプローブで

の観察では線状高エコーは均一な幅で、弱い音響陰影を伴

っていた。ソナゾイドを用いた造影では虫垂開口部近傍に

壁の連続性が途絶している部位を認め、魚骨による同部の

穿孔が示唆された。CT：US同様、回盲部に High densityの
線状陰影を認め、上行結腸の外側に膿瘍形成を疑う液体貯

留を認めた。US、CTともに free airは認めなかった。
【経過】開腹下回盲部切除術が施行され、魚骨穿孔に伴う

急性限局性腹膜炎と診断された。

【考察】魚骨など消化管異物の多くは自然に排泄されるが

穿孔した場合、腹膜炎を引き起こし重篤な状態に陥る。本

症例では USで回盲部に膿瘍形成を伴う強い炎症所見を認
めたが、虫垂炎や憩室炎の所見はなく、高周波リニアプロ

ーブで魚骨を同定し、造影にて穿孔部位を推測することが

できた。異物による消化管穿孔の診断は、まず疾患を想起

すること、さらにコンベックスプローブによる全体像の把

握に加え、異物を検出するために炎症所見の強い場所を中

心に高周波リニアプローブによる詳細な観察を行うことが

重要であると考えられる。

診断に体外式超音波検査が有用であった魚骨による消化管穿孔の１例

◎岩﨑 隆一 1)、竹之内 陽子 1)、谷口 真由美 1)、小倉 麻衣子 1)、妹尾 顕祐 1)、火口 郁美 1)、木村 正樹 1)、河口 豊 1)

川崎医科大学附属病院 1)
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【はじめに】動脈管開存症は先天性心疾患で,肺動脈から大
動脈へ通じる胎生期循環の交通路が何らかの原因で開存し

たまま残ったものである.通常は連続性雑音を聴取する事が
多い.今回,心雑音は聴取出来なかったが,腎生検の入院時に
血管脈波検査（ABI）を施行したところ,簡易心機能評価で
左室機能低下が疑われた事により,経胸壁心臓超音波検査を
依頼され, 動脈管開存症の発見に至った.【症例】30歳代,女
性.【既往歴】特記すべき事項なし.【現病歴】血尿.近医で
尿潜血,尿蛋白を指摘され,当院腎臓内科に紹介.【身体所見】
身長:157cm,体重:48kg,血圧:101/56mmHg,心雑音なし,下肢浮
腫なし.【胸部 X線】CTR:46％.【心電図】心拍数:51拍/分,
洞調律.【心臓超音波検査】左室収縮能や弁逆流は正常範囲
内であったが、左室短軸断面大動脈弁レベルでの観察で,カ
ラードプラ法にて肺動脈分岐部から肺動脈弁に向かう連続

性シグナルを認め,動脈管開存症を疑った.左室拡大や肺高血
圧は認めず,肺体血流比は 1.1であった.【心臓MRI】下行大
動脈脈から肺動脈へ連なる血管構造物を認め,動脈管開存症
と診断された.脈管の太さは 6～9㎜、長さ 17.7㎜であった.

また,右心負荷を示唆する所見は認めなかった.【経過】ガイ
ドラインに沿い心内膜炎予防した上で,腎生検を施行.所見は,
IgA腎症,細管間質性腎炎であり,腎臓治療を優先し,ステロイ
ドパルス療法を開始.動脈管開存症については現在症状がな
い為に経過観察となっているが,感染性心内膜炎の感染性リ
スクとなりうるので,今後はご本人に治療の意思があればプ
ラグ塞栓などの治療を検討する.【考察】今回発見の契機で
ある,フクダコーリン社製 formでは簡易心機能評価を有し
ており,左室の収縮機能不全をはじめ,種々の病態や心疾患の
種類と重症度の評価に有用であるとされている.今後,簡易心
機能評価をより注意深く観察していく事で,新たな発見があ
ると考えた.また日頃から,心雑音を聴取していなくても,若
年の検査初回の患者さんは心室中隔欠損･心房中隔欠損･肺

動脈狭窄･動脈管開存症についてはスクリーニングとして有

無を確認し,レポートに記載していた事も今回の発見に繋が
ったと考えた.

血管脈波検査を契機に発見された動脈管開存症の一例

◎中岡 加奈子 1)、吉川 由佳里 1)、正木 千晶 1)、木村 優里 1)、多田 浩章 1)、高松 典通 1)

川島病院 1)
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【はじめに】感染性心内膜炎における疣腫は基礎疾患のあ

る弁位に付着し、僧帽弁が最も高頻度である。僧帽弁閉鎖

不全症では僧帽弁の左房側、大動脈弁閉鎖不全症では大動

脈弁の左室側の弁腹に付着することが多い。今回我々は感

染性心内膜炎に合併した僧帽弁閉鎖不全症において、左室

内腔のみに疣腫の付着を認めた症例を経験したので報告す

る。【症例】58歳男性【既往歴】気管支喘息、アトピー性
皮膚炎(シクロスポリン内服中)、3年前に感染性心内膜炎疑
いで治療。【現病歴】当院入院 10日前頃から頸部痛と頸部
の可動制限が出現、その後微熱も認めていた。当院入院

6日前に 38度以上の発熱と尿閉症状が出現し、近医を救急
受診した。血液検査にて炎症反応の上昇、MRIで頸椎 C5-
6に化膿性椎間板炎、心エコーで左室内に疣腫を疑う可動
性構造物の付着を認め、精査加療で当院心臓血管外科紹介

となる。【入院時心エコー所見】僧帽弁逸脱(A1･P1疑
い)、MR(重症)、前乳頭筋周辺の左室壁に 10ｍｍ大で可動
性のある構造物を複数個認め、付着部位に沿うように

