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　皆様、日頃より当院病診連携室を介しまして患者様のご紹介、逆紹介等、お世話になっております。さて、

遠州病院年報は昨年はコロナ関連でいろいろ忙しく？論文も集まらず発行するまでには至りませんでした。そ

こで、今回の第27巻は2021年と2022年の合併号となっております。私が現在執筆しております時点では仕上が

りはどのような体裁かわかりませんが、合併号となっております分、内容が充実し掲載論文が多いことを期待

しております。さてどうか？皆様、是非ご確認ください。

　2021年から2022年８月まで国内外で様々な出来事がありました。新型コロナ感染症の感染爆発は言わずもが

なではありますが、そのほか、2021年７月の東京オリンピックで日本はメダル58個と歴代最高数を獲得しまし

た。2021年７月の熱海の土石流災害、９月の岸田内閣発足そして2022年２月のロシアのウクライナ侵攻、７月

の安倍元総理大臣銃撃事件等、記憶と記録に残る出来事が数多くありました。中でもロシアとウクライナの戦

争には心が傷みます。１か月前にようやく司馬遼太郎の著「坂の上の雲」を読み終えました。明治37年から38

年にかけての日露戦争が話の中心です。発端はロシアの南へ領土を広げたいという狙いから満州と朝鮮半島の

利権をめぐり戦争が起こったわけでありますが、ロシアのウクライナ侵攻はまさに日露戦争の状況と同じと言

えると思います。ロシアという国はあれだけ広い領土を持っていてもまだ領土を拡張しようという欲があるの

ですね。これは大国が持つ本能なのでしょうね。日露戦争は結局、日本が勝利するのですが、その勝因の一つ

は日本国民の宗教的なまでの天皇崇拝主義ともう一つには迎え撃つ側特有の欠点、つまりロシアは兵器と人足

の数では日本を圧倒しましたが、予期せぬことが生じた場合のロシアトップ（クロパトキン）の不安とロシア

兵の国に対する忠誠心の欠如が挙げられます。さて、現在に戻しますと、これだけウクライナが善戦し、長期

化するとはプーチン大統領も予期してはなかったでしょう。ロシア軍の士気が低下し、早く戦争が終息するこ

とを願ってやみません。

　さて、新型コロナですが、第８波（世間は第７波と称していますが）がこれだけ爆発するとは思ってもみま

せんでした。2022年８月に入り、浜松市も一日2000人を超える感染者が出てきました。当院も職員が感染した

り、濃厚接触者となったりで一時は40人欠員の時もありました。そんな中、院内感染も生じ２病棟閉鎖を余儀

なくされました。現時点でもまだ１病棟閉鎖しております。二次救急担当病院として６日に１回、二次救急と

コロナ当番を受け持っております。したがって、３日に一度のペースで二次救急日とコロナ当番日が交互にやっ

「遠州病院年報2021年、2022年合併号に寄せて」

病 院 長 大 石　 強
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てきます。８月は大変でした。スタッフ不足、病棟閉鎖が重なり、上記２日のみ救急を受け入れることで手一

杯となってしまいました。近隣の開業医の先生方および他の二次救急担当病院の先生方には非常にご迷惑をお

掛けしたと思います。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。2022年９月７日現在、まだすべての救

急搬送を受け入れる状態にはなっておりません。今後Withコロナとなるとは思いますが、医療機関にとっては

いつもコロナに悩まされるわけで診療体制は変わらないでしょう。ただ、陽性者や濃厚接触者の自宅待機期間

が短縮され、少しはスタッフ不足が解消されることと思います。自分や家族がいつ感染するかもわからない中、

一生懸命に働いております当院スタッフには心より感謝申し上げます。

　さて、Withコロナになり、学会活動も現地開催を含めたハイブリッド形式が活発に行われるようになりまし

た。当院からも多数の学会報告があります。発表されました皆様は是非、論文にしてください。できれば世界

の人にわかってもらうために英語の論文がいいです。論文を投稿し、査読者とやり取りを通して四苦八苦して

やっと掲載されることは何にも増して嬉しいことです。私は論文を載せることは自分の業績とその時の苦労を

「雑誌」という「銀行」に預け保管してもらうことだと考えます。人間の記憶力と情熱は年を追うごとに低下

します。写真のアルバムのように自分のその時輝いていた知識を論文という形にして保管しましょう。

　コロナが終息しないまでもあまり気にしないレベルになって来るのがいつかは全く見通しが立ちません。下

ばかり見ず、前を向いていきましょう。未来は必ず明るいです。

� 令和４年９月吉日　　
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昭和13年10月� 保証責任医療利用組合連合会遠州病院として浜松市常盤町100番地に開設

昭和18年 2月� 静岡県信用販売購買利用組合連合会と合併

昭和19年 1月� 農業団体統合により，静岡県農業会遠州病院となる．

昭和19年 4月� 病院附属看護婦養成所開設

昭和20年 6月� 浜松市空襲のため，全建物が焼失したので浜名郡北浜村沼の太田病院を借り受け，北浜分院とし

て診療を継続

昭和21年 2月� 仮診療所を建て診療を開設

昭和21年 9月� 新病院開設（病床40床）

昭和22年 4月� 病棟増築（103床）

昭和23年 8月� 静岡県農業会の解散により，静岡県厚生農業協同組合連合会（厚生連）の直営となる．

昭和24年 8月� 看護婦寄宿舎竣工

昭和25年11月� 病棟増築（一般112床，結核18床，計130床）

昭和26年 8月� 厚生省告示第167号により，公的医療機関となる．

昭和27年 4月� 附属看護婦養成所を乙種看護婦養成所として指定を受け開始

昭和27年 4月� 本館の講堂その他を改造（一般141床，結核18床，計159床）

昭和29年 3月� 木造2階建Ｘ線室及び病棟増築（一般139床，結核30床，計169床）

昭和30年 4月� 南病棟竣工（一般222床，結核51床，計273床）

昭和34年11月� 総合病院の認可を受け，遠州総合病院と改める．

昭和35年 8月� 基準給食，基準看護の承認を得る．

昭和36年 7月� 病棟増築（一般246床，結核51床，計297床）

昭和37年 5月� 附属准看護婦養成所を附属准看護学院に変更承認を得る．

昭和38年 9月� 本館第一期工事竣工（一般263床，結核51床，計314床）

昭和38年10月� 中央手術部を設ける．

昭和38年11月� 基準寝具の承認を得る．

昭和39年 5月� 病棟増築（一般320床，結核51床，計371床）同時に看護婦寄宿舎竣工，1階に准看護学院を附設．

昭和41年10月� 本館第二期工事竣工（一般450床，結核51床，計501床）

昭和46年 1月� 構造設備変更（一般435床，結核51床，計486床）

昭和48年 7月� リハビリセンター設置のため病院開設許可事項変更（一般414床，結核51床，計465床）

昭和49年 5月� 浜松市夜間救急診療所設置により，第二次救急病院の指定を受ける．

昭和51年 2月� 結核病床廃止一般病床へ転用（一般病床465床）

昭和53年 3月� 北玄関及び緊急室増築，立体駐車場（カピア）完成

昭和56年 3月� 第一期改修工事完了

昭和59年 3月� 健康管理センター竣工式

沿　　　革
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昭和60年 9月� 第二期改修工事完了（一般病床472床）

昭和63年11月� 看護婦寄宿舎改良工事完了

平成 2年10月� 老人性痴呆疾患センターの指定を受ける.

平成 4年 4月� 外来診療棟増築工事竣工

平成 4年12月� 本館改修工事完了

平成 5年 4月� 基準看護特3類の承認を得る．（特3類7病棟358床，特2類2病棟114床）

平成 6年10月� 新看護などの基準の届出（9病棟462床）

平成 8年 3月� 救急室の改修及び夜間救急患者待合室増築

平成 9年 2月� 構造設備変更（一般病床466床）

平成11年 6月� 療養型病床群開設（一般病床419床，療養型病床群47床）

平成11年 8月� 開放型病院の承認を得る．

平成12年 4月� 構造設備変更（一般病床355床，療養型病床群47床，7病棟・1ドック棟）

平成14年 2月� コバルト老朽化の為放射線装置医用ライナック設置（導入）

平成14年 4月� 診療情報管理室の設置

平成14年10月� 乳房用Ｘ線撮影台搭載婦人検診車導入（県下初）（マンモグラフィーMGU-200）

平成15年 2月� 感染症診療室の整備

平成15年 4月� オーダリングシステムの導入

平成16年 7月� 臨床研修病院入院診療加算取得

平成19年 4月� JA静岡厚生連遠州病院として新築移転　静岡県浜松市中区中央１－１－１

� 構造設備変更（一般病床340床，回復期病床60床）

平成20年11月� 日本医療機能評価機構Ver.5認定

平成21年 5月� ICU基準取得（4床）

平成21年 7月� DPC（診断群分類別包括支払い）方式を導入

平成22年 4月� 訪問リハビリテーション開設

平成23年 4月� 胃胸部併用Ｘ線テレビ検診車（デジタル）の整備

平成23年 7月� 地域がん登録参加

平成24年 9月� 地域医療支援病院の指定を受ける

平成25年 4月� 電子カルテ導入

平成26年 8月� 日本医療機能評価機構3rdG:Ver.1.0 一般病院2　認定

平成26年 8月� 日本医療機能評価機構3rdG:Ver.1.0 リハビリテーション病院　認定

平成27年 1月� CT（コンピューター断層撮影法）256列　導入

平成28年12月� MRI　３テスラ　導入

平成29年12月� バイプレーン血管撮影装置　導入

令和 4年 5月� 日本医療機能評価機構　機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0 一般病院2　認定
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【基本】
・急性期一般入院基本料１� ７棟　
・総合入院体制加算３
・臨床研修病院入院診療加算
・救急医療管理加算
・超急性期脳卒中加算
・妊産婦緊急搬送入院加算
・診療録管理体制加算１
・医師事務作業補助体制加算２（20対１）
・急性期看護補助体制加算（25対１）
・療養環境加算
・重症者等療養環境特別加算
・無菌治療室管理加算１
・栄養サポートチーム加算
・医療安全対策加算１
・医療安全対策地域連携加算１
・感染対策向上加算１
・指導強化加算
・患者サポート体制充実加算
・重症患者初期支援充実加算
・ハイリスク妊娠管理加算
・ハイリスク分娩管理加算
・後発医薬品使用体制加算３
・入退院支援加算１
・病棟薬剤業務実施加算
・データ提出加算２
・精神疾患診療体制加算２
・認知症ケア加算２
・せん妄ハイリスク患者ケア加算
・地域医療体制確保加算
・特定集中治療室管理料１（ＩＣＵ）　４床
　 （早期栄養介入管理加算含む）
・小児入院医療管理料４　22床
　 （養育支援体制加算含む）
・回復期リハビリテーション病棟入院料１　１棟
　 （体制強化加算１含む）
【特掲】
・夜間休日救急搬送医学管理料
・救急搬送看護体制加算
・外来リハビリテーション診療料
・外来放射線照射診療料
・医療機器安全管理料１
・医療機器安全管理料２
・高度難聴指導管理料
・ニコチン依存症管理料
・�心臓ペースメーカー指導管理料の注５に掲げる
遠隔モニタリング加算
・糖尿病合併症管理料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・がん患者指導管理料イ・ロ・ニ
・糖尿病透析予防指導管理料
・婦人科特定疾患治療管理料
・開放型病院共同指導料（Ⅱ）
・ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）
・がん治療連携計画策定料
・薬剤管理指導料
・造血器腫瘍遺伝子検査
・遺伝学的検査
・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出
　 《簡易ジェノタイプ測定》
・検体検査管理加算（Ⅳ）
・ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査
・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
　 （大腸ＣＴ加算含む）
・小児運動器疾患指導管理料

