
●はじめに

がん薬物療法による心毒性は 1960 年頃からすでに報

告されているが，がん治療関連心筋障害 cancer 

therapeutics-related cardiac dysfunction (CTRCD) 

が注目されるようになってきたのはここ 10年より新し

い．その背景には，がん薬物療法の目覚ましい進歩に

よってがん患者ががんで亡くならない時代に突入して

きたことや，心保護薬の早期投与によって心機能が改

善するというエビデンスの蓄積があげられる．がん患

者が QOLを保ったまま最適の治療が受けられるように

サポートするためにも，CTRCDの早期診断が重要であ

り，循環器内科医と腫瘍内科医の連携は欠かせない．

そして私達ソノグラファーも，心エコー図検査を中心

としたモニタリングに参画することは臨床的にも極め

て意義の深いことである．

モニタリングの要とされているのが，左室駆出率

(LVEF)，心筋ストレイン法による長軸方向のストレイ

ン (GLS) である．これらの指標は簡便に計測できる反

面，計測の注意点なども十分に理解しておかなければ

誤った診断を招きかねない．本項では， CTRCD を早期

に診断するための LVEF，GLSのポイントを踏まえ，が

ん薬物療法中の患者に対し私達が精度の高い計測値を

報告するために工夫すべき点について概要する． 

●エコー検査による CTRCDの診断基準

CTRCDの診断基準として「LVEF がベースラインよりも

10%ポイント低下してかつ 50%を下回る」と定義されて

いる．また，LVEFで CTRCDと判断されていない患者 

(LVEFが 10%以上低下しない，あるいは LVEF50%以上) 

も，潜在的な左室機能不全を検出するために GLSを評

価することが推奨され，「GLS がベースラインから相

対的に 15%以上低下している」場合は潜在的機能障害

が疑われ，「心毒性あり」と判断される．（例：GLS 

20% が 16%になると⊿20%の低下となり潜在性の心筋障

害あり）

●EF と GLSの特徴

EFは CTRCDの診断に使われる最も一般的な指標であり，

「biplane disk法」による測定が推奨されている．

LVEFはがん薬物療法中の心エコー図検査のフォローア

ップにおいて必ず評価すべき項目であるが，一方で計

測誤差が問題視されている．そのため，初めて

LVEFが CTRCDの基準を満たした場合は，2-3週以内に

もう一度再検査を実施することが推奨されている．加

えて EFはポンプ機能という観点で心拍出量の規定因子

の１つにすぎず，EFが低下するということは，すでに

多くの心筋損傷が積み重なり代償機転が働かなくなり

つつある状態を意味する．そのため，心毒性を早期に

検出するという目的では，EFは比較的鈍感な指標であ

る．

一方，GLSは長軸方向の心筋の縮みを直接測定して

おり，潜在的な心筋障害をとられることができる指標

である．LVEFが低下する前に心内膜の障害を早期に検

出ことが可能であり，EFよりも鋭敏に CTRCD予備軍が

発見できると期待されている．GLSは，現在はまだ

EFにとってかわる推奨レベルではないが，今後さらに

エビデンスが蓄積すれば，EFと同等もしくは EFより

も優れた指標となるかもしれない．

●精度の高い計測値を報告するために工夫すべき点

【EF】

1．心尖部断層図を正しく描出する

2. Eyeball EFを鍛える

【GLS】

1．技術面を鍛える（約 50例の計測推奨）

2．良好な画像の描出（特に心内膜面）

3. トレースラインの位置確認

4. フレームレート（心拍数の 2/3以上に設定）

5. 同一装置の使用

EF，GLSに共通するモニタリングの工夫点として，

レポートの数値に囚われず過去の画像を見返すことで

ある．加えて，CTRCDを評価する上でベースラインと

の比較が重要となってくるため，当院では，レポート

のコメント欄には一目で経過がおえるコメントを付け

加えている．

●さいごに

CTRCDの診断において LVEFや GLSの計測値の変化は，

がん患者の治療方針を左右する重要な因子である．私

達ソノグラファーはそれぞれの特長を理解し，安全に

がん治療が行えるように心筋障害を早期発見すること

が重要である．（連絡先：088－633－9311）

心エコー -心筋症（Onco-cardiology)-

◎平田 有紀奈、西尾 進 1)、中尾 隆之 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)
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【はじめに】