MRの吸い込み血流が近接していた。【入院時経食道超音

波所見】前乳頭筋とその心基部側の左室内膜に複数の疣腫

の付着を認め、可動性(+)。A1･P1逸脱(腱索断裂伴う)あり。
【入院後経過】前医での血液培養からメチシリン耐性黄色

ブドウ球菌が検出された。入院時の頭部MRIにて多発性急
性期脳梗塞を認め、疣腫の性状からも手術適応と判断され

た。入院 5日目に僧帽弁形成術が施行された。【手術所見】
僧帽弁は A1に検索断裂あり、弁自体に疣腫の付着認めず。
乳頭筋周囲に付着する大きな疣腫 2個を摘出し、残りの小
さい疣腫は吸引と高圧洗浄にて除去した。【病理所見】疣

腫組織はフィブリン炎症細胞からなり、内部に球菌の菌塊

を認めた。腱索組織は一部壊死に陥り、周囲には球菌が付

着。感染性心内膜炎による腱索断裂と診断された。【考察】

今回の症例は腱索断裂によって生じたMRの吸い込み血流
が原因で周辺の左室内膜に疣腫が付着したものと考えられ

る。【結語】左室内腔のみに疣腫の付着を認めた感染性心

内膜炎の一例を経験した。　

連絡先　086-225-2111(内線 83500)　　　　　　　　　　　　　　　

左室内腔のみに疣腫の付着を認めた感染性心内膜炎の一例

◎前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、森岡 知子 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】冠動脈瘻は、冠動脈の末梢の一部が心腔内や

肺動脈などの本来と異なる部位に開口する先天異常であり、

近年心エコー図検査において偶然に発見される機会が増加

している。右冠動脈が冠静脈洞に開口した一例を経験した

ので報告する。

【症例】50歳代男性【現病歴】昼間の眠気にて睡眠時無呼
吸症候群を疑われ、診察時に心雑音を指摘され、心エコー

図検査を施行されることとなった。

【心エコー図】左室収縮能正常。両心房拡大、左室拡大あ

り。右冠動脈及び冠静脈洞の著明な拡大を認め、右冠動脈

から冠静脈洞方向へ蛇行した異常な脈管構造を認め、冠動

静脈瘻が疑われた。左室流出路と右室流出路にて測定した

Qp/Qsは 1.01であった。
【冠動脈 CT】左冠動脈異常なし。右冠動脈は入口部から拡
大が著明で蛇行しており、拡大した冠静脈洞につながる。

【心臓カテーテル検査】左冠動脈異常なし。右冠動脈は入

口部から拡大し、蛇行しながら冠静脈洞にシャントを形成

していた。サンプリングにより Qp/Qsは 2.37であった。

【経過】睡眠時無呼吸症候群(AHI80.9回/時)は重症で
CPAPにて治療された。また脂質異常症に対しスタチンが
投与された。冠動静脈瘻については、心不全は不顕性であ

るために治療希望なく、経過観察中である。

【考察】冠動脈瘻は近年画像検査において偶然に発見され

る機会が増加している。CT検査による報告では、頻度は
0.75～0.9％と比較的高頻度の疾患で、起始は右冠動脈 50～
60％、左前下行枝 25～40％、回旋枝 20％、対角枝 2％、両
側 5％。開口部は肺動脈 15～40％、右心室 15～40％、右心
房 20～25％、左心房・左心室が 2～5％と程度とされる。冠
静脈洞に開口するものは 5％と頻度は低いが、心不全、血
栓、虚血を呈しやすく、予後不良因子として知られる。心

エコー図での冠動脈瘻検出は 0.06％と検出率は低いものの、
臨床上重要な冠静脈洞に開口する冠動静脈瘻は特徴的な所

見を有し、心エコー図検査が診断に有用と考えられた。

　　　　　　　　　　連絡先　086-225-2111（内線 83500）

右冠動脈が冠静脈洞に開口した一例

◎小林 直子 1)、前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、森岡 知子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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症例は 70代男性。7年前にホルター心電図検査で発作性心房細動を指摘され内服治療中であった。2年前より睡眠時無呼吸にて
CPAP治療されていたが、日常生活で心不全症状は認めていなかった。20XX年 6月、労作時息切れ、立ち眩みを主訴にて来院
し、来院時の 12誘導心電図検査では徐脈性心房細動と四肢誘導での低電位、さらに胸部誘導での R波増高不良を認めた。心臓
超音波検査では軽度の左室壁肥厚、少量の心嚢水、左房拡大と e’の低値を認めた。初診時からさかのぼり心電図波形を確認する
と発作性心房細動の指摘はホルター心電図検査のみで、12誘導心電図検査では指摘がなく、また初診時の心電図波形と比べ今回
は明らかに低電位化していた。超音波所見は直近 2年前と著変なかったが、心アミロイドーシスを疑い 2D Speckle tracking 法に
よる長軸方向のストレイン（longitudinal strain）解析をおこなった。Global longitudinal strain（GLS）=-14.6%と低下し、各セ
グメントの longitudinal strainを表示したブルズアイでは心アミロイドーシスに特徴的な apical sparing patternを認めたため、主
治医に報告した。その後、シンチで心臓にピロリン酸集積を認め、十二指腸生検を行いアミロイドーシスが確定した。遺伝子解
析にて野生型トランスサイレチン（ATTRwt）アミロイドーシスと診断され、他院で心筋生検後タファミジスによる治療が開始
された。2019年に ATTRwtアミロイドーシスの治療薬として認可されたタファミジスは軽度心不全症状で予後改善が報告され
ており今後さらに早期診断が重要となってくる。今回の症例は初診時からさかのぼって検証すると心電図の電位や左室拡張能の
指標が徐々に変化しているため以前からアミロイドの沈着が進んでいたと推測されたが、診断確定時に心不全症状は軽度であり
治療のタイミングとしては妥当であったと考える。ATTRwtアミロイドーシスは進行が緩徐と言われており、今回の症例も特徴
的な所見を呈するのに時間を要したと考えられた。そのため心アミロイドーシスの早期診断には心電図変化や拡張障害に注視し、
積極的にストレイン解析を行うことが有用であると考えられた。