届出事項　  【東海北陸厚生局に次の施設基準に適合している旨の届出を行っています】
【特掲】
・小児科外来診療料
・時間内歩行試験
・ヘッドアップティルト試験
・植込型心電図検査
・神経学的検査
・コンタクトレンズ検査料Ⅰ
・小児食物アレルギー負荷検査
・センチネルリンパ節生検《乳がんに係るものに限る》
・慢性維持透析患者外来医学管理料
　 （腎代替療法実績加算含む）
・腎代替療法指導管理料
・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
・外来腫瘍化学療法診療料
・外来化学療法加算１
・無菌製剤処理料
・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）
・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）
・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）
・がん患者リハビリテーション料
・医科点数表第２章第９部処置の通則５に掲げる
　処置の休日加算１、処置の時間外加算１、処置の深夜加算１
・エタノールの局所注入《甲状腺に対するもの》
・人工腎臓
・導入期加算２
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
・下肢末梢動脈疾患指導管理加算
・医科点数表第２章第10部手術の通則５及び６に掲げる手術
・医科点数表第２章第10部手術の通則１２に掲げる
　手術の休日加算１、手術の時間外加算１、手術の深夜加算１
・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
・椎間板酵素注入療法
・後縦靭帯骨化症手術（後方進入によるもの）
・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節生検（単独）
・経皮的冠動脈形成術
・経皮的冠動脈ステント留置術
・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
・植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）
・ダメージコントロール手術
・胃瘻造設術
　 （経皮的内視鏡下胃ろう造設術、腹腔鏡下胃ろう造設術を含む）
・体外衝撃波胆石破砕術
・体外衝撃波膵石破砕術
・人工尿道括約筋植込・置換術
・輸血管理料（Ⅱ）
・輸血適正使用加算
・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・レーザー機器加算
・骨移植術（軟骨移植術を含む）（自家培養軟骨移植術に限る）
・麻酔管理料（Ⅰ）
・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
・二次性骨折予防継続管理料（イ）（ロ）（ハ）
・放射線治療専任加算
・外来放射線治療加算
・画像誘導放射線治療加算
・周術期栄養管理実施加算
・外来栄養食事指導料の注３に規定する基準
� 令和４年７月１日
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原　著

はじめに

　感染性心内膜炎（infective endocarditis 以下IE）は弁膜
疾患や先天性心疾患のため異常血流を生じる部位を有する
患者で歯科治療など観血的処置による一過性の菌血症が生
じた結果，弁膜に疣腫が形成されて発症するとされている．
また，糖尿病や悪性腫瘍などの疾患や，血液透析患者やペー
スメーカー植え込み患者など人工物を長期的に留置するこ
とに伴った発症も多い．
　今回我々はIEの発症リスクとなり得る基礎疾患や病歴が
なかったが，高齢であることが発症リスクを高めると考え
られたIEの 1 例を経験した．

症例：70歳　女性
主訴：発熱，構音障害，右上下肢脱力，体動困難
既往歴：帯状疱疹
現病歴：X- 2 日から発熱が持続していた．X日朝，起床時
から構音障害および右上下肢脱力による体動困難が認めら

れたため家族に連れられて当院救急外来を受診した．直近
の歯科治療歴はなかった．
来院時現症：Glasgow Coma Scale （GCS） E3V4M6，血圧
125/68 mmHg，脈拍98 回/分 整，体温38.8 ℃，SpO2 98％

（室内気），呼吸数14 回/分
　体動困難のため家族の介助下で歩行，構音障害あり，明
らかな視力低下なし・視野障害なし，Barre徴候 右上肢で
軽度の下垂あり，Mingazzini徴候 右下肢で軽度の下垂あり，
National Institutes of Health Stroke Scale （NIHSS） 右上肢
1 右下肢1，明らかな心雑音なし，結膜出血なし，齲歯なし，
両側手掌に多数の点状皮疹があるが圧痛なし．
心電図：洞調律，心拍数82 回/分，明らかなST変化は認め
なかった．
胸部単純Ｘ線写真：心胸郭比55.7％，肋骨横隔膜角は両側
ともに鋭角であった．
経胸壁心エコー（救急外来で施行）：明らかな左室壁運動
異常は認めず，明らかな弁膜症も認めなかった．僧帽弁に
可動性を有する高輝度の構造物を認めたが，描出不良のた

脳梗塞の発症を契機に感染性心内膜炎と診断された1例

JA静岡厚生連遠州病院　循環器内科
山中健心郎　　髙瀨浩之

要旨

　感染性心内膜炎（infective endocarditis 以下IE）は弁膜疾患や先天性心疾患を有する患者で発症しやすいとされる全
身性敗血症性疾患である．臨床経過は多彩であり，急性心不全に至る症例，脳梗塞や腎梗塞など全身性の塞栓症を慢性
的に引き起こす症例など様々な経過を辿る．今回我々は，IEの発症リスクが高齢者であること以外には認められない患
者で脳梗塞の発症を契機にIEと診断された 1 例を経験したので報告する．

キーワード：感染性心内膜炎　脳梗塞

血算 生化学

WBC 149×102  /μL TP 7.4  g/dL BUN 14.9  mg/dL

 Neut 95  % ALB 3.8  g/dL CRE 0.7  mg/dL

Hb 14.1  g/dL AST 55  IU/L Na 134  mEq/L

Plt 18.1×104  /μL ALT 28  IU/L K 3.6  mEq/L

LDH 266  IU/L Cl 103  mEq/L

γGT 50  IU/L CRP 27.69  mg/dL

CK 842  IU/L Glu 138  mg/dL

表１：血液検査
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め疣腫と断定することはできなかった．
頭部単純CT：明らかな異常高吸収域および異常低吸収域
は認めなかった．
頭部単純MRI：拡散強調画像（diffusion weighted image；
DWI）で両側小脳半球，右橋，両側側頭葉，両側後頭葉，両
側前頭葉に多発する高信号域を認めた，MR angiography
で右中大脳動脈分岐部に径 2 mmの動脈瘤を認めた，左椎
骨動脈は描出されなかった（図 1 ）．

経過（図 2 ）：脳梗塞の診断で入院した．入院後に頭部単純
MRIを施行して多発脳梗塞が明らかになった．また，CRP 
27.69 mg/dLと著明な炎症反応，経胸壁心エコーで僧帽弁
に疣腫を疑う構造物を認めたことからIEが背景にある菌血
症と考えられ，タゾバクタム・ピペラシリンおよびバンコ
マイシンによる治療を開始した．第 2 病日には再検した心
エコーで僧帽弁後尖に18.9×8.7 mmの疣腫を認めた．腱索
断裂は認めず僧帽弁閉鎖不全症も認めなかった（図 3 ）．入
院時に実施した血液培養では，採取した 2 セットの両方で
第 2 病日にグラム陽性球菌が検出された．修正Duke診断基

準の大基準 1 つ（僧帽弁後尖に疣腫あり）および小基準 3
つ（発熱38.0 ℃以上，多発脳梗塞，血液培養陽性）に該当
したため，IEの確定診断に至った．第 3 病日には前述のグ
ラム陽性球菌がメチシリン感受性黄色ブドウ球菌（methicillin-
sensitive Staphylococcus aureus；MSSA）と判明したため，
MSSAを起因菌と判断してタゾバクタム・ピペラシリンお
よびバンコマイシンは中止してセファゾリンに変更した．
その後は発熱なく経過しており，炎症反応も第23病日には
CRP 0.65 mg/dLまで低下した．また，National Institutes 
of Health Stroke Scale（NIHSS）は右上肢で救急外来では
NIHSS＝ 1 だったが，入院後はNIHSS＝ 0 のまま経過し，
右下肢では一時的な増悪はあったものの速やかに改善した．
第16病日に頭部単純MRIを再検したところ右小脳半球およ
び右頭頂葉に高信号域が新規に出現していたが（図 4 ），新
たな神経学的異常所見は出現しなかった．疣腫の大きさに
関して心エコーで評価をしたところ縮小傾向でありセファ
ゾリンの治療効果は認められた．また，脳動脈瘤の位置は
右中大脳動脈分岐部であり感染性脳動脈瘤の好発部位であ
る末梢側ではないため，以前から存在する嚢状動脈瘤の可

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ｃ

Ｆ
図１　頭部単純MRI（第１病日）

Ａ：右小脳半球の高信号域．　　Ｂ：左小脳半球，右橋の高信号域．　　Ｃ：両側側頭葉の高信号域．　　Ｄ：両側後頭葉の高信号域．
Ｅ：両側前頭葉，両側後頭葉の高信号域．　　Ｆ：右中大脳動脈分岐部に径2 mmの動脈瘤（矢頭），左椎骨動脈は描出されず．   　　　
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Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

図２　経過表

図３　経胸壁心エコー検査（第２病日）
Ａ：胸骨左縁左室長軸像；僧帽弁後尖の疣腫（矢頭）．　　Ｂ：胸骨左縁左室短軸像；僧帽弁後尖の疣腫（矢頭）．
Ｃ：心尖部四腔像；僧帽弁の疣腫（矢頭）．　　Ｄ：心尖部四腔像カラードプラ；明らかな僧帽弁逆流は認めず．
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能性が高いと判断されて経過観察の方針となった．

考察：IEは弁膜や心内膜，大血管内膜に細菌集蔟を含む疣
腫を形成し，菌血症，血管塞栓，心障害などの多彩な臨床
症状を呈する全身性敗血症性疾患である1）．IEにおける症候
性の中枢神経合併症は10～35％程度に認められる2-5）．その
中で最も多いのは脳梗塞および一過性脳虚血発作である3，6）．
本症例は診察時に右片麻痺および構音障害が認められたた
め，脳梗塞を疑って頭部MRIを施行したところ，多発脳梗
塞の診断が確定した．しかし，発熱が受診の 2 日前から続
いており，受診日の起床時に右片麻痺，構音障害を認めた
という経過からIEを疑って経胸壁心エコー検査を施行した．
救急外来の心エコー装置では描出不良であり，疣腫の存在
を証明するには至らなかったが，入院翌日の再検で疣腫が
確認された．救急外来では十分な時間をかけ左側臥位など
適した体位での心エコー検査を行えなかったことが初回で
疣腫を確認できなかった要因と考えられる．また，経胸壁
心エコーでの疣腫の検出感度は40～68％程度だが経食道心
エコーでは90％以上と報告されており，疣腫が確認できな
い場合には経食道心エコーを施行する必要がある7）．
　血液培養ではIEの起因菌のうち30～50％程度を占めると
報告されている黄色ブドウ球菌が検出された8，9）．黄色ブド
ウ球菌によるIEは急性の経過を辿り弁破壊や膿瘍形成など
重症化しやすく，死亡率は20％以上あると報告されている10）．
このため血液培養の結果を待たずにエンペリックに抗菌薬
治療を開始する必要がある．また，起因菌全体のうち7.5％
をメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus；MRSA）が占めており11），市中型
MRSA（community-associated MRSA；CA-MRSA）によ
るIEも報告されているため12），MRSAが起因菌である可能
性も考慮した抗菌薬の選択が求められる．本症例において
もMRSAを考慮して最初からバンコマイシンを併用したが，
検出されたのはMSSAでありセファゾリンに変更した1）．
　また，本症例では右中大脳動脈分岐部に径 2 mmの動脈
瘤が認められた．IE発症に伴う感染性脳動脈瘤の可能性も
考えられが，感染性脳動脈瘤の好発部位は主に脳動脈の末
梢部位であり13），本症例の脳動脈瘤はIE発症以前から存在
する嚢状脳動脈瘤の可能性が高いと判断された．
　IEでは弁形成術や人工弁置換術などの外科的治療も選択
肢となる．心不全を発症する，抗菌薬治療が著効しない，
真菌や高度耐性菌による感染である，疣腫が増大するといっ
た状況では検討されるが1），本症例では疣腫の増大，弁破壊
や心不全徴候は見られず，抗菌薬の治療効果が十分に認め
られたため，外科的治療適応はないと判断した．
　IEは弁膜症など心疾患を有する患者に対して歯科治療な
どの観血的処置が行われると菌血症になり疣腫が形成され
て発症するとされる．糖尿病や悪性腫瘍などの疾患や血液
透析患者やペースメーカー植え込み患者など人工物を長期
的に留置することに伴った発症も多い．また，一般人口に
おけるIEの発症率が3～7/10万人・年とされるのに対して14），
65歳以上では20/10万人・年という報告もあり10，15，16），高齢
であることが発症リスクの 1 つであると考えられる．本症
例は高齢である以外には明らかなIEの発症リスクを有して
おらず，MSSAの侵入門戸も不明だった．しかし，臨床的