肺の換気障害のタイプは、拘束性（restrictive）と閉

塞性（obstructive）に分類される。拘束性障害は、肺、

胸郭系の動きが制限され（コンプライアンスの低下）、

結果として肺気量が低下し、肺活量も低下する。一方、

閉塞性障害は 1秒量、1秒率、FEF25-75、および最大

換気量(MVV)の低下を伴う。

今回のテーマである間質性肺炎は、拘束性障害に属す

る疾患で、肺の間質を中心に炎症や線維化がおこる肺

疾患の総称である。代表的疾患として指定難病である

特発性間質性肺炎が挙げられる。間質性肺炎は疾患名

に「肺炎」とついてはいるが、通常の肺炎（細菌性肺

炎等）とは解剖学的に病変の場が異なる。肺という臓

器をコップにたとえると、コップの中で起こる病気が

通常の肺炎であり、コップ自身が侵される病気が間質

性肺炎である。通常の肺炎より間質性肺炎のほうが一

般的に病変が広く肺胞壁が硬く肥厚する（線維化）た

め、肺胞から毛細血管への酸素の拡散が阻害されやす

い。また、このことが強い呼吸困難をきたす原因とな

る。治療も、通常の肺炎はコップの中を洗えば済むが、

コップ自身の修繕が必要な間質性肺炎は難治性である

事が多い。発症原因としては、アレルギー、リウマ

チ・膠原病性、職業性（粉じん吸入によるじん肺）、

薬剤性、感染症などさまざまであり、特発性間質性肺

炎のように原因不明のものも存在する。

【臨床症状】

自覚症状としては、呼吸困難や空咳が代表的である。

呼吸困難は慢性的に起こり進行していくのが特徴で、

最初は階段や坂道で息苦しさを感じるが、やがて平地

歩行でも息苦しくなってくる。また、手足の指の末端

が太鼓のばちのような形状を呈することもある（ばち

指）。風邪、インフルエンザおよび細菌性肺炎等の感

染症、治療薬剤の減量、抗がん剤治療、放射線治療な

どにより急性増悪をきたすこともある。特発性間質性

肺炎においては肺癌の合併率が高いことも知られてい

る。

【検査】

間質性肺炎に対して行う検査としては、胸部 X線撮影

や、高分解能 CTなどがある。画像検査で確定診断が得

られない場合には気管支鏡や胸腔鏡を用いた組織生検

を行うこともある。血液検査では、KL-6や SP-Dが疾

患マーカーとして有用である。呼吸機能検査では、肺

の間質組織の肥厚により肺胞周囲の毛細血管と肺胞腔

との間に距離が生じ、その結果、分圧差に依存してい

るガス交換効率が低下する。酸素の拡散能は二酸化炭

素の 1/20のため、まず酸素の拡散が障害され、肺拡散

能の低下が見られる。また、線維化が進行した肺では

弾力性が低下し、これにより肺活量が低下する。診断

だけでなく、重症度や治療効果を知るためにも呼吸機

能検査（特に肺拡散能）は有用である。

【治療】

禁煙は呼吸機能の低化や肺癌の合併を予防するために

も必須である。間質性肺炎においては原因や組織型に

より治療法は異なり、抗酸化作用をもつ薬剤、抗線維

化薬、ステロイド薬および免疫抑制薬等の併用などを

行う。呼吸困難が進行し、低酸素血症が生じた場合は

在宅酸素療法が必要になる場合もある。若年の患者で

は肺移植も行われている。

【おわりに】

COVID-19禍における呼吸機能検査は感染リスクを十分

考慮したものでなければならない。しかしながら診断、

治療効果の判定における呼吸機能検査の有用さを考え

ると、目に見えない敵に対して、マスク、手袋、ゴー

グル等で防御し、時には Full PPEで検査を行う慎重さ

も必要であると考えられる。　

連絡先：087-898-5111（PHS:5603）

間質性肺炎と呼吸機能検査

◎中石 浩己 1)