2D Speckle tracking 法が診断の契機となった ATTRwt アミロイドーシスの 1例

◎吉武 美香 1)、米田 登志男 1)、浅野 清司 1)、芝 美代子 1)、清水 健太 1)、橋本 美咲 1)、田坂 美樹 1)

広島赤十字・原爆病院 1)
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【症例】48歳男性、15分持続する胸痛を自覚。その後も頻
発する胸痛で近医受診。急性冠症候群が疑われ紹介となっ

た。

【検査所見】心電図：Ⅱ・ V4～V6誘導 ST低下。採血：
CK max 784U/L、TropT 1.630ng/mL。胸部 X線：心拡大な
し、心陰影に異常なし。

心カテーテル：冠動脈造影で左冠動脈主幹部(LMT)から回
旋枝(LCx)は、著明に拡張(LMT～LCx径：約 10～15mm、
中部瘤化部径：20mm)、蛇行を繰り返し右房または右室底
部付近への開口が考えられた。左前下行枝は、正常血管径

で走行異常なし。比較的灌流域が広い対角枝(D1)は高度狭
窄(90％)を認めた。右冠動脈は異常なし。右心カテーテル
では右室で SpO2 step upを認め、シャント率 1.4であった。
冠動脈 CT：D1近位部で狭窄(75%)を認めた。LMT起始部
は 12mmと拡張、LCxは蛇行・屈曲を繰り返し、右室下壁
心筋内に埋没後、右室に開口した。拡張した LCx中部には
内腔に血栓またはプラークを伴う限局性瘤化部分(21mm)を
認めた。

UCG：D1領域(下後壁)の限局性 hypokinesisを認めた。
LMT径は 8mm、LCx径は 18mmと拡張し側壁に沿って下
降した。全周期にわたり右室自由壁基部から心尖部方向へ

向かう異常流入血流を認めた。

【経過】降圧剤、スタチン、抗血小板剤、抗凝固剤を投与

し経過観察中である。

【考察】冠動静脈瘻は、冠動脈末梢が心腔内や肺動脈など

に開口する先天性疾患で、冠動脈全般にわたる拡張や限局

性冠動脈瘤を合併することがあるが、一般的には無症状で

ある。本例の胸痛の原因は、D1の一過性閉塞による限局性
心筋梗塞と考えられた。D1病変の進行に伴う頻回の胸痛発
作に加え、冠動静脈瘻による冠盗血現象の増加に伴う心不

全・虚血や冠動脈瘤破裂が危惧される時には手術を考慮す

る必要がある。

【結語】UCG検査で心外膜に接する拡張した異常血管を認
めた場合、冠動静脈瘻を疑い、その血管の起始部と走行お

よび開口部（短絡の有無）を注意深く観察する必要がある。

連絡先：0829-36-3111　内線：2104

急性冠症候群を契機として発見された巨大左冠動脈・右室瘻の 1例

◎谷下 さやか 1)、本山 唯 1)、岡﨑 千花子 1)、北村 紀恵 1)、霜津 宏典 1)、福岡 達仁 1)、藤原 敬士 2)、藤井 隆 1)

厚生連廣島総合病院 臨床研究検査科 1)、循環器内科 2)

12
一般演題 生理



【はじめに】心腔内血栓はしばしば腫瘍との鑑別を要し、

栄養血管を認めた場合には一般に腫瘍を疑う。心エコー図

にて心腔内腫瘤に栄養血管様の血流信号を認め、病理診断

で血栓であった２例を経験したので報告する。

【症例１】40歳代男性。検診で心電図異常（Ⅰ、aVL以外
に陰性Ｔ波）を指摘され心エコー図を行ったところ、左室

心尖部に腫瘤性病変を認め手術目的で入院した。【心エコ

ー図】左室収縮能正常下限(EF 48%)、心尖部の壁運動低下。
左室心尖部に腫瘤（20×12mm）を認め、腫瘤基部に左室内
血流とは異なる血流信号を認めた。【心臓MRI】腫瘤性病
変は STIRで高信号でないこと、造影効果がはっきりしな
いこと、CTと比較してやや縮小傾向であることから血栓が
疑われた。【手術所見】心尖部の腫瘤は血栓様で、心内膜

との付着部は白色の固い組織であった。術中迅速で粘液腫

疑いであり、切除部位周辺の心内膜を追加切除した。【病

理所見】腫瘤は赤褐色調の部分と白色調の部分が存在。組

織学的には、赤色調部分は血液成分と炎症細胞や紡錘形細

胞等の増生、白色調部分は繊維性結合組織であり一部に血

管様構造がみられた。血栓と併存する浮腫状の肉芽組織と

診断された。

【症例 2】60歳代男性。持続性心房細動に対するカテーテ
ルアブレーション目的で経食道心エコー図および冠動脈

CTを施行したところ、左房内に腫瘤性病変を認め手術目的
で入院した。【経食道心エコー図】左房内腔にポリープ型

の充実性病変（8×12mm）を認め、基部に血流信号を認め
た。【心臓MRI】左房上壁に腫瘤を認め、T1WIでは中間
的信号、T2WI高信号で、血栓よりも粘液腫の疑いが強い
と診断された。【手術所見】左房上壁に広く接する腫瘤を