Ａ Ｂ
図４　頭部単純MRI（第16病日）

Ａ：右小脳半球の高信号域．
Ｂ：右頭頂葉の高信号域．
第1病日と比較してDWIで右小脳半球および右頭頂葉に新しい高信号域
を認めた，MRAで右中大脳動脈分岐部の動脈瘤の増大は認めなかった．
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に脳梗塞が疑われる所見，発熱や皮疹など脳梗塞だけでは
説明がつかない症候，血液検査での炎症所見が認められた
場合，IEを発症しうる基礎疾患や病歴がなくとも積極的に
IEを疑って検査・治療方針を考える必要がある．

結語

　脳梗塞の発症を契機として診断されたIEを経験した．高
齢者で持続する発熱という脳梗塞のみでは説明がつかない
症候を認める場合は背景にIEの存在を疑って心エコー検査
を施行する．検査時点で疣腫が明らかではなかった場合は
経胸壁心エコーだけではなく，経食道心エコーの施行も考
慮して再度評価を行う必要がある．
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Abstract

Infective endocarditis （IE） is a systemic septic disease that tends to occur in patients with valvular disease or congenital 
heart disease. IE has a diverse clinical course; i.e., acute heart failure or chronic systemic embolisms such as cerebral or 
renal infarction. In this report, we described a case of IE diagnosed after a cerebral infarction in a patient who was not a 
risk of developing IE except for being elderly.

－ 13 －

遠州病院年報　27（1）2022



原　著

Ⅰ．症例

【症例】14歳 男児
【主訴】左眼の充血，眼痛，流涙
【発達歴】特記事項なし
【既往歴】�３ 歳 耳瘻孔手術， ５歳 溶連菌感染症，14歳 気

管支喘息
【アレルギー】特記事項なし
【家族歴】�父方祖父：糖尿病，母方祖母：バセドウ病，弟：

喘息
【使用薬剤】
内服：モンテルカスト，ルパタジンフマル酸塩
吸入：�フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロー

ルフマル酸塩水和物
点眼・眼軟膏：�レボフロキサシン水和物，ベタメタゾンリ

ン酸エステルナトリウム/フラジオマイシ
ン硫酸塩，トロピカミド/フェニレフリン
塩酸塩，フラジオマイシン硫酸塩/メチル
プレドニゾロン

【現病歴】
X-1５日に家人が患児の左眼の充血に気がつき，X-14日に左
眼の眼痛を認めた．X-1３日に近医眼科を受診され，左細菌
性結膜炎の診断で抗生剤点眼薬を処方された．しかし，そ
の後も眼痛が悪化して流涙を伴っており，同眼科を再受診
され，左強膜炎の診断でステロイド点眼薬を処方された．
一時的に眼痛は改善したが，充血は改善せず，X- ２ 日に再
び眼痛を認めて，X日には開眼が困難となった．同眼科で
新たに左ぶどう膜炎を診断され，ぶどう膜炎の全身精査目

的に，当院に紹介受診となった．
【初診時現症】
身長161cm，体重60kg，体温３6.4℃，心拍数60回/分
独歩で来院でき，歩容は異常なし．咳嗽・鼻汁なし．頭痛
なし．
左眼：�眼痛のため自力で開眼できず．眼球結膜充血あり．

眼球運動制限あり．複視や流涙・眼脂なし．
右眼：眼球結膜の充血なし．眼球運動制限や眼痛なし．
頭頚部：�前額部や頬部の叩打痛なし．頚部リンパ節腫脹な

し．苺舌なし．扁桃の腫脹・発赤なし．
胸部：呼吸音は清で雑音なし．心音は整で雑音なし．
腹部：肝脾腫なし．自発痛・圧痛なし．
陰部：潰瘍・痔瘻なし．
四肢：浮腫・皮疹・結節なし．関節痛・関節腫脹なし．

ぶどう膜炎を契機に診断されたTINU症候群の一例
1）JA静岡厚生連遠州病院　小児科　　2）聖隷浜松病院　小児科

水嶋啓人1）　　芦田壮大1）　　大庭　彩1）　　中島信一1）　　山本雅紀2）　　三枝弘和1）

要旨

症例は14歳男児，左ぶどう膜炎にて当院へ紹介され，原因となりうる感染症や自己免疫疾患の検索を行った．血清クレ
アチニン値，尿中β ２ミクログロブリン値の上昇から尿細管間質の障害が示唆され，腎生検で尿細管間質性腎炎の診断
が得られた．ぶどう膜炎の経過と腎病理診断からTINU症候群（Tubulointerstitial�nephritis�and�uveitis�syndrome）の
診断に至った．若年のぶどう膜炎を診療する際はTINU症候群も鑑別にあげ，蛋白尿や血尿がなくとも，尿中β ２ミク
ログロブリンや尿中NAGなどで尿細管間質の障害を評価し，腎病変の早期発見に努めることが重要と考えられた．

キーワード：TINU症候群，尿細管間質性腎炎，ぶどう膜炎

－ 14 －
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【主な検査所見】
表 1．血液検査 尿検査

�・胸部レントゲン
肺門部リンパ節の腫脹や縦郭の拡大を認めない．
・腹部エコー
肝臓の腫大や腫瘤を認めない．腎臓の腫瘤や水腎症，高輝
度変化を認めない．
胆管の拡張や肥厚を認めない．膵臓の腫大や腫瘤を認めな
い．
・腎病理所見
光学顕微鏡（写真 1）：�糸球体に明らかな異常を認めない．

尿細管および尿細管間質にリンパ
球の浸潤を認める．

蛍光免疫染色：�IgG（±），IgA（－），IgM（－），C３（－），C1q（－），
fib（－）

電子顕微鏡（写真 ２）：�足突起の消失や基底膜の不規則な
肥厚などの異常所見を認めない．

【外来での経過】
　左ぶどう膜炎の経過中に血液検査で血清クレアチニン1.08�
mg/dLと上昇が認められた．尿検査では蛋白尿や血尿は認
められなかったが，尿中β ２ ミクログロブリンが674μg/
L（基準値２３0）と上昇が認められ，尿細管間質の障害が示
唆された．

　ぶどう膜炎と尿細管間質性障害をきたす疾患で，眼と腎
臓の他に身体所見や血液・尿検査，胸部レントゲン，エコー
検査で異常を認めないことから，ぶどう膜炎と尿細管間質
性腎炎をきたすTINU症候群が疑われた．後日施行された
腎生検の腎病理組織所見では，光学顕微鏡にて尿細管と尿
細管間質にリンパ球の浸潤を認め，また蛍光免疫染色と電
子顕微鏡では特記すべき所見を認めず，尿細管間質性腎炎
と診断された．以上，本例は�TINU症候群の診断基準（表
２）の尿細管質性腎炎の病理学的診断基準とatypicalに分
類されるぶどう膜炎を満たしており，Probable�TINU症候
群と診断された．

－ 15 －
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表 2．TINU症候群の診断基準

症候群：病理学的診断基準と に分類されるぶどう膜炎

　 に合致した急性間質性腎炎と に分類されるぶどう膜炎

症候群： に合致した急性間質性腎炎と に分類されるぶどう膜炎

片側のぶどう膜炎（前部 中部 後部）

急性間質性腎炎発症の ヶ月以前

または１２ヶ月以降にぶどう膜炎を発症

症候群：病理学的診断基準または に合致した急性間質性腎炎

　　　　　　　　　 に分類されるぶどう膜　　

腎機能低下

尿検査異常

週間以上続く全身症状や検査所見

発熱 体重減少 食思不振 倦怠感 腹痛

貧血 肝障害 血沈 以上　　　　

ぶどう膜炎の診断基準

両眼性の前部ぶどう膜炎

急性間質性腎炎発症の ヶ月前

〜 ヶ月の間にぶどう膜炎を発症

急性間質性腎炎とぶどう膜炎の両方がみられ 他の全身疾患がないとされた上で下記に基づき診断する

急性間質性腎炎の診断基準

病理学的：腎生検で尿細管間質性腎炎がみられる

臨床所見：以下の３項目満たすものを

項目未満のものを

a

写真１．腎病理組織：光学顕微鏡

PAS×２00 PAS×400

写真２．腎病理組織：電子顕微鏡

×３000
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Ⅱ．考察

　TINU症候群は前部ぶどう膜炎と尿細管間質性腎炎を合
併する原因不明の疾患である．197５年に世界で初めて報告
され，２001年に診断基準が提唱されている（1）．比較的まれ
な疾患であり，欧州の専門施設の報告では全ぶどう膜炎の
0.２から 1％程度とされる（２）．しかし眼症状と腎症状の発症
時期が一定ではなく，またそれぞれ無症状で軽快する場合
もあるなど，過小診断されている可能性がある．年齢の中
央値は1５歳で若年に多く（1），男女比はおよそ 1： ３ で女性
に多いとされていたが，近年では性差は小さいとする報告
もある（２）．本症例も年齢は中央値に近いが，男性の症例で
あった．
　病態については不明な点が多いが，眼と腎臓に存在する
mCRP（Modified�C-reactive�Protein）を共通抗原とした自
己免疫反応の関与が示唆されている（２）．またHLA（Human�
Leukocyte�Antigen）のタイプが関係している可能性が報
告されており，日本人ではHLA-A ２ とA２4が，また米国で
の多施設共同研究では，HLA-DQA1*01，HLA-DQB 1 *0５，
HLA-DRB1*01で相対リスクが高いとされている（３）．
　症状については，眼痛などのぶどう膜炎症状に加えて，
発熱，食思不振，体重減少，腹痛，多尿などの非特異的な
症状が出現する．経過は，ぶどう膜炎が先行する場合，腎
症が先行する場合など様々だが，腎不全に至れば浮腫，貧
血，倦怠感なども呈する．
　検査所見については，血液検査では腎機能障害と炎症を
反映して血清クレアチニン値の上昇や血沈の亢進を認め，
また尿検査では尿細管間質の障害を反映して尿中β ２ミク
ログロブリン値，尿中NAG値の上昇を認める．なお尿細管
間質性腎炎の初期では，血清クレアチニン値，尿蛋白，尿
赤血球は正常で，尿中β ２ミクログロブリン値や尿中NAG
値のみが異常を示す可能性に注意を要する．
　診断については，２001年に提案されたTINU症候群の診
断基準を表 ２に示す（1）．本疾患はぶどう膜炎と尿細管間質
性腎炎の両者で定義されるが，ヘルペスウイルス，梅毒，
結核，トキソプラズマなどの感染症，シェーグレン症候群
などの自己免疫疾患，サルコイドーシスなど，ぶどう膜炎
と尿細管間質性腎炎をきたす疾患をそれぞれ除外する必要
がある（1）．本症例でも各種ウイルス抗体や梅毒反応の陰性
であった．結核は咳嗽や家族の罹患歴，高まん延国の居住
歴はなく，胸部レントゲンで異常を認めなかった．トキソ
プラズマは典型とされる後部ぶどう膜炎や眼底の黒色色素
沈着を認めなかった．シェーグレン症候群は抗核抗体が40