香川大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



ペースメーカー(PM)は徐脈性不整脈における治療法
として現在までに広く用いられており、今や医療従事

者だけでなく、一般の方にも知れ渡った医療機器の代

表格である。

当初は徐脈に対しペーシングを打って脈を出すとい

うシンプルな作動が主であったが、近年では自己心拍

を優先し不必要な心室ペーシングを減らすような設定

ができ、また機械自体も小型化・軽量化が進んだこと

で、患者の QOLを低下させないよう改良がなされて
いる。

私たちは生理検査に携わる中で PM患者と接する機
会が多いが、心電図所見で判断に迷うことは、誰しも

一度は経験したことがあると思う。

この度、シンポジウムの演者の機会をいただき、タイ

トルを「心電図で挑む！ペースメーカー作動と不全を

見抜くポイント」とし、以下の 4つのテーマについて
講演する。

1．PM心電図の原則
心電図波形を判読する時に、その原則が理解できて

いるかは重要なカギとなる。例えば心電図を見て“心

房細動だ”と判読する際、頭の中では「P波がなくて、
f波があって、脈が不整で…」といった具合に答えを
導いていくと思うが、これは心房細動の心電図の原則

を知っているからできることである。

私が考える PM心電図の原則は次の 2点である。
①ペーシングスパイクの後には、P波か QRS波が形成
されなければならない

②自己脈を感知した際には、次の拍まで一定の間隔が

あいているはず。（ただし設定下限レートまで）

例外があることはもちろん承知の上だが、多くの

PM心電図はこの原則にあてはまる。しかし、正しく
理解せずに何となく心電図を「流し読み」していると、

いつの間にか不全を見落としているかもしれない。

2．困ったときはまず「設定」を確認せよ！
1の原則を理解した上で、何かおかしいと感じた時
は、まず PMの「設定」を確認してほしい。設定とは
DDDや VVIなど、アルファベット 3ないし 4文字で
表記されるモードのことである。加えて AV delay（患
者ごとに設定している PQ間隔）の情報があればさら
に有用である。設定により、同じ心電図でも「正常作

動」なのか「不全」なのかが変わることがあるため、

注意したい。そして、各設定によりどのような心電図

波形になるかは、大まかにでも勉強して知識を付けて

おく必要がある。

3．異常っぽいけど正常作動な心電図
少し応用的な話として、1で述べた原則に当てはま
らない事例について紹介する。詳細はスライドにて説

明するが、「一見問題ありそうだが、実は正常作動」

な PM心電図について、実際の症例を交えて解説する。

4．His束 PM（HBP）について
この数年間で話題となった HBPについて、心電図波
形の解説を中心に、当院での植込み経験も含め紹介す

る。

以上 1～4の内容についてお話させていただく予定であ
る。

近年はデバイスの進化がさらに進んでおり、人工知

能が搭載された機器も登場しつつあると聞く。今後、

作動がより複雑になってくると、心電図の判読も一筋

縄ではいかなくなる可能性がある。是非この機会に基

礎を押さえ、日々の心電図から PM不全に挑んでいた
だきたい。

JCHO徳山中央病院 臨床検査部　伊藤大佑
連絡先：0834-28-4411（内線：4111）

心電図でいどむ！ペースメーカー作動と不全を見抜くポイント

◎伊藤 大佑 1)

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 1)

シンポジウム



1. はじめに
脂肪肝は肝臓に中性脂肪が蓄積した状態であり，ア

ルコール性と非アルコール性に分類されるが，近年メ

タボリック症候群に伴う非アルコール性脂肪性肝疾患

（non-alcoholic fatty liver disease：NAFLD）が増加の一
途をたどっている。NAFLDは組織学的に，病態がほ
とんど進行しない非アルコール性脂肪肝（non-alcoholic
fatty liver：NAFL）と，肝硬変・肝癌に進行しうる非
アルコール性脂肪肝炎（non-alcoholic steatohepatitis：
NASH）とに分類される。NASHは慢性炎症により線
維化を来し，5～10年の経過で 10～20％が肝硬変に進
行し，そこから 1年に約 2％に肝癌が発生すると言わ
れている。しかし NAFLと NASHは速度に違いはある
もののいずれも線維化は進行し，両者は移行し得る同