認め、内膜ごと切除。術中迅速で血栓の診断であった。

【病理所見】赤褐色調の隆起性組織で、組織学的に腫瘤の

大部分はフィブリンと赤血球で血栓に相当。器質化成分は

僅かであった。

【考察】心腔内血栓に栄養血管様の血流信号を認めた 2症
例を経験した。血流信号を認める機序として、①器質化に
伴う新生血管、②血栓に併存する肉芽組織の血流が示唆さ
れた。連絡先　086-225-2111(内線 83500)

栄養血管様の血流信号を認めた心腔内血栓症の 2例

◎森岡 知子 1)、前田 光秀 1)、定平 麻希 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】生体弁の血栓弁は比較的稀である。僧帽弁置

換術後短期間で血栓弁を生じた生体弁の１例を経験し、特

徴的な心エコー画像であったので報告する。【症例】70代
女性、身長 154cm、体重 44kg 【現病歴】高血圧症・糖尿病
を有し、3年前から腎硬化症にて維持透析中であった。シ
ャント狭窄を繰り返し新規シャント作成目的で紹介入院し

た。強い労作性呼吸困難感を自覚していた。術前の心エコ

ー図および冠動脈造影にて冠動脈多肢病変と機能性僧帽弁

逆流を指摘され、冠動脈バイパス術及び僧帽弁置換術を施

行された。【術前心エコー図】左室・左房拡大あり。左室

壁運動は右冠動脈及び回旋枝領域で高度低下し、EF 25％。
機能性MRを認め PISA ERO 0.32cm2と中等度、大動脈弁
の軽度肥厚と解放制限(プラニメトリ法での弁口面積
0.8cm2)あるも平均圧格差 6mmHgで偽性大動脈弁狭窄症を
疑った。左室インフローは E/A 1.2、DCT 158msec、TRPG 
25mmHgであった。【術前冠動脈造影】RCA#1 100%、
LAD#5 90%、#8 90%、LCX#11 100%。【手術記録】胸骨正
中切開、CABG (LITA- LAD, SVG-OM, SVG-RCA 冠動脈が

筋肉内を走行していたため剥離困難で出血あり)、僧帽弁置
換術(Epic27mm)を施行、大動脈弁は直視下に観察し、柔ら
かく弁置換必要なしと判断された。術直後の経食道エコー

にて僧帽弁の開放は問題がなかったが、その後人工心肺離

脱時に血圧低下を認め、PCPS装着され ICUに帰室した。
【術後 7日目心エコー図】心室中隔の奇異性運動あり、左
室収縮能は術前より低下。僧帽弁位平均圧格差 11～
13mmHg、僧帽弁弁口面積は PHT法で 0.73cm2と生体弁機
能不全が示唆された。生体弁の前尖側の弁尖に開放制限を

認めた。【術後８日目経食道心エコー図】生体弁の左室側

に血栓と思われる充実性構造物が付着し、特に前尖側が強

く開放制限されていた。【経過】溶解療法および強力な抗

凝固療法を試みたが、血栓は溶解することなく、多発塞栓

症を合併し術後 43日目に永眠された。【考察】生体弁は機
械弁と比較して血栓弁リスクは低いとされているが、低左

心機能と出血により十分な抗凝固が困難であったことから

血栓弁を生じた。診断には心エコー図検査が有用であった。

          連絡先　086-225-2111　（内線 83500）

僧帽弁置換術後短期間で血栓弁を生じた生体弁の１例

◎定平 麻希 1)、前田 光秀 1)、森岡 知子 1)、小林 直子 1)、深井 実佳 1)、秋山 真樹 2)

川崎医科大学総合医療センター 生理検査室 1)、川崎医科大学総合医療センター 内科 2)
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【はじめに】

透析患者に対する検査は、定期検査・病態に応じて行う検

査、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査の 3 つに分類される。その中で定期検査

は透析合併症の早期発見を目的に行われている。当院透析

患者に対しても多くの定期検査が実施されており、心電図

検査は毎月実施している。今回我々は透析患者の定期心電

図検査の頻度と有用性について検討したので報告する。

【対象・方法】

対象は、2018 年 4 月から 2020 年 3 月に実施した当院外来

透析患者の定期検査延べ 6,454 件で、循環器医師への報告

件数とその内容について分析を行った。健診で心電図を実

施した延べ 3,929 件を比較対象とした。

報告事例は当院で決められているﾊﾟﾆｯｸ値に該当するもの、

検査技師の判断によりｱﾗｰﾄ値として報告したものとした。

また同一患者の 2 ヶ月以内のﾊﾟﾆｯｸ値を除く同一事例は除外

した。

【結果・考察】

透析患者と健診受診者の比較では、透析 6,454 件のうち

54 件(0.84％)、健診 3,929 件のうち 10 件(0.25％)で循環器医

師への報告を行い、報告件数には顕著な差が認められた。

また、透析では 17 件(0.26％)、健診では 4 件(0.10％)で処

置・追加検査・基幹病院への紹介を行い、同様に差は顕著

であった。

検査頻度の検討では、毎月実施では患者数 307 人に対して

54 人(17.59％)ある報告率が 3 ヶ月毎の検査頻度を仮定した

場合 18 人(5.86％)と明らかな差を認めた。

【結語】

透析患者の心電図検査は循環器医師への報告、報告後の対

応において健診受診者との差は顕著であった。心電図検査

の頻度を比較すると、1 ヶ月毎と 3 ヶ月毎では医師への報

告率に顕著な差があった。従って透析患者における月 1 回

の定期心電図検査は有用であると考える。

連絡先：086-422-3655(代)　検査健診部

血液透析患者における定期心電図検査の頻度と有用性

◎佐藤 麻里恵 1)、古吉 明美 1)、松本 純子 1)、林田 志保 1)、谷 誠 1)