倍であったが，口腔や眼の乾燥といった主要所見を認めな
かった．サルコイドーシスは血中ACE値が正常であり，胸
部レントゲンで異常なく，腎病理組織で肉芽腫形成を認め
なかった．以上より，本例はProbable�TINU症候群と結論
された．
　本疾患の予後は一般に良好とされ，治療を要さない場合
が多い．しかし，腎機能が急速に悪化する症例や難治性の
ぶどう膜炎を来す症例があり，ステロイドの全身投与が必
要となる（4）（ ５）．また近年では，ステロイド治療例のおよそ
３0％が慢性腎臓病のステージ ３または 4に至ったという報
告もあり，早期の診断と治療が必要と考えられている（２）（ 6）．
本症例は，幸いにも血清クレアチニン値や尿中β ２ミクロ
グロブリン値が自然軽快しており，今後も症状，血液検査，
尿検査など定期的な観察を要する．

Ⅲ．結語

　ぶどう膜炎を契機に発見された14歳男児のTINU症候群
の一例を経験した．若年のぶどう膜炎の患者ではTINU症
候群も鑑別に加えて，非典型的な片側性ぶどう膜炎や，蛋
白尿・血尿等の所見がない症例でも，尿中β ２ミクログロ
ブリンや尿中NAGといった尿細管間質の障害まで評価し，
早期発見に努めることが重要と考えられた．
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Summary

This�is�the�case�of�a�14-year-old�boy�who�was�referred�to�our�hospital�for�further�evaluation�of�uveitis�in�the�left�eye.�A�
blood�and�urine�tests�was�performed�to�screen�for�possible�etiologies,�including�infectious�or�collagen�causes.�A�slight�increase�
was�observed�in�serum�creatinine�（1.08�mg/dL）,�urinary�β２ -microglobulin�（674μg/L）,�thereby�suggesting�renal�dysfunction�
and�an�increased�inflammatory�response.�No�abnormalities�were�found�in�the�other�tests.�Tubulointerstitial�nephritis�and�
uveitis�（TINU）�syndrome,�which�is�complicated�by�interstitial�disorders�of�the�tubules�and�uveitis,�was�suspected.�Renal�
biopsy�was�performed,�and�the�patient�was�eventually�diagnosed�with�TINU�syndrome.�Although�this�is�a�rare�disease,�
the�renal�function�should�be�evaluated,�and�this�disease�should�be�detected�at�an�early�stage�in�the�examination�of�uveitis,�
while�excluding�TINU�syndrome.
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原　著

Ⅰ．はじめに

外来診療において朝起き不良は比較的頻度の高い主訴であ
り，起立性調節障害の診断となる例も数多く経験する．こ
のたび起立性調節障害の疑いで紹介となり，精査の結果バ
セドウ病の診断に至った症例を経験したので報告する．

Ⅱ．症例

【症例】13歳 男児
【主訴】�頭痛，不眠，朝起き不良，運動後の一過性意識障

害と体動困難
【生活歴】中学 2年生，卓球部所属
【既往歴】特記事項なし
【家族歴】父，叔父：バセドウ病
【内服薬】常用薬なし
【現病歴】
202X年 9 月14日，頭痛，不眠，朝起き不良を主訴に紹介医
受診した．起立性調節障害疑いと診断され生活指導と鎮痛
薬処方で経過観察となった．同年10月 1 日，午前中の持久
走の最中に気分不快が出現し保健室に運ばれ，体動困難の
ため母に抱えられて帰宅する状態であった．帰宅後は意識
もはっきりとし，翌日以降通学もできているが，本人は当
時のことを全く覚えていなかった．10月 4 日，紹介医を再
診，起立性調節障害の精査加療目的に10月 7 日当院紹介と
なった．診察時は多弁で落ち着きのない様子が見られてい
た．詳しく病歴や家族歴を聴取したところ，数ヶ月前から
イライラしやすい，食欲の亢進，直近 6ヶ月で 3 kgの体重
減少といったエピソードがあり，また父，叔父にバセドウ
病の家族歴が判明したため，甲状腺機能亢進症を疑い精査

することとなった．

【来院時現症】
身長�160.7�cm（-0.03�SD），体重�36.4�kg（-1.81�SD），BMI�
14.1，体温�36.6℃，血圧�98/62�mmHg，脈拍数�78回/分，
呼吸数�30回/分
頭部　眼球突出なし，咽頭発赤なし
頸部　甲状腺：七条分類Ⅰ～Ⅱ，自発痛・圧痛なし
胸部　呼吸音清明，心雑音なし
腹部　平坦軟，腸蠕動音正常，CRT� 2 秒未満
皮膚　皮疹なし，発汗なし

【検査所見】
・血液検査（図 1）

・胸部レントゲン
心胸郭比�42.7％，C-P�angle�sharp，やや滴状心

・12誘導心電図（図 2）：
心拍数�90回/分，洞調律，QTc�0.484�s

・甲状腺エコー（図 3）：
右葉：長径�44.1�mm，短径�16.6�mm，厚さ�13.2�mm（a）
左葉：長径�43.9�mm，短径�17.6�mm，厚さ�11.5�mm（b）
峡部：長径�30.3�mm，短径�13.4�mm，厚さ�4.5�mm

内部エコー不均一，結節性病変なし
峡部のみわずかに肥厚あり，その他明らかな腫大なし
カラードプラでびまん性の血流増加あり（c）

起立性調節障害の精査目的で紹介となりバセドウ病の診断に至った
13歳男児の一例

JA静岡厚生連遠州病院　小児科
東　駿祐　　政岡　凌　　大庭　彩　　三枝弘和　　中島信一

要旨

症例は13歳男児．頭痛，不眠，朝起き不良，運動後の一過性意識障害と体動困難を主訴に起立性調節障害疑いとして近
医より紹介となった．精査の結果バセドウ病の診断に至った．運動後の一過性意識障害と体動困難の原因は周期性四肢
麻痺とそれに伴う低血糖が疑われた．起立性調節障害が疑われる症例の診察の際には病歴や身体所見を念頭に，慎重に
鑑別を進めるべきである．

キーワード：起立性調節障害，バセドウ病，周期性四肢麻痺
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血液検査 

血算   甲状腺関連   

WBC 5700 /μL BUN 16.3 mg/dL TSH <0.005 μIU/mL 

 Neut 34.2 % Cre 0.43 mg/dL FT3 19.82 pg/mL 

Lymph 53.1 % UA 4.7 mg/dL FT4 5.59 ng/mL 

Hb 13.4 g/dL T-Cho 134 mg/dL TSAb 304 % 

Hct 40.7 % TG 107 mg/dL TRAb 12.8 IU/L 

HDL-C 74.1 mg/dL 抗 TPO 抗体 1220.0 IU/mL 

生化学 LDL-C 52 mg/dL 抗 Tg 抗体 489.0 IU/mL 

TP 6.3 g/dL Na 139 mmol/L 

ALB 4.1 g/dL K 4.5 mmol/L 

T-Bil 0.54 mg/dL Cl 105 mmol/L 

AST 22 U/L Ca 9.3 mg/dL 

ALT 23 U/L IP 5.3 mg/dL 

LD 210 U/L CRP 0.01 mg/dL  

ALP 332 U/L Glu 104 mg/dL 

CK 69 U/L 

図１：初診時血液検査

図２：12誘導心電図（202X年10月7日）
HR�90回/分，洞調律，QTc�0.484�s
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【診断】
臨床所見として体重減少を認めており，検査所見として
FT 4 ，FT 3 のいずれも高値，TSH低値（0.1�μU/ml以下），
TRAbとTSAbのいずれも陽性であることから確からしい
バセドウ病と診断した．バセドウ病の診療ガイドラインを
図 4に示す．また，治療前FT 4 �5.59�ng/dLより，本症例
の重症度は中等症（ 5～ 7 �ng/dL）に該当する．

【経過】
治療経過を図 5に示す．
入院当日よりチアマゾール（MMI）15�mg/日�分 1 （成人
用量）での内服を開始した．入院時より運動制限をしてい

たが，入院 2日目より終日心拍数�100回/分以上の頻脈が持
続したためプロプラノロール�30�mg/日（≒0.8�mg/kg/日）
分 3の内服を開始し，頻脈は次第に消失した．入院 4日目
に行った眼科診察では複視や眼球運動障害，眼球突出は認
めず眼症なしと評価された．入院 8日目に行った採血フォ
ローではFT 3 ，FT 4 の改善を認め，軽度の肝酵素上昇は
認めるものの顆粒球減少など重篤な有害事象はなく，入院
8日目に退院となった．

退院直後はおおよそ 2週間に 1回の頻度で外来にて採血
フォローを行った．退院後は頻脈なく経過していたため退
院後 2週間程度でプロプラノロールの内服は終了した．退

図３：甲状腺エコー（右葉横断像，左葉横断像，カラードプラ）
（a） （b） （c）

図４：バセドウ病の診断基準
「小児期発症バセドウ病診療のガイドライン 2016」日本小児内分泌学会，日本甲状腺学会

a）臨床所見
1．頻脈，体重減少，手指振戦，発汗増加等の甲状腺中毒症所見
2．びまん性甲状腺腫大
3．眼球突出または特有の眼症状

b）検査所見
1．遊離サイロキシン（FT4），遊離トリヨウ素サイロニン（FT3）のいずれか一方または両方高値
2．TSH�低値（0.1μU/ml 以下）
3．抗�TSH�受容体抗体（TRAb，TBII）陽性，または刺激抗体（TSAb）陽性
4．放射性ヨウ素（またはテクネシウム）甲状腺摂取率高値，シンチグラフィでびまん性

 【診断】
1）バセドウ病：a）の 1つ以上に加えて，b）の 4つを有するもの
2）確からしいバセドウ病：a）の 1つ以上に加えて，b）の1，2，3を有するもの
3）バセドウ病の疑い：a）の 1つ以上に加えて，b）の  1 �と� 2 �を有し，FT4，FT3�高値が 3ヶ月以上続くもの
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院 2か月後の202X年11月11日の採血でFT 4 が概ね正常範
囲まで改善し，TSHが測定可能な値まで上昇してきたため
運動制限は解除，MMIは10�mgへ減量，さらに202X年12月
9 日より10�mgと5�mgの隔日投与へと漸減した．その後は
月に 1回程度で外来フォローを継続し，202X+ 1 年 1 月13
日の採血でFT 4，TSHとも正常化したことを確認し，MMI
を維持量となる5�mgまで減量した．また初診時に認めた
QT延長もMMI内服開始からおおよそ 2か月半後の202X＋
1 年 1 月18日のフォローではQTc�0.417�sと正常化した．

朝起き不良は甲状腺機能亢進に伴う入眠困難によるもので
あったと考えられ，甲状腺機能の正常化に伴い朝起き不良
も改善した．退院後の体重増加も良好であり，最終受診の
202X+ 1 年 5 月26日時点で45�kg（BMI�16.21）まで体重増
加が得られている．
治療開始後はMMI�5�mg/日内服継続下でTSH，FT 3 ，
FT 4 は正常範囲内にコントロールされており，TSAbも正
常範囲内まで低下している．一方でTRAbや抗甲状腺抗体
はいずれも低下傾向ではあるものの依然高値となっている．
小児期発症バセドウ病では治療開始後，少なくとも18～24
カ月は抗甲状腺薬による治療を継続し，寛解を維持するこ
とがガイドラインで推奨されている1）．

抗甲状腺抗体を持つ患者が甲状腺機能低下症を発症する可
能性は年齢とともに高まることが知られているため2），今
後は甲状腺機能低下に転じることがないか注意しつつMMI
内服を継続していく方針である．

Ⅲ．考察

本症例は身体診察上特記すべき所見なく，診察時の様子や
病歴，家族歴といった情報から甲状腺機能亢進症を疑い，
バセドウ病の診断に至った．甲状腺腫，眼球突出，頻脈は
メルセブルグ 3徴として知られているが，12.5～15.9歳の年
齢群においては初診時の発現頻度はそれぞれ65.2％，34.8％，
24.2％であると報告されている3）．最も頻度の高い甲状腺
腫であっても 7割弱であることから，甲状腺腫の有無に
よってバセドウ病を鑑別から除外できる訳ではないことに
留意しておく必要がある．その他にも易疲労感，排便回数
増加といった，起立性調節障害や過敏性腸症候群などを
疑った場合でも矛盾しない症状を呈する場合もあり注意を
要する．とりわけ学業成績低下などは患者本人や家族も疾
患との関連に気付いていない場合も多いため積極的に聴取
していく必要がある．また小児期発症のバセドウ病はその
40％に家族歴があることが知られているため3），こちらも