一病態の別時相と考えられている。

NAFLDの診断は肝生検による組織診断がゴールド
スタンダードであるが，侵襲性が高くまた全例に施行

することは困難である。超音波検査は以前より脂肪肝

の診断に広く用いられているが，超音波の脂肪減衰法

を応用した肝脂肪化の定量評価や，エラストグラフィ

による肝線維化の診断法が開発され，超音波による

NAFLD診断の有用性が注目されている。

2. 肝脂肪化評価
従来，組織学的に 30％以上の肝細胞に脂肪滴を認め
るものを肝脂肪化と定義していたが，現在では 5％以
上の肝細胞に脂肪滴を認めるものとされている。超音

波 Bモード法では,  ①高輝度肝，②肝腎コントラスト，
③深部減衰，④肝内門脈・肝静脈の不明瞭化，が脂肪

肝の所見とされているが，超音波診断装置や設定条件，

検者の主観などに依存し，客観的評価に乏しい。さら

にこれらの所見による脂肪肝の拾い上げは，30％以上
の肝脂肪化の場合には感度・特異度が高いものの，そ

れよりも少ない場合はいずれも低下すると言われてお

り，5％の肝脂肪化を診断することは困難である。一方，
脂肪減衰法は，脂肪肝では正常肝よりも超音波の減衰

が多いことを利用し，肝臓内を伝わる超音波の減衰量

を数値化し脂肪化の程度を定量評価するもので，肝脂

肪化を客観的に評価しかつ 5％以上の脂肪化の検出が
可能となった。

3. 肝線維化評価
NAFLDの予後に関与する因子は脂肪化ではなく線
維化であり，肝線維化の程度を把握することが重要で

ある。一般的には肝線維化は，血清肝線維化マーカー

や年齢・血液生化学検査値を用いた FIB-4 indexおよび
NAFLD fibrosis score（NFS）などで評価される。超音
波 Bモード法では，肝実質の粗雑化や表面の不整，ま
た肝硬変所見などから線維化を推測することができて

も，その程度を評価することは困難である。一方，超

音波エラストグラフィは，肝臓に剪断波を送り肝臓内

での剪断波の伝搬速度を測定して，肝臓の硬さを数値

化するものである。剪断波は組織が軟らかいと遅く，

硬いと速く伝搬するため，その伝搬速度（m/s）あるい
は硬度（kPa）で線維化を評価することができる。当院
で行った NAFLDを対象とし Shear Wave Elastography
（SWE）（キヤノンメディカル社製 Aplio500）を用い
た肝線維化評価の検討では，線維化 stage3以上の進行
した肝線維化 stageのカットオフ値を 1.52m/sとすると，
感度 84.4%，特異度 87.5％，曲線下面積 0.914であっ
た。また，その診断能は肝線維化マーカー（Ⅳ型コラ

ーゲン 7S，M2BPGi，ヒアルロン酸，FIB-4 index）よ
りも高かった。さらに SWEと肝線維化マーカーを組
み合わせた評価では，Ⅳ型コラーゲン 7Sとの組み合
わせが最も良好であった。SWEを用いた超音波検査は
肝線維化を評価し得る有用な検査法であると考えられ

た。

4. おわりに
NAFLDは日常頻繁に遭遇する疾患であるが，肝硬
変や肝癌に進行するリスクが高いことを意識し，慎重

な観察が必要である。予後を予測するためには肝線維

化評価が必須であり，超音波 Bモード法でも線維化を
疑う所見がないかを可能な限り確認することが大切で

ある。さらに客観的な肝脂肪化や肝線維化の評価が可

能な場合は，検診やスクリーニングにおいても積極的

に活用し，今後脂肪肝のルーチン検査となることを期

待したい。

連絡先　086-225-2111（内線）83506

非アルコール性脂肪性肝疾患の超音波診断

◎山下 都 1)

川崎医科大学総合医療センター 1)