医療法人創和会 しげい病院 1)
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【背景・目的】動脈硬化の非侵襲的評価方法として，血管

内皮機能を反映する上腕動脈の血流依存性血管拡張反応

(Flow-mediated vasodilation：FMD)がある．FMDは腎機能
と相関を示すことが報告されており，慢性腎臓病進行への

動脈硬化の関与が考えられる．腎線維化は慢性腎臓病進行

時の共通像であり，FMDとの関連はこれまで明らかでない
ため検討した．

【対象と方法】2018年 1月から 2021年 3月に上腕動脈
FMDを測定した腎生検施行患者 59例を対象とした．
1) FMDと腎皮質線維化面積，患者背景，血液・尿検査所見，
腎臓超音波所見の関係について検討した．

2) 線維化面積 25％で線維化軽度群，中等度以上群の 2群に
分け，各指標を比較した.
【結果】1) FMDは eGFR(r=0.429，p<0.001)と正の相関を、
線維化面積(r=-0.319，p=0.014)，年齢(r=-0.591，p<0.001)，
RI(r=-0.314, p=0.021) 尿 NAG (r=-0.270，p=0.044)，
尿 β2MG (r=-0.277, p=0.039)と負の相関を認めた．
FMD低下群(<7%)では正常群(≧7%)と比較し，線維化面積

(p=0.021)，年齢(p<0.001)，男性と喫煙歴ありの割合
(p=0.041, p<0.001)が有意に高く，eGFR(p=0.010)，
拡張期血圧 (p=0.023)が有意に低かった．
2) 中等度以上の線維化群では軽度群と比較し，FMD
(p=0.026)，eGFR(p=0.006)が有意に低く，拡張期血圧
(p=0.021)，男性の割合(p=0.036)が有意に高かった．
【考察】中等度以上の腎線維化の進行により FMDは低下
しており，全身の血管内皮機能低下と腎線維化の進行の

関連が示唆された．また，血管内皮機能には腎機能や

年齢，性別などの複数因子の関与も考えられた．今後は

症例数を増やし，これらの因子も考慮した検討をさらに

行いたい．

【結語】腎臓線維化が中等度以上に進行している場合，

血管内皮機能が低下している可能性がある．

　　　　　　　　　　　連絡先：088-631-0110 (川島病院)

血管内皮機能と腎線維化の関連性

◎吉川 由佳里 1)、正木 千晶 1)、中岡 加奈子 1)、中木 竜馬 1)、岡本 拓也 1)、池田 ゆか 1)、多田 浩章 1)、高松 典通 1)

川島病院 1)
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【目的】血圧脈波検査は動脈硬化や下肢動脈の狭窄などの

診断に有用である．その指標として脈波伝播速度や ABIの
計測がよく用いられている．下肢脈波の立ち上がり時間

(UT)が下肢動脈狭窄の診断に有用か否かについて検討．
【対象・方法】対象は血圧脈波検査を実施した 50歳以上の
男女 153例で，内訳は以下のとおりである．
1群．健常例:39例　　　2群．高血圧症:39例
3群．脂質異常症:27例　4群．糖尿病＋脂質異常症:20例
5群．糖尿病＋脂質異常症＋高血圧症:28例
　使用機器は血圧脈波検査装置（VS-2000システム，F社
製）で各群における下肢脈波の立ち上がり時間(UT)の有用
性について他の指標と対比検討した．

【成績・考察】1．立ち上がり時間(UT)と各指標との相関
1）UTと ABIの相関　右足：r=-0.587（p=0.00000），
左足：r=-0.701（p=0.00000）．

2）UTと CAVIの相関　右足：r=-0.007（p=0.93083，NS），
左足：r=-0.145（p=0.07460，NS）． 

2．5群における立ち上がり時間(UT)，ABIの測定値の比較

1）UTは 4，5群が 1～3群に比し有意な高値を示した．
2）ABI は 4，5群が 1～3群（右足を除く）に比し有意な
高値を示した．

3．5群の立ち上がり時間(UT)，ABIの異常値出現率の比較
　各異常値：UT≧180msec，ABI＜1.00
1）UTは 4群が 1～3群に比し有意な高率を示した．
左足の 5群が 1，4群に比し有意な高率を示した．

2）ABI は 4群が 1～3群に比し有意な高率を示した． 
5群も 1～3群に比し有意な高率を示した（右足の 4群
と 2群を除く）．

　以上の成績より，立ち上がり時間(UT)は ABIと同様に下
肢動脈狭窄の良い指標であると考える．ABIよりも異常値
を示す頻度が高く，沢山らの報告のように下肢動脈狭窄の

病態を ABIより早期にとらえている可能性がある．
【結語】血圧脈波検査を施行した 153例を検討した結果，
立ち上がり時間(UT)は ABIと同様に下肢動脈狭窄の良い指
標であると考える．

（連絡先：℡(086)942-9900（内線 9166）

血圧脈波に関する研究

－下肢脈波の立ち上がり時間(UT)の臨床的意義－

◎久保木 花奈 1)、山本 誠一 1)、仲辻 達也 1)、植本 美佐夫 1)、石原 夕莉 1)、森安 節子 1)

社会医療法人 岡村一心堂病院 1)

17
一般演題 生理



【はじめに】血液透析患者は末梢動脈疾患を合併する頻度

が高く、重症下肢虚血(CLI)へと伸展する割合も多い。皮膚
灌流圧（SPP）検査は皮膚レベルの微小循環の指標であり
動脈の石灰化の影響を受けないため、糖尿病や長期の維持