図５：治療経過
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診断の一助となる．

本症例は持久走という負荷の強い運動の後に意識障害と体
動困難を生じている．鑑別としては甲状腺クリーゼ，QT
延長による失神発作，過換気症候群などが鑑別として挙げ
られるが，その後安静のみで症状が改善していることから
は甲状腺クリーゼであった可能性は低いと思われる．バセ
ドウ病のアジア系若年男性，一過性四肢麻痺といったエピ
ソードからは鑑別として周期性四肢麻痺の可能性が挙げら
れる．周期性四肢麻痺は主にアジア系の若年男性患者の数％
に発症し，日本人の甲状腺中毒患者の発生率は1.9％と報告
されている4）．糖質の摂取，飲酒，激しい運動などが誘因
となり，発作的に弛緩性の麻痺や脱力が生じ，数時間から
72時間程度持続する．甲状腺ホルモンが正常化すると発作
は生じなくなる5）．
周期性四肢麻痺の発症機序はまだ不明な点も多いが，T 4
はインスリンの分泌を亢進させると同時に，骨格筋，肝臓，
腎臓のNa/K-ATPase活性を上昇させると考えられている．

インスリンにより細胞内への糖とカリウムの取り込みが促
進され，同時にNa/K-ATPase活性化によるカリウムイオン
の細胞内シフトが生じることで低カリウム血症を引き起こ
す5）（図 6）．本症例においても同様の機序により低血糖お
よび低カリウム血症を生じ，意識障害と体動困難を引き起
こした可能性が考えられた．

QT延長の原因は様々あるが，臨床的に頻度が高いものは
抗ヒスタミン薬や抗菌薬などの内服による薬剤性，あるい
は低カリウム血症，低マグネシウム血症，低カルシウム血
症といった電解質異常である6）．先述の周期性四肢麻痺の
機序により低カリウム血症をきたしQTが延長していた可
能性も考えられるが，一部の報告では低カリウム血症を伴
わない場合でも甲状腺機能亢進症そのものがQT延長をき
たす可能性も示唆されている7）．30歳未満の低カリウム血
症をともなわない甲状腺機能亢進症患者は甲状腺機能正常
の対照群と比較して高頻度にQT延長を合併し，また血清
のFT 4 値とQTcが正の相関を示したことが報告されてい

図６：Kung, AWC:Clinical review:Thyrotoxic periodic paralysis:a diagnosis challenge.
　　　J Clin Endocrinol Metab 2006;91:2490-2495. より引用
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Summary

The�patient� is�a�13-year-old�boy.�He�was�referred�to�our�hospital�by�his� family�doctor�with�a�suspicion�of�orthostatic�
dysregulation�due�to�headache,� insomnia,�difficulty� in�waking�up� in�the�morning,� transient�disturbance�of�consciousness�
after�exercise,�and�difficulty�in�physical�movement.�After�a�close�examination,�he�was�diagnosed��with�a�Graves’�disease.�
Periodic� tetraplegia�and�associated�hypoglycemia�were� the�causes�of�his� transient�disturbance�of�consciousness�and�
difficulty�in�physical�activity�after�exercise.�When�examining�a�patient�with�a�suspected�orthostatic�dysregulation�disorder,�
the�patient’ s�medical�history�and�physical�examination�should�be�carefully�reviewed.

る8）．また別の報告ではQT延長を認めた症例で甲状腺の治
療を行ったところ�FreeT 4 �値が低下するとともに�QTc�が
短縮したと報告されており9），本症例の経過に合致する．

Ⅳ．結語

本症例は頭痛や朝起き不良といった起立性調節障害を疑う
症状であったが，それらはバセドウ病に伴う甲状腺中毒症
状によるものであった．起立性調節障害が疑われる症例を
診察する際には，病歴や身体所見から背景に基礎疾患がな
いかも念頭に，慎重に鑑別を進めるべきである．
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【消化器内科】

日本消化器病学会雑誌　118（12）：1151－1159. 2021

潰瘍性大腸炎を合併した2型自己免疫性膵炎2症例の検討
1）JA静岡厚生連遠州病院　消化器内科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　病理検査科

池田慎也1）　　森　泰希1）　　竹内靖雄1）　　高垣航輔1）　　上村　隆２） 　　白井直人1）

要旨：症例1は39歳男性．CTで膵腫大，EUS-FNAでgranulocytic epithelial lesion（GEL）を認め，2型自己免疫性膵炎（AIP）
と考えられた．下部内視鏡（CS）を施行し，潰瘍性大腸炎（UC）の診断となった．症例2は47歳女性．CTで膵腫大，CSで
UCの診断となった．EUS-FNAでGELは認めなかったが，2型AIPを疑った．UCを合併した2型AIP2症例の検討を行った．

【循環器内科】

J Med Case Rep．2019 May 19；13（1）：152．

Intraventricular thrombus and severe mitral regurgitation 
in the acute phase of takotsubo cardiomyopathy: two case reports.
Department of Internal Medicine, Enshu Hospital

Daishi Nonaka　　Hiroyuki Takase　　Masashi Machii　　Kazuto Ohno

Abstract
Background: Takotsubo cardiomyopathy is characterized by chest symptoms, electrocardiographic changes, and new 
regional wall motion abnormality in the apical segment of the left ventricle in the absence of obstructive coronary artery 
disease. Particularly, apical ballooning is broadly recognized as the classic form of takotsubo cardiomyopathy. Although the 
prognosis of most patients with takotsubo cardiomyopathy is generally favorable, complications associated with the 
morphological features of transient apical ballooning are not uncommon.
Case presentation: We describe two cases of transient complications in postmenopausal patients with takotsubo cardiomyopathy. 
Intraventricular thrombus was observed in Asian patient 1, and severe mitral regurgitation was observed in Asian patient 
2. These complications were confirmed by transthoracic echocardiography immediately after typical takotsubo cardiomyopathy 
with apical ballooning was diagnosed. Anticoagulant therapy with heparin and warfarin was continued for 1 week in patient 
1. After the therapy, complete resolution of the apical thrombus and recovery of systolic function of the left ventricle was 
observed by follow-up transthoracic echocardiography. In patient 2, transthoracic echocardiography indicated significant 
mitral regurgitation, which was caused by left ventricular tethering of the anterior mitral leaflet rather than left ventricular 
outflow tract obstruction or systolic anterior motion. Because the hemodynamic stability in patient 2 had been preserved, 

他誌掲載論文
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she was managed with conservative treatment. After approximately 1 month, follow-up transthoracic echocardiography 
revealed that mitral regurgitation had almost disappeared with complete resolution of left ventricular wall motion abnormalities.
Conclusions: The presented cases indicated that important complications, such as intraventricular thrombus and severe 
mitral regurgitation, are associated with takotsubo cardiomyopathy in the acute phase. Because these complications are risk 
factors for developing a thromboembolic event or heart failure and/or pulmonary edema, timely and accurate identification 
of these complications is critical to achieving optimal clinical outcomes in patients with takotsubo cardiomyopathy.

Medicine （Baltimore）．2020 Apr；99（16）：e19814．

Colchicine therapy for deep vein thrombosis in a patient 
with vascular-type Behçet's disease: A case report.

Department of Internal Medicine, Enshu Hospital

Daishi Nonaka　　Hiroyuki Takase　　Masashi Machii　　Kazuto Ohno

Abstract
Rationale: Behçet Disease （BD） is a chronic inflammatory vasculitis with thrombogenicity and multisystem involvement. 
Deep vein thrombosis （DVT） in the lower extremities is the most frequent manifestation of vascular involvement in BD. 
The causes of thrombosis vary widely and include congenital predisposition and acquired factors, but of all the thrombosis, 
the cause is rarely BD. Furthermore, there are few reports of treatment for thrombosis in BD.
Patient concerns: We herein describe the case of an Asian male patient aged 40 years, admitted to our hospital for left leg 
pain, edema, and swelling.
Diagnoses: We confirmed the DVT and pulmonary artery thrombosis （PAT） by contrast computed tomography angiogram. 
At the same time, the patient developed oral ulcerations and skin lesions consistent with BD.
Interventions: The patient was initially treated with anticoagulants. However, because the improvement of DVT was 
inadequate, we added colchicine in anticipation of anti-inflammatory effects. After that, anticoagulation was discontinued, 
and only colchicine was continuously prescribed.
Outcomes: We observed an almost complete resolution of DVT and PAT with no recurrence of thrombosis for 6 months 
after discharge.
Lessons: This case shows us that we should consider BD as a differential diagnosis of DVT and that colchicine therapy is 
effective for inflammation-induced thrombosis in BD.
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Hypertens Res．2020 Nov；43（11）：1301-1308．

Central blood pressure predicts the development of hypertension 
in the general population.

1）Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, 
2）Department of Internal Medicine, Enshu Hospital,
3）Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University

Tomonori Sugiura1）　　Hiroyuki Takase２）　　Masashi Machii２）　　Daishi Nonaka２）　　Kazuto Ohno２）

Nobuyuki Ohte1）　　Yasuaki Dohi3）

Abstract
Although elevated blood pressure results in arterial stiffening, the converse could also be true. Previous studies have 
suggested that increased arterial stiffness precedes the development of hypertension. Since central blood pressure is 
augmented following arterial stiffening, the predictive value of central blood pressure for detecting new-onset hypertension 
was investigated in the general population. A total of 7840 normotensive subjects （male, 4592; mean age, 51 years） were 
followed up for a median of 4 years, with the endpoint being the development of hypertension. During the actual follow-up 
period of 31636 person-years, hypertension developed in 2608 subjects. Kaplan–Meier analysis revealed an increase in the 
risk of hypertension across the quartiles of baseline central blood pressure （log-rank P < 0.001）, with incidence rates of 
hypertension in the first, second, third, and fourth quartiles of 8.8%, 22.3%, 39.9%, and 63.2%, respectively. Multivariate Cox 
hazard analysis demonstrated an increased hazard ratio of incident hypertension across the quartiles after adjustment for 
possible factors. Repeating the multivariate Cox hazard analysis with central blood pressure as a continuous variable also 
identified central blood pressure at baseline as a significant predictor of new-onset hypertension （P < 0.001）. These 
results suggest that central blood pressure is a significant predictor of new-onset hypertension in individuals without 
hypertension.

Clin Exp Hypertens．2021 Apr 3；43（3）：287-294．

Current status and recent changes in blood pressure and dietary salt consumption.
1）Department of Internal Medicine, Enshu Hospital,
2）Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, 
3）Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University

Kazuto Ohno1）　　Hiroyuki Takase1）　　Tomonori Sugiura２）　　Masashi Machii1）　　Daishi Nonaka1）

Mitsuaki Tokumaru1）　　Yoshihiro Seo２）　　Nobuyuki Ohte２）　　Yasuaki Dohi3）

Abstract
Purpose: Treatment of hypertension has recently shown remarkable advances. It is quite important to survey the current 
general status of blood pressure （BP） and recent changes to verify whether people are benefitting from these advances. 
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The present study aimed to investigate the current status of, and recent changes in, BP, the prevalence and treatment 
rate of hypertension, the achievement rate of target BP, and salt intake in Japanese individuals.
Methods: Recent changes in salt intake as well as BP, the prevalence and treatment rate of hypertension, and the rate of 
achievement of target BP were investigated in participants in our yearly physical checkup program from 2009 to 2018 （n 
= 79,789）. Individual salt intake was assessed by estimating 24-hour urinary sodium excretion using a spot urine sample.
Results: The prevalence of hypertension did not change, but the treatment rate of hypertension （from 64% to 75%） and the 
achievement rate of the target BP improved during the period （from 35% to 57%）. BP decreased, prominently in hypertensive 
participants under antihypertensive treatment （from 133±14/84±9 to 128±13/76±10 mmHg）. Salt intake did not decline 
noticeably during the 10 years of observation.
Conclusions: The prevalence of hypertension did not change, but the treatment rate of hypertension and the achievement 
rate of the target BP improved during a recent 10-year period. These findings suggest that improved pharmacological 
management of hypertension resulted in a gradual reduction in BP levels, but lifestyle modification has not yet really taken 
root in the Japanese general population.