シンポジウム



【はじめに】

岡山大学病院では 2013年 12月にてんかんセンター
が開設され、2015年 12月に岡山県のてんかん拠点病
院に認定された。てんかんセンターはてんかん診療に

関連する診療科や各部門が連携し、診療や治療を行う

だけでなく、てんかんの患者や家族が身体的、精神的、

社会的に充実した生活を送ることができるよう多方面

から支援を行うことが求められている。臨床検査技師

は、通常の脳波検査をはじめ長期脳波ビデオ同時記録

検査(long-term video EEG monitoring:VEEG)、頭蓋内脳
波検査、脳機能マッピング、術中神経モニタリング

(Intraoperative neurophysiological monitoring:IOM)など多
岐にわたる神経生理機能検査を担っている。今回、薬

剤抵抗性である難治てんかんの診断から外科的治療に

おける臨床検査技師の役割について紹介する。

【難治てんかんとは】

てんかんと診断された患者において、2～3種類の適
切な薬剤の単剤または併用療法で発作が抑制されなけ

れば難治てんかんとされる。しかし、難治てんかんの

中には「真の難治てんかん」と「見せかけの難治てん

かん」が混在するとされ、難治てんかんとされている

約 15～30％がてんかんではなかったという報告がある。
てんかんセンターでは、真の難治てんかんか診断を見

直し、適切な薬剤が選択されているか、外科的治療が

可能かどうかなど今後の治療方針を検討していく。

【長期脳波ビデオ同時記録検査:VEEG】
　難治てんかんにおいて、脳波検査は診断の初めの段

階であり、特に発作時脳波を記録することが求められ

る。発作が夜間にある場合や発作頻度が週単位の患者

の場合は、通常の検査では発作を記録できないため、

最長 2週間の VEEGを行う。VEEGは国際 10/20法の
脳波電極のほか、前側頭電極である T1、T2電極、両
三角筋の筋電図の装着を基本とし、必要に応じて心電

図や眼電図、その他の筋電図を追加する。電極装着後

は包帯で頭部の電極を固定し、電極のコード類もまと

めておく。VEEGでの発作時脳波の記録は、心因性非
てんかん発作か真の発作か判別に役立つほか、時に患

者や家族が認識していない発作を捕捉することもある。

一連の情報が得られた後に、カンファレンスにて薬剤

の調整やてんかん外科手術の適応などを検討する。

【頭蓋内脳波検査と脳機能マッピング】

てんかん外科手術の適応となった場合、VEEGや各
種画像検査などから、てんかん焦点の局在に関する臨

床的仮説を立てる。頭蓋内脳波検査は、予想されるて

んかん焦点の周囲に硬膜下電極や針状の深部電極を脳

内に留置して、直接脳から電位を記録する検査であり、

発作が始まる領域である発作起始域を明らかにし、切

除領域を決定することが大きな目的である。また、留

置された硬膜下電極を用いて、運動機能や言語機能な

どの重要な機能を担っている大脳皮質領域を同定する

脳機能マッピングも重要となる。脳機能マッピングは、

1～5秒ほど 50Hzの高頻度で皮質を刺激し、その際の
反応を見ることで脳機能を評価する。例えば、一次運

動野付近の電極を刺激すると顔や上肢に運動が誘発さ

れ、言語野付近の電極を刺激すると会話ができなくな

る。頭蓋内脳波検査と脳機能マッピングを解析し、発

作抑制のための切除範囲を決定する。

【術中神経モニタリング:IOM】
運動誘発電位(Motor evoked potential:MEP)や体性感覚

誘発電位(Somatosensory evoked potential:SEP)をはじめ
とする IOMは、術後の麻痺などの神経学的な障害を防
ぐために行われる。てんかん外科手術では、切除範囲

周辺が重要な脳機能野近傍に位置する場合や、周辺に

重要な血管が走行する場合が多く、症例に応じて適当

な IOMを行う。例えば、内側側頭葉てんかんの海馬・
扁桃体を含む前側頭葉切除では、側頭葉内側を走行す

る前脈絡叢動脈が四肢の運動野を栄養する重要な血管

としてあげられる。手術操作により前脈絡叢動脈が血

流不全をおこした場合、術後に麻痺が生じる恐れがあ

るため、持続的に運動野直接刺激MEPや SEPを測定
し、変化がないことを確認する。

【まとめ】

　難治てんかんの診断や治療にいどむにあたり臨床検

査技師の担う役割は大きい。1人の患者に対し、診断
のための VEEGから、機能評価の脳機能マッピング、
外科手術時の IOM、術後の EEGといった多岐にわた
る検査を担っている。精度の高い検査を行うことが患

者の QOLを左右するため、やりがいと責任を強く感
じている。
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