透析患者においても CLIの重症度評価や壊死部切断レベル
の判定に重要な役割を果たしている。今回、CLIを合併す
る透析患者の SPP検査において透析の与える影響について
検討したので報告する。

【測定機器】カネカメディックス社製の PAD3000および
PAD4000を使用した。
【対象および方法】2016年 10月から 2020年 3月までの非
透析日に SPP検査を 151カ所施行したのべ 38名（平均年
齢 71歳±10歳、男性 30名、女性 8名、透析歴 9±5年）
を検査時の状態が血行再建等の必要がある臨床状態不良群

と良好群に分類し比較検討した。また、2020年 1月から
2021年 2月の透析日と非透析日に SPP検査をそれぞれ
20カ所施行したのべ 8名(平均年齢 59±9歳、男性 4名、女
性 4名、透析歴 11±4年)については透析による SPP値への

影響について検討した。

【結果】非透析日に施行した臨床状態不良群の SPP値は
31±4mmHg、良好群は 58±18mmHgで良好群が有意に高値
を示した(p<0.05)。しかし、不良群の中に SPP値が高値を
示す症例が散見されたため、透析日と非透析日の両日に施

行した例を検討すると透析日の SPP値は 32±15mmHg、非
透析日は 52±19mmHgと非透析日が有意に高値を示した
(p<0.05)。また、透析日と非透析日の SPP値の差と透析歴
には相関を認めた(r=0.49、P<0.05)。
【考察】CLIを合併する透析患者の SPP値は透析後に有意
に低下しており透析による循環血液量の低下の影響が考え

られた。また、透析歴が長くなる程、透析前後での SPP値
の差が大きくなる傾向がみられた。CLIを合併する透析患
者の SPP値は透析後に測定した値が実際の臨床状態を反映
している傾向があると考えられた。

（連絡先：088-633-9306）

重症下肢虚血患者の SPP検査における透析の影響

◎中川 裕美 1)、平岡 葉月 1)、河野 裕美 1)、坂東 典子 1)、香川 葉子 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【目的】近年、経皮的冠動脈形成術(PCI)において高度石灰
化病変に対し「Rotablator(Rota)」を用いて石灰化を debulki
ngし治療を行っている。しかし 2019年、新たなデバイス
である「Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy Sy
stem(OAS)」が使用可能になり、石灰化病変の治療戦略の
幅が広がった。今回我々は、当院で施行した OAS使用症例
に関し、Rota使用症例と比較検討したので報告する。
【対象】2019年 1月～2021年 5月に OASのみ、もしくは
Rota＋OASを使用した症例 12例(OAS群：男性 11例、平
均年齢 71.2±6.1歳)、Rotaのみを使用した症例 15例(Rota
群：男性 14例、平均年齢 72.6±6.4歳)とした。

【方法】画像診断装置 OCT/ OFDIを使用し、OAS、Rota
の効果を比較するため、以下のことを検討する。①治療前

後の debulkingされた石灰化の厚みを比較する。②治療前、
debulking後に血管内腔断面積を計測し、比較する。③Stent　
留置後に Stent内腔断面積を計測し、治療前の血管内腔断面
積と比較する。なお、治療前は、直径 2.0mm以下の balloon
で拡張したものも対象とした。

【結果】①debulkingされた石灰化の厚みは OAS群 408.3±2
35.7μmvsRota群 415.3±451.5μm　、P＝0.708であった。②d
ebulkingによる areaの拡張率は OAS群　159.0±67.6%(2.4±1.0
mm2→3.5±1.2mm2)vsRota群 139.2±33.5%(2.6±0.9mm2→3.6±1.8
mm2)、P＝0.017であった。③治療前から Stent留置後の Are
aの拡張率は OAS群　316.7±141.5%(2.4±1.0mm2→6.6±1.4m
m2) vs Rota群　286.0±81.6%(2.6±0.9mm2→7.0±1.8 mm2)、P
＝0.064であった。
【考察】今回の検討において、Rotaは直線的に進むが、OA
Sは軌道回転し、進むときと戻るときに debulkingが可能で
あるため、局所的かつ広い範囲で石灰化が除去され、debul
kingによる areaをより大きくすることができると示唆され
た。また stent留置後には、有効な areaが確保されており、
予後は良好である可能性が高いと考えられる。今後、我々

は OCT/OFDIの画像を判読し、高度石灰化病変に対する O
ASの有用性について検討をしていく必要がある。
【結語】OASは石灰化病変の治療において有用であると考
えられる。         　　連絡先―0864220210(内線 6135)

当院における Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy Systemの現状

◎坂井 基樹 1)、清水 速人 1)、楠本 莉小 1)、横内 美保子 1)、寺田 舞 1)、藤井 巳世子 1)、大下 嘉文 1)、白﨑 頌人 1)

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1)
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【はじめに】脳波は年齢による変化や異常脳波の出現に加

え多彩な非特異所見により、判読が紛らわしくなることが

ある。終夜 PSGにおける脳波視察判定も例外ではなく、
R&K法や AASMマニュアルに記載のない波形を経験する
ことが少なくない。今回我々は、SASを疑われたため終夜
PSGが施行され、睡眠脳波に過剰な α波の混入を認めたが、
その出現部位により睡眠ステージがスムーズに判定可能で

あった症例を経験したので報告する。

【症例】53歳、女性、BMI 40.4。既往歴は糖尿病、気管支
喘息。足底筋膜炎治療のため当院の整形外科を紹介受診。

また高度肥満のため内分泌内科が共診となり、自覚症状か

ら SASが疑われたため終夜 PSGが施行された。睡眠に影
響を及ぼすとされる薬剤の服用はなかった。

【検査所見】無呼吸低呼吸指数 30.0、最低酸素飽和度 72％、
最長呼吸イベントは 59秒の低呼吸であった。
安静・覚醒・閉眼時には 11Hzの α波が後頭部優位に出