Nutr Res．2021 May 21；89：1-9．

Dietary salt intake increases with age in the Japanese adults.
1）Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, 
2）Department of Internal Medicine, Enshu Hospital,
3）Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University

Tomonori Sugiura1）　　Hiroyuki Takase２）　　Nobuyuki Ohte1）　　Yasuaki Dohi3）

Abstract
Excess salt intake is linked to cardiovascular disease as well as hypertension, but whether individual salt intake increases 
with age has not been studied. The present study was designed to test the hypothesis that individual salt intake increases 
with age in Japanese adults. In this retrospective observational follow-up study, men and women age ≥30 years who 
participated in a baseline health checkup （2008–2009） at our center and had a health checkup 10 years later （n = 2598） 
were enrolled and salt intake was estimated by spot urine analysis. Yearly changes in salt intake were also assessed in 
participants with complete annual data over the course of 10 years from baseline （n = 1543）. The follow-up study demonstrated 
increased salt intake （8.8 ± 2.0 to 9.3 ± 2.1 g/d, P  < .001） with increasing age （54.0 ± 9.7 to 64.0 ± 9.8 years）. Salt intake 
increased year over year in participants who had a health checkup annually for the 10-year follow-up period （n = 1543; 
analysis of variance, P  < .001）. Cross-sectional analyses using propensity-matched model revealed similar regional levels of 
salt intake in the baseline period （8.9 ± 2.0 g/d, 55.8 ± 11.4 years, n = 5018） and at 10 years （8.8 ± 2.0 g/d, P  = .21; 55.9 
± 13.0 years, P  = .65, n = 5105）. These results suggest that dietary salt intake increases with age in Japanese adults, which 
should be considered in devising population-based strategies to lower dietary salt intake.
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Medicine （Baltimore）．2021 May 14；100（19）：e25931．

Salt intake causes B-type natriuretic peptide elevation independently of blood 
pressure elevation in the general population without hypertension and heart disease.

1）Internal Medicine 1, Hamamatsu University School of Medicine, 
2）Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, 
3）Blood Purification Unit, Hamamatsu University School of Medicine,

Naro Ohashi1）　　Hiroyuki Takase２）　　Taro Aoki1）　　Takashi Matsuyama1）　　Sayaka Ishigaki3）　　
Shinsuke Isobe1）　　Tomoyuki Fujikura1）　　Akihiko Kato3）　　Hideo Yasuda1）

Abstract
Excessive salt intake causes hypertension and cardiovascular diseases （CVDs）. B-type natriuretic peptide （BNP） is synthesized 
and released from the ventricle, and is a surrogate marker reflecting various CVDs. Moreover, when a slight BNP elevation 
is shown, it leads to a poor prognosis in the general population. However, the relationship between salt intake and BNP 
levels in the general population remains unclear, especially in those without hypertension and heart diseases. 
　In this study, we recruited 1404 participants without hypertension and electrocardiogram abnormalities, who received 
regular annual health check-ups in Japan. Plasma BNP levels were measured, and daily salt intake levels were evaluated 
using urinary samples. In addition, some clinical parameters were obtained, and the data were cross-sectionally analyzed. 
　The median of plasma BNP levels was 10.50pg/mL, and daily salt intake was 8.50±1.85 g. When dividing participants 
into quartiles according to daily salt intake, those with the highest daily salt intake revealed the highest plasma BNP 
levels. Plasma BNP levels were significantly and positively associated with daily salt intake. Moreover, multiple linear 
regression analyses revealed that plasma BNP levels showed a significant positive association with daily salt intake levels 
after adjustments.
　Plasma BNP levels were significantly and positively associated with daily salt intake after adjustment in the general 
population. Plasma BNP levels may be a surrogate marker reflecting salt-induced heart diseases.
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【内分泌内科】

Endocr J. 2020 Apr 28；67（4）：449-454．

Influence of thyroid dysfunction on brain natriuretic peptide level 
in health examination participants.

1）Department of Internal Medicine, Enshu Hospital,
2）Second Division, Department of Internal Medicine, Hamamatsu University School of Medicine,
3）Department of Community Health and Preventive Medicine, Hamamatsu University School of Medicine, 
4）Department of Family and Community Medicine, Hamamatsu University School of Medicine

Kenji Ohba1+２）　　Eisaku Okada3）　　Yoshie Goto1）　　Sadako Suzuki1）　　Masashi Machii1）　　
Daishi Nonaka1）　　Akio Matsushita２）　　Shigekazu Sasaki２）　　Takafumi Suda２）　　Yutaka Oki4）　　
Hiroyuki Takase1）

Abstract. 
The tissue-specific circulating markers of thyroid hormone action on cardiac function have not been established. Although 
the relationship between thyroid function and plasma brain natriuretic peptide （BNP） levels has been evaluated in patients 
with thyroid disorders, the relationship between these parameters in the general population has not been yet studied. We 
conducted retrospective cohort study by health examination with concurrent measurements of TSH, free T4, body mass 
index, systolic blood pressure, hemoglobin, and estimated glomerular filtration rate from participants who visited the 
Department of Health Checkup, Enshu Hospital between July 2008 and March 2017. After participants with abnormal 
electrocardiogram and/or any history of cardiac disease were excluded, 2,807 individuals were subjected. Multivariate 
analyses demonstrated that, when compared to euthyroidism （n = 2,629）, the increase in BNP levels was significant in 
overt thyrotoxicosis （n = 21） but not in subclinical thyrotoxicosis （n = 53） or subclinical hypothyroidism （n = 97）. Interestingly, 
the standardized partial regression coefficient was the smallest for thyroid function category （overt thyrotoxicosis compared 
to euthyroidisim; β = 0.048, p  = 0.006） among the independent variables including age, body mass index, systolic blood 
pressure, and hemoglobin. In longitudinal comparison, we identified 986 participants who had sequential data on the 
measurements and were stable as euthyroidism and subclinical hypothyroidism. Their annual percent change in BNP 
demonstrated no significant differences. In conclusion, a direct stimulatory effect of thyroid hormone on the secretion （or 
production） of BNP was confirmed even in a large number of health examination participants.
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【産婦人科】

東海産婦人科内視鏡研究会雑誌　2021年９巻Ｐ49-54

近位卵管妊娠に対し異所性妊娠手術を施行後，
同側卵管に間質部妊娠を発症した1例：

卵管妊娠に対する術式が及ぼす術後妊娠への影響
1）JA静岡厚生連遠州病院　産婦人科　　2）富士中央市立病院　産婦人科　　3）JA静岡厚生連静岡厚生病院　産婦人科

向　麻利1）　　有澤奈良1）　　中野史織２）　　向　亜紀3）　　中山　毅3）

　卵管妊娠に対する術式は，患者の臨床的背景，妊孕性温存の希望，診断時の重症度によって検討することが多い．通常，
同側卵管に再度妊娠することは稀であるため，術式を選択する際に術後反復異所性妊娠の可能性まで加味することは現実的
には難しい．
　今回我々は，近位卵管妊娠に対し卵管切除術を施行後，同側卵管に間質部妊娠を発症した1例に対し腹腔鏡手術の経験を
したので報告する．
　症例は，24歳，G5P1，9年前に右卵管峡部妊娠に対し開腹右卵管切除術を施行．今回最終月経より5週0日で無月経の
ため前医受診．妊娠6週5日に子宮内に胎嚢を認めず右付属器付近に胎嚢と胎児心拍を認めたため当科紹介となった．来院
時，血中hCG 7085 mIU/ml，経腟超音波上，右卵管角に胎嚢を認めた．右卵管間質部妊娠と診断し，同日緊急腹腔鏡手術と
した．右卵管間質部に3 cmほどの異所性妊娠部位を認め，右間質部楔状切除術を施行した．
　今回の症例を通して，同側卵管間質部への反復する異所性妊娠は，初回手術に伴う子宮卵管結合部の解剖学的偏移が一因
と考えられた．特に近位卵管への異所性妊娠の手術の際は，次回妊娠時に反復予防につながるとされる，遠位卵管摘出や間
質部遺残の摘除や縮小，さらにはエネルギーデバイスの選定により腹腔内癒着を予防することが望ましいのではないかと推
察した．

－ 31 －

遠州病院年報　27（1）2022



【消化器内科】

当院で経験した2型自己免疫性膵炎2症例の比較検討
1）JA静岡厚生連遠州病院　消化器内科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　病理検査科

池 田 慎 也1）　　森 　 泰 希1）　　竹 内 靖 雄1）　　高 垣 航 輔1）　　白 井 直 人1）　　上 村 　 隆2）

第242回日本内科学会東海地方会　web開催　令和２年10月

【症例1】30歳台，男性．急性膵炎疑いで当院紹介となった．造影CTで膵臓はびまん性に腫大し，MRI拡散強調画像で高信
号を認め，自己免疫性膵炎が疑われた．また数か月前から時折下血していたため大腸内視鏡検査を施行し，潰瘍性大腸炎の
診断となった．ERCPで膵管狭小化，EUSで低エコー腫大，EUS-FNAで好中球上皮病変（GEL）を認め，2型自己免疫性膵
炎（AIP）と考えられた．プレドニゾロン（PSL）40mg/日の投与を開始し，臨床所見は速やかに改善した．
【症例2】40歳台，女性．上腹部痛・血便で当院紹介となった．造影CTで膵腫大および辺縁に低吸収の被膜様構造（capsule-
like rim）を認め，自己免疫性膵炎が疑われた．大腸内視鏡検査で潰瘍性大腸炎の診断となった．MRIで拡散強調画像で高
信号を認めた．EUS-FNAでは，リンパ球浸潤を伴う線維化を認めたものの，GELは認めなかった．2型AIPを疑い，まずは
潰瘍性大腸炎に対する5-ASAおよび局所製剤での治療を開始したところ，臨床所見は改善した．
【考察】2型AIPは，若年で性差がなく，潰瘍性大腸炎を合併し，IgG4低値で，病理学的にはGELを特徴とする．2型AIPは
わが国においては極めて頻度が少なく，また十分な膵組織所見を必要とし，針生検での組織学的診断は容易ではないとされ
る．2型AIPの診断に関しては，症例2のように組織学的診断がつかない可能性もあり，臨床所見や各種検査から総合的に判
断する必要があると考えられた．

診断に苦慮した IgG4関連自己免疫性肝炎の1例
1）JA静岡厚生連遠州病院　消化器内科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　病理検査科

池 田 慎 也1）　　森 　 泰 希1）　　竹 内 靖 雄1）　　高 垣 航 輔1）　　上 村 　 隆2）　　白 井 直 人1）

第134回日本消化器病学会東海支部例会　アスト津・ハイブリッド開催　令和３年６月

【症例】80歳，男性
【主訴】食思不振，心窩部痛
【現病歴】総胆管結石性胆管炎でこれまで計4回の入院歴があった．X年7月頃から食思不振，心窩部痛が出現した．8月5日血
液検査で肝胆道系酵素上昇，CT検査で軽度の胆管拡張を認めた．明らかな胆管結石は指摘出来なかったが，これまでの病歴
と合わせて総胆管結石性胆管炎疑いとして入院加療を開始した．第2病日にERCを施行し，胆管ステント留置を行った．腹部
症状が改善したため第3病日から食事再開したが，以降も肝障害は遷延していた．胆管ステントが脱落傾向であったことが
原因と判断して，第10病日に再度胆管ステント留置を行ったが，肝障害は改善しなかった．血液検査でIgG軽度高値（1857mg/dL）
を認めたものの，肝炎ウイルスマーカーや自己抗体は陰性であった．第24病日に肝生検を施行したが，非特異的な慢性活動
性肝炎の所見であった．急激な体重減少（数か月で7kg）から低栄養性脂肪肝の可能性を考え，食事摂取量増量を行った．第
30病日血液検査でIgG4高値（456mg/dL）を認めたことからIgG4関連自己免疫性肝炎を疑い，肝組織検体のIgG4 免疫染色を
行ったところ門脈域にIgG4陽性形質細胞の集積を認めた．第43病日からPSL 35mg/日の治療を開始したところ，肝障害は
速やかに改善した．現在はPSL 20mg/日まで減量中であるが，再燃は認めていない．

学会発表
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【考察】IgG4関連自己免疫性肝炎は，自己免疫性肝炎の診断基準を満たすもののうち，血清IgG4が高値を示し，肝組織中に
高度のIgG4陽性形質細胞の浸潤を伴う疾患である．頻度としては，自己免疫性肝炎の3％と極めて稀な疾患であるため，そ
の実態は明らかではない．本症例で診断に苦慮した原因としては，IgG上昇が軽度で自己抗体も陰性で自己免疫性肝炎を疑っ
ていなかったことや肝組織像が自己免疫性肝炎として典型的で無かったことが挙げられる．原因不明の肝障害に対しては，
血清IgG4測定や肝組織のIgG4免疫染色が有用である可能性がある．

シンポジウム32　Pharmacogenomicsを考慮した消化器病診療の最前線
2-S32-1　酸分泌抑制薬とPGX

JA静岡厚生連遠州病院　消化器内科

白 井 直 人

第42回日本臨床薬理学会学術総会　仙台　令和３年12月

消化性潰瘍を含む酸関連疾患の治療は1982年にH2受容体拮抗剤が利用できるようになり劇的に変化しました．それ以前は消
化性潰瘍の多くは再発・難治症例が多く外科的治療を要する疾患でしたが，H2受容体拮抗剤により保存的治療が可能な内科
疾患となったのです．その後1990年代に入りさらに強力な酸分泌抑制が可能であるプロトンポンプ阻害剤 （PPI） が登場しま
す．消化性潰瘍の治療に関しもう一つ重要な因子がHelicobacter pylori （H. pylori） の発見です．H. pyloriの除菌による潰瘍
再発・胃癌発生の抑制が示されました．H. pylori除菌治療にはPPIと抗生剤を使用します．抗生剤としてAmoxicillin （AMPC） 
とClarithromycin （CAM） を使用しますが，AMPCは十分な酸分泌抑制がなければ抗菌効果を発揮できません．PPIは程度
の差はありますが，CYP2C19にて代謝を受けるため，その遺伝的多型性の影響を受けます．両アレルが野生型であるRapid 
metabolizer （RM） と片方のアレルに変異のあるIntermediate metabolizer （IM），二本のアレルの両方に変異があるPoor 
metabolizer （PM） に分類され，PPIの代謝が早いRMでは十分な酸分泌抑制が達成されずAMPCの効果が十分に発揮できな
いため除菌率は低く，逆に代謝の遅いPMでは除菌率が高くなります．通常除菌治療では2倍量のPPIを使用しますが，酸分
泌抑制の十分でないRMにおいては4倍量のPPIを使用することにより十分な酸分泌抑制が達成され，PMに劣らない除菌率
が得られます．最近は日本人の酸分泌能の増大やH. pylori感染率の低下，食事の欧米化などにより胃食道逆流症 （GERD） が
増加しています．GERDの一つである逆流性食道炎の治療はしっかりとした酸分泌抑制が必要です．やはりPPIによる逆流性
食道炎の8週後内視鏡的治癒率は酸分泌抑制が十分達成されるPMで高く，RMで低い結果です．2015年にP-CABが利用でき
るようになり，PPIに比べ半減期が長く酸に安定であることから，PPIよりも強力で持続する酸分泌抑制が達成されます．H. 
pylori除菌率はPPIレジメンに比べ高い除菌率を達成しています．逆流性食道炎の治療に関しても特に重症な症例ではP-CAB
による24週後の再発率は低値です．P-CABは主にCYP3A4にて代謝を受けるため，CYP3A4で代謝される薬剤との併用には
注意を払うべきです．また強力な酸分泌抑制力のため血中ガストリン値が高値となるため，こちらに関しては今後も経過観
察が必要と考えられます．
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【循環器内科】

Which Factor Predicts Major Adverse Cardiovascular Events 
in Health Check-up Participants?

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Science, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

第84回日本循環器学会学術集会　京都　令和２年３月

Purpose: Health check-up has been carried out for individual health management as well as the early detection and prevention 
of major adverse cardiovascular event （MACE）. We investigated predictive factors for MACE among clinical test items 
in health check-up program.
Methods: A total of 13522 subjects （male＝8140, 52.8±12.3 year-old at baseline）, who visited our hospital for a health check-
up between 2008 and 2015, were enrolled and followed up until December 2016 （median 1827 days） with the endpoint being 
the incidence of MACE. The outcome was confirmed using a questionnaire at health check-up, medical record, telephone, 
or letter. Possible association between MACE and clinical test items from health check-up was investigated.
Results: During the follow-up period, MACE occurred in 196 subjects （3.03 per 1000 person-year）, with the incidence being 
more frequent in male than female subjects （4.07 vs. 1.42 per 1000 person-year）. Multivariate Cox-hazard analysis demonstrated 
that male gender （hazard ratio＝2.457, ［95％ confidence intervals＝1.498-4.028］）, age （1.056, ［1.040-1.071］）, waist circumference 

（1.023, ［1.004-1.042］）, systolic blood pressure （1.015, ［1.005-1.024］）, hemoglobin （0.868, ［0.758-0.994］） and Sokolow–Lyon 
voltage in the ECG （1.227, ［1.033-1.458］） were the significant predictors for MACE. However, in a model where B-type 
natriuretic peptide （BNP） was also added as an independent variable, BNP （2.593, ［1.602-4.196］） was the strongest predictor 
for MACE.
Conclusions: In participants undergoing health check-up, systolic blood pressure as well as age and gender were the risk 
factors of MACE. Appropriate control of blood pressure may be useful for the prevention of MACE. Measurement of BNP 
may give us additional important information associated with future MACE.

Effect of Advancing Age on Dietary Salt Intakes: A follow-up study
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Yuki Takeuchi1　　Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

第84回日本循環器学会学術集会　京都　令和２年３月

Purpose: Dietary salt intakes are higher in older than younger people. However, whether salt intakes increase with advancing 
age in individuals or not has not been clarified yet. The present study investigated effects of aging on salt intakes in individuals.
Methods: A total of 2786 subjects （men＝1902） who participated in our physical check-up program both in 2008 and 2018 
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were enrolled. Salt intakes estimated using a spot urine in 2008 and 2018 in each individual were compared. 
Results: Changes in salt intakes in each decade are shown in Figure. Salt intakes increased with advancing age both in men 
and women until their 70s. Salt intakes in people in their 60s at 2018 were higher than those at 2008.
Conclusions: The observational follow-up study revealed that salt intakes in each individual increased after the interval of 
10 years in both men and women. The results suggest that the sense of taste changes with advancing age in young adults 
as well as elderly persons, which may be related with alterations of lifestyle.

Dietary Salt Intake is Associated with Future Development of 
Metabolic Syndrome in the General Population

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Shu Yanagida1　　Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

第84回日本循環器学会学術集会　京都　令和２年３月

Purpose: Excessive salt intake causes cardiovascular diseases independently of its effects on blood pressure. Since metabolic 
syndrome （MetS） also increases a risk of cardiovascular disease, there may be some association between salt intake and 
MetS. Thus, we investigated a possible relationship between salt intake and future development of MetS in the general 
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population.
Methods: Consecutive 12,256 subjects without MetS （male＝7,053, 52.1±12.3 year-old） who visited our hospital for a physical 
check-up were enrolled. After baseline examination, subjects were followed up for 1,582 days （median） with the endpoint 
being the development of MetS. Individual salt intake was estimated using a spot urine by a previously reported method. 
Results: Salt intake was 11.9±3.0 g/day in male and 8.2±2.1 g/day in female subjects at baseline. During the follow-up 
period, 1,669 subjects developed MetS （29.9 per 1000 person-year） with the incidence being more frequent in male than 
female subjects （41.8 vs. 14.2 per 1000 person-year）. Non-adjusted hazard ratio （HR） （95％ confidence interval ［CI］） of salt 
intake for the development of MetS was 1.157 （1.142-1.173）. In analysis where subjects were divided into gender-specific 
quartiles according to the baseline salt intake, the incidence of MetS were increased across the quartiles （20.6, 25.0, 32.4, 
and 42.7 per 1000 person-years）. Multivariate Cox proportional hazard analysis adjusted for possible risk factors revealed 
that salt intake predicted the new onset of MetS （HR:1.037, 95％ CI:1.020-1.055）. 
Conclusions: The development of MetS is significantly associated with salt intake in the general population, suggesting 
that salt restriction prevents MetS as well as hypertension leading to cardiovascular disease.

What is the optimal blood pressure level for kidney in the general population?
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Kazuto Ohno1　　Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESC Congress 2020；Scientific Congress of European Society of Cardiology. 29 August – 2 September, 2020. Amsterdam, Netherlands

Background/Introduction: Hypertension induces kidney dysfunction, and vice versa. Furthermore, kidney dysfunction can 
be a risk factor for cardiovascular diseases as well as end-stage of kidney disease. Although blood pressure （BP） control 
is necessary to prevent deterioration of kidney function, strict BP control may deteriorate kidney function.
Purpose: The present observational study investigated effects of BP levels on the incidence of chronic kidney disease （CKD） 
in the general population.
Methods: A total of 12,753 subjects with normal kidney function （estimated glomerular filtration rate ［eGFR］≥60 mL/min 
per 1.73 m2）（male 7,707, mean age 51.8 years） who visited our hospital for an annual physical check-up from April 2010 to 
March 2018 were enrolled. After baseline examination, subjects were followed up until March 2019 （median 1,769 days） with 
the endpoint being the development of CKD （eGFR<60 mL/min per 1.73 m2）. The modified MDRD formula for Japanese 
was used to calculate eGFR. Hypertension was defined as BP ≥140/90mmHg or the use of antihypertensive medication. 
Results: During the follow-up period, 1,604 subjects developed CKD （26.9 per 1,000 person-years） with the incidence being 
more frequent in hypertensive （n＝3,098） than normotensive （n＝9,655） subjects at enrollment （44.2 vs. 21.5 per 1,000 person-
years, respectively; hazard ratio ［95％ confidence interval］ from multivariate Cox proportional analysis 1.205 ［1.061-1.369］）. 
Hazard ratio of systolic BP at baseline was 1.006 ［1.002-1.010］ in a multivariate Cox proportional hazard regression model 
adjusted for possible risk factors. The incidence was lower in subjects without hypertension throughout the follow-up period 

（normotension group, n＝7,866） than those who were diagnosed as having hypertension at least once during the period 
（hypertension group, n＝4,887）（23.1 vs. 32.3 per 1,000 person-years, p<0.001）. In the normotension group, subjects with 
average BP <120/80mmHg had lower incidence of CKD than in those with BP ≥120/80mmHg （17.2 vs. 36.1 per 1,000 person-
years, p<0.001）. In contrast, in the hypertension group, the incidences of CKD in subjects with average BP <120/80, 120-
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139/80-89 and ≥140/90mmHg were 34.3, 25.8, and 54.4 per 1000 person-years, respectively （p<0.001）. Moreover, in hypertensive 
subjects under medication （n＝2,002） with average BP <120/80, 120-139/80-89 and ≥140/90mmHg, the incidence of CKD 
was 65.5, 41.3, and 64.3 per 1000 person-years, respectively （p<0.01）. 
Conclusions: The incidence of CKD was higher in hypertensive than in normotensive subjects. The lower BP was 
associated with the lower incidence of CKD in normotensive subjects, while strict BP control may increase the risk of 
CKD in hypertensive subjects.