現し、入眠後にもほぼ同じ周波数の α波が前頭部・中心部
に過剰に混入していた。

【結果】後頭部優位に出現する α波は、α律動としてその
割合に応じて覚醒と判定し、前頭部・中心部に限局して混

入する α波は、α-sleep pattern(K-α、α-δ sleep)と呼ばれる状
態として睡眠と判定可能であった。

【考察】α-δ sleepは繊維筋痛症や関節リウマチ、慢性疲労
症候群などの痛みや疲労感を主訴とする疾患で出現すると

広く知られていたが、近年では疾患特異性はなく睡眠の質

の低下が疑われる状態とされ、非特異的な脳波所見として

睡眠ステージ判定を困難にしている。

α-intrusionが顕著な脳波では背景律動の特徴所見を手が
かりに睡眠段階を判定するが、本症例では α波の出現部位
により、覚醒を示す α律動と睡眠中に混入する α波が明瞭
に鑑別でき、睡眠ステージ判定が容易であった。前頭部誘

導を記録する事でより明確に両者を区別でき、その有用性

を認識することができた。

本発表に際しご指導いただいた徳島病院 脳神経内科 谷口
浩一郎先生に感謝します。　　　(連絡先：088-633-9306)

α波の出現部位が PSG検査の睡眠ステージ判定に有用であった 1症例

◎川西 智子 1)、河野 裕美 1)、坂東 典子 1)、香川 葉子 1)、谷 美紀 1)、平岡 葉月 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1)
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【はじめに】当検査室では、脳波検査の精度管理として、

機器の点検や技師の知識の確認を定期的に行っている。し

かし、技師の技術面の精度管理は実施できていなかった。

生理学的検査は生体を対象とするため、技術面の精度管理

が難しく、管理手法が十分に確立されていない。そこで今

回、脳波電極の装着と脳波判読の精度管理を試みた。

【方法】脳波検査担当技師 5名を対象とした。電極装着の
精度管理として、すべての電極装着位置について確認を行

った。予めマネキンに、認定技師がすべての電極位置にメ

ジャーを用いてマーキングし、基準点とした。基準点は明

所では見ることができず、暗所で UVライトを照射するこ
とで可視化される。技師が明所で電極装着位置にシールを

貼付後、UVライト照射にて各基準点からの距離を計測し、
基準点からの距離が 1.5 cm以内であれば許容範囲とした。
脳波判読の精度管理として判読結果を比較した。健常成人

の安静・閉眼・覚醒状態の脳波について、優位律動の有無、

周波数、周波数の左右差、振幅、振幅の左右差の 5項目を
判読した。認定技師の判読結果と比較して、周波数は±10%

以内、その他の項目は一致することを許容範囲とした。

【結果】電極装着位置の技師間差を確認したところ、ほと

んどの技師が許容範囲内であったが、1名の技師が
T6,Pz,O1,O2で許容範囲外となった。脳波判読については、
判読結果に相違はなかった。

【考察】電極装着位置について、頭頂部や後頭部が基準点

と比較して下方に外れていたことから、後頭結節の位置を

基準点より下方にとっていたことに起因すると考えられた。

使用したマネキンは後頭結節が分かりにくい形状である。

この場合、当検査室では鼻根、耳介前点、後頭結節が一直

線になることをイメージして装着しているが、1名の技師
はこの方法で装着できていないことが分かった。また、脳

波判読については、少なくとも今回の検討では技師間差が

無いと考えられた。

【まとめ】今回、脳波検査の技術面に関する精度管理に取

り組み、技師間差が無い点と有る点を確認できた。技師間

差が有る点については、修正して技術を統一することがで

き、有用な取組みであった。　（連絡先　0853-20-2412）

脳波検査における技術面の精度管理の取組み

◎小松 文香 1)、石飛 文規 1)、矢田 恵梨香 1)、吉田 有里 1)、福間 麻子 1)、新田 江里 1)、荒木 剛 1)、矢野 彰三 1)

島根大学医学部附属病院 1)
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【はじめに】2010年に「臓器移植法」が改訂され、本人の
意志が不明な場合でも家族の承諾があれば脳死後の臓器提

供ができるようになった。これを受け、全国の脳死下臓器

提供の件数は年々増加傾向にある。法的脳死判定において、

脳波検査と各種誘発電位検査は臨床検査技師の役割である。

岡山大学病院で 2017年 3月から 2021年 5月までに経験し
た 14例の法的脳死判定を通して検査部で感じた問題点と今
後の課題を報告する。

【対象】14例の法的脳死判定のうち 13例が脳死下臓器提
供を行った。年齢の内訳は 6歳未満 2例、10～20歳代 5例、
30～40歳代 1例、50歳以上 6例であった。原疾患の内訳は
急性硬膜下血腫 5例、窒息 3例、脳出血 3例、急性脳症
2例、心停止後症候群 1例であった。
【結果/考察】法的脳死判定における脳波検査 28件のうち、
心電図の混入は全件で見られ、脱分極や基線の揺れなどの

アーチファクトの混入は 20件で、うち 5件で電極を直した。
筋電図の混入は外部モニタを除き、見られなかった。アー

チファクト混入の主な原因としては、人の往来などの測定

環境による影響と発汗による影響が挙げられる。脳波検査

中は患者の 3メートル以内は担当者しか立ち入らないよう
に制限しているが、時間帯やベッドの位置によって人の往

来が多いとアーチファクトが混入する頻度が高い傾向にあ

った。休日や平日時間外に法的脳死判定を行うほか、ベッ

ドの位置を人通りの少ない場所に変更してもらうことで改

善した。脳波記録中に電極を直した 2件では、発汗による
影響によって電極のペーストが溶けていることを確認した。

使用するペーストを見直し、粘度が高いペーストに変更し

たことで改善した。しかし、体温が比較的高い症例ではア

ーチファクトが多く見られたため、必要に応じて検査前に

頭部のクーリングを依頼する必要性を感じた。

【展望】現在、岡山大学病院では法的脳死判定を４名の臨

床検査技師で対応している。家族が移植に同意してから最

短 1日で法的脳死判定が行われるため、検査は急を要する
ことが多い。常時対応可能な検査体制を整えるために、今

後検査を施行できる人員を増やしていくことが望まれる。　　　　　　　　　　　　　

連絡先：086-235-7677

岡山大学病院で施行された 14例の法的脳死判定を経験して

◎辻 宏樹 1)、松永 真由美 1)、大西 巧真 1)、陶山 友里 1)、岡 志織 1)、信定 さおり 1)、東影 明人 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】生理検査に携わる要員は患者と接する機会が

多く、患者から暴言・暴力・セクハラ等のハラスメントを

受ける可能性がある。当院は 2021年 2月に ISO15189の認
定を取得した。その中で、生理検査部門における患者から

のハラスメントへの対応を予防処置として展開したため報

告する。

【方法】生理検査部門のすべての SOP（標準作業手順書）
に患者からのハラスメント対応を記載し、生理検査に携わ

る要員の認識を統一した。次に、患者と接する場面は生理

検査以外でも存在することから、他部署でも想定されるリ

スクを考え、予防処置として展開することを考えた。その

方法は、まず生理検査部門の SOPに記載しているハラスメ
ント対応の内容を周知する、次に、当院ではハラスメント

事例の経験がほとんどなかった為、全要員が参加する月一

回の検査部勉強会で、他施設での実例を交えた具体的な対

応について品質管理者から講義することとした。予防処置

の有効性の評価としては、当院では検査部勉強会でのアン

ケート結果をスコア化し、300点以上で有効性ありと評価

しているため、この勉強会のスコアが 300点以上となるこ
とを目標とした。

【結果】スコアは 450点で有効性ありと評価された。また、
回収したアンケートには「ハラスメントの具体例を提示し

ており参考になった」、「生理検査では患者と 1：1になる
ことがあるので、ハラスメントを受けた場合のシミュレー

ションが必要」等の意見があった。

【考察】当院では、採血業務にはほぼ全ての部署の要員が

携わっており、生理検査部門以外にも患者と接する機会が

ある。検査部全体のハラスメント対応への意識が向上した

と考えられた為有用であった。また、ISO15189認定取得を
目指す中で、今回のようにリスク管理から予防処置として

全体に展開するという意識が生まれた事は重要であると考

えられる。

【結語】患者からのハラスメント対応について予防処置と

して検査部全体に展開し、その有用性が示された。

連絡先　0834-28-4411（内線　4111）

生理検査部門におけるハラスメント対応の文書化と予防処置への展開

◎谷口 咲希 1)、伊藤 大佑 1)、清水 美希 1)、尾﨑 典子 1)、藤田 恭代 1)、早川 誠 1)、三浦 みどり 1)

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 1)
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【緒言】心不全の経過は慢性・進行性であり、急性増悪を

反復することにより徐々に重症化し、治療抵抗性心不全ス

テージへと進行する。心不全治療においては心不全のどの

ステージにおいても多職種連携による疾病管理が重要であ

ると言われている。当院では 2017年 4月から多職種が参加
する心不全カンファレンスを定期的に行っている。2020年
4月からは検査技師も参加し、各種検査結果の推移を報告
している。今回、心不全カンファレンスにおける検査技師

の果たす役割について検討した。

【対象】2020年 4月から 2021年 6月までに心不全カンフ
ァレンスの対象となった 85名（男性 44名、女性 41名、平
均年齢 84.3歳、平均入院期間 23.1日、初回カンファレンス
までの平均期間 9.2日）を対象とした。
【方法】死亡群 12名を除く軽快群 73名において、入院時
と初回カンファレンスまでの経過を評価しえた症例に対し

て、体重、心エコーにおける下大静脈径、三尖弁逆流最大

圧格差、E/E’、胸水量、僧帽弁逆流、及び血中 BNP値また
は血中 NT-proBNP値、体組成計（InBody）による

ECW/TBWの改善率を検討した。
【結果】カンファレンスを行った 85名の心不全分類は
HFrEF34名、HFmrEF15名、HFpEF36名であった。軽快群
（男性 39名、女性 34名、平均年齢 83.3歳）において経過
を評価しえた症例数と改善率は、体重（73名、91.8％）、
下大静脈径（51名、64.7％）、三尖弁逆流最大圧格差
（42名、61.9％）、E/E’（38名、68.2％）、胸水量（49名、
57.1％）、僧帽弁逆流（47名、31.9％）、血中 BNP値また
は血中 NT-proBNP値（38名、89.5％）、ECW/TBW（33名、
81.8％）であった。
【考察】今回検討した項目は初回心不全カンファレンスま

でに高確率で改善していた。検査結果の推移、解釈を報告

することは、客観的指標から病態の改善を実感することに

繋がっていると思われ、多くのスタッフに好意的に受け入

れられている。当日の発表においてはアンケートの結果を

提示する予定である。今後も検査技師としての役割を果た

していきたい。

国家公務員共済組合連合会高松病院　087-861-3261

多職種心不全カンファレンスにおける検査技師の役割

◎田邉 啓介 1)、森 規子 1)、真鍋 友理 1)、岡﨑 尚代 1)、松下 千明 1)、川田 彩加 1)、清水 美怜 1)

国家公務員共済組合連合会 高松病院 1)
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