Effect of advancing age on dietary salt intakes: a 10-year follow-up study
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESC Congress 2020；Scientific Congress of European Society of Cardiology. 29 August – 2 September, 2020. Amsterdam, Netherlands

Background/Introduction: The National Nutrition Survey in Japan indicated that dietary salt intake of the Japanese is gradually 
decreasing for the last several decades, while salt intakes are higher in elderly than young people. There is no survey on 
the alteration of salt intakes with advancing age in individuals.
Purpose: The present study investigated effects of aging on salt intakes in individuals.
Methods: A total of 2600 subjects （men; 1787, age; 30 to 79 years-old at 2008） who participated in our physical check-up 
program both in 2008 and 2018 were enrolled. Individual dietary salt intakes in 2008 and 2018, which were estimated using 
a spot urine by a previously reported method, were compared. 
Results: The mean age and salt intakes at 2008 were 53.9±10.0 years and 12.2±3.2 g/day in men and 54.4±9.2 years and 
8.3±2.1 g/day in women, respectively. Salt intake increased to 13.2±3.3 g/day in men and 8.8±2.2 g/day in women during 
the 10 years. Salt intakes were higher in hypertensive than normotensive subjects both at 2008 and 2018, but changes of 
blood pressure category were not associated with those of salt intakes during the 10 years （table）. Changes in salt intakes 
in each decade are shown in Figure. Salt intakes in each decade increased with advancing age both in men and women until 
their 70s. Salt intakes in people in their 60s and 70s at 2018 were higher than those at 2008. Similar results were obtained 
in subjects without any anti-hypertensive medications （n＝1667）（data not shown）.
Conclusions: The observational follow-up study revealed that salt intakes in each individual increased after the interval of 
10 years in both men and women. The results suggest that the sense of taste changes with advancing age in young adults 
as well as elderly persons, which may be related with alterations of lifestyle.
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Table. Changes in dietary salt intake
Women Men

n 2008 2018 n 2008 2018
Normotension at 2008 629 8.1±2.1 8.6±2.1$ 1252 12.0±3.1 12.9±3.2*
Hypertension at 2008 184 8.8±2.2 9.4±2.6* 535 12.7±3.2 13.7±3.6*
Category change; 2008 to 2018
Normotension to Normotension 492 8.0±2.1 8.5±2.0* 880 11.9±3.6 12.6±3.1*
Normotension to Hypertension 137 8.6±2.1 9.2±2.3# 372 12.3±3.2 13.5±3.4*
Hypertension to Normotension 27 8.6±1.9 9.4±2.5 66 12.1±2.8 12.9±2.7
Hypertension to Hypertension 157 8.8±2.3 9.4±2.6$ 469 12.7±3.3 13.8±3.7*

*p<0.001, $p<0.01, #p<0.05 vs. “2008” by paired t test

Figure. Age difference in changes of salt intake
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Excessive salt intake is a significant predictor for future development 
of metabolic syndrome in the general population

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESC Congress 2020；Scientific Congress of European Society of Cardiology. 29 August – 2 September, 2020. Amsterdam, Netherlands

Background/Introduction: Dietary salt consumption is one of the most important modifiable factors in our lifestyle and 
restriction of dietary salt results in the reduction of blood pressure in previous studies. Excessive salt intake causes 
cardiovascular diseases independently of its effects on blood pressure. Since metabolic syndrome also increases a risk of 
cardiovascular disease, there may be some association between salt intake and metabolic syndrome.
Purpose: The present study was designed to investigate a possible relationship between salt intake and future development 
of metabolic syndrome in the general population.
Methods: Consecutive 12,256 subjects without metabolic syndrome （male＝7,053, 52.1±12.3 year-old） who visited our hospital 
for an annual physical check-up from April 2010 to March 2018 were enrolled. After baseline examination, subjects were 
followed up until March 2019 （median 1,582 days） with the endpoint being the development of metabolic syndrome. Metabolic 
syndrome was diagnosed according to the Japanese criteria （2005）. Individual salt intake was estimated using a spot urine 
by a previously reported method. 
Results: Salt intake was 11.9 ± 3.0 g/day in male and 8.2 ± 2.1 g/day in female subjects at baseline. During the follow-up 
period, 1,669 subjects developed metabolic syndrome （29.9 per 1,000 person-year） with the incidence being more frequent 
in male than female subjects （41.8 vs. 14.2 per 1,000 person-year）. Non-adjusted hazard ratio （HR）（95％ confidence interval 

［CI］） of salt intake for the development of metabolic syndrome was 1.157 （1.142-1.173）. In analysis where subjects were 
divided into gender-specific quartiles according to the baseline salt intake, Kaplan-Meyer curve analysis revealed that the 
incidence of metabolic syndrome were increased across the quartiles （20.6, 25.0, 32.4, and 42.7 per 1,000 person-years; 
logrank p<0.001）. Multivariate Cox proportional hazard analysis adjusted for age, gender, body mass index, systolic blood 
pressure, heart rate, serum creatinine, uric acid, fasting plasma glucose, low-density lipoprotein cholesterol, triglyceride, 
hemoglobin and current smoking habit at baseline revealed that salt intake predicted the new onset of metabolic syndrome 

（HR:1.036, 95％ CI:1.019-1.054）. 
Conclusions: Excessive salt intake is significantly associated with the new development of metabolic syndrome in the 
general population. The results suggest that salt restriction prevents metabolic syndrome as well as hypertension leading 
to cardiovascular diseases.
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What is the Optimal Blood Pressure Level for Kidney 
in Hypertensive Subjects under Medication?

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Kazusa Hayashi1　　Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

第85回日本循環器学会学術集会　横浜　令和３年３月

Objectives: Although appropriate blood pressure （BP） control is necessary to prevent target organ damages, strict BP 
control may deteriorate kidney function. The impact of BP levels on kidney function was studied in hypertensive subjects 
under medication. 
Methods: A total of 3232 hypertensive subjects （male 2197, 58.8±10.4 year-old） without chronic kidney disease （CKD, 
estimated glomerular filtration rate ［eGFR］ <60 mL/min per 1.73 m2） who visited our hospital for physical checkup were 
enrolled and followed up for the median of 1805 days with the endpoint being the development of CKD. Subjects were 
divided into four groups according to average BP during the period.
Results: During the follow-up period, 714 subjects developed CKD. The incidence of CKD was the lowest when BP was 
controlled at elevated BP level in subjects with antihypertensive medication, while the incidence was increased with 
increasing BP level in untreated hypertensives （table）.
Conclusions: Strict BP control may evoke kidney injury and the optimal BP for kidney may be different from that for 
other target organs.
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Year-to-Year Blood Pressure Variability and Target Organ Damage
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Kazuto Ohno1　　Kazusa Hayashi1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

第85回日本循環器学会学術集会　横浜　令和３年３月

Objectives: Visit-to-visit blood pressure variability （BPV） is known to be associated with target organ damage in hypertension. 
This study investigated the relationship between year-to-year BPV and target organ damage.
Methods: Consecutive 2988 subjects without antihypertensive medication who had annual physical checkups for 5 years in a 
row during 2008 and 2013 were enrolled. The average, standard deviation, coefficient of variation, and average real variability 
of systolic blood pressure （SBP） during the 5 consecutive visits were calculated and, thereafter, they were followed up for 
the median of 5 years. Impact of BPV on the development of target organ damage such as left ventricular hypertrophy 

（LVH; Sokolow-Lyon voltage > 3.8 mV and/or Cornell product > 2440 mm ms）, kidney impairment （estimated glomerular 
filtration rate; eGFR<60） and proteinuria was investigated.
Results: Average SBP showed positive association with future target organ damages, while indices of BPV did not predict 
organ damage （table）.
Conclusions: Increased year-to-year BPV, overall, was not associated with target organ damage in the general population 
without antihypertensive medication.
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Association between quality of sleep and the development of 
hypertension in normotensive subjects
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Science, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESH-ISH 2021；Joint meeting of ESH and ISH  11 – 14 April, 2021. ON-AIR

Objective: Although there are many reports on the relationship between sleep time and hypertension, definite conclusions 
have not been drawn yet. On the other hand, an influence of the feeling of satisfaction about the sleep on the incidence of 
hypertension remains unknown. We investigated effects of a sleep time and a feeling of satisfaction of sleep on the development 
of hypertension.
Design and method: Normotensive 2162 subjects （male＝1316, 44.7±8.0 year-old at baseline）, who visited our hospital for 
a physical check-up between 2008 and 2015, were enrolled. Quality of sleep （satisfied or not satisfied） and sleep time （<6 
hours or ≥6 hours） were assessed by a questionnaire. They were followed up until December 2016 （median 1540 day） with 
the endpoint being the development of hypertension. Hypertension was defined as blood pressure ≥140/90mmHg or the use 
of antihypertensive medications.
Results: During the follow-up, hypertension developed in 846 subjects （42.0 per 1000 person-year）, with the incidence being 
more frequent in male than female subjects （52.3 vs. 24.9 per 1000 person-year）. The incident hypertension was higher in 
subjects who were satisfied with their sleep than those who were not （48.3 vs. 32.5 per 1000 person-year）. Multivariate Cox-
hazard analysis adjusted for possible risk factors revealed that feeling of satisfaction （hazard ratio ［HR］:1.395, 95％ confidence 
interval ［CI］:1.120-1.738）, but not the duration of sleep, was associated with the development of hypertension. Among 
subjects who feel their sleep time sufficient, HR （95％ CI） was 1.921 （1.225-3.011） in subjects with a sleep time ≥6 hours 
and 1.387 （1.087-1.770） in those with a sleep time <6 hours. 
Conclusions: A feeling of satisfaction of sleep rather than a sleep time may be an important factor that leads to the 
development of hypertension though the results should be interpreted with a caution because data on sleeping status were 
obtained from questionnaire. Further investigation is necessary to clarify the mechanism underlying the association between 
the development of hypertension and satisfaction of sleep.

Effects of smoking on central blood pressure
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Science, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Masashi Machii1　　Daishi Nonaka1　　Kazuto Ohno1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESH-ISH 2021；Joint meeting of ESH and ISH  11 – 14 April, 2021. ON-AIR

Objective: Smoking is known to induce systemic vascular damage, leading to cardiovascular diseases. Recent studies 
demonstrated that central blood pressure has a greater impact on cardiovascular events than brachial blood pressure. We 
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investigated effects of habitual smoking on central systolic blood pressure （CSBP） in the general population.
Design and method: A total of 5630 subjects （male＝2622, 51.7±12.0 year-old at baseline）, who visited our hospital for a 
physical check-up at least twice during the last 10 years and underwent CSBP measurement at each visit, were enrolled, and 
effects of smoking on the average and yearly changes of CSBP （median follow-up 5 years） were analyzed. Brachial blood 
pressure （oscillometer） and radial artery pressure waveforms （tonometer） were recorded using an automated device, and the 
pressure corresponding to the second systolic peak of radial pressure waveforms was taken as CSBP （HEM-9000AI, Omron 
Healthcare, Kyoto）. Hypertension was defined as brachial BP ≥140/90mmHg or the use of antihypertensive medications. A 
yearly change in CSBP was calculated in each subject by linear regression analysis using longitudinal data.
Results: The average CSBP during the follow-up was higher in habitual smokers than in non-smokers when analyzed in 
normotensive （n＝4634, 109.1±11.7 vs. 107.6±12.8 mmHg, p<0.001） and non-treated hypertensive subjects （n＝91, 150.7±
14.8 vs. 142.8±16.7 mmHg, p<0.05）, whereas in hypertensive subjects under medication the average CSBP was lower in 
smokers than in non-smokers （n＝905, 124.6±12.4 vs. 127.8±13.6 mmHg, p<0.01）. Although smoking status did not affect 
yearly changes of CSBP in both normotensive （habitual smokers vs. non-smokers; 1.38±6.00 vs. 1.44±6.04 mmHg/year） 
and treated hypertensive subjects （-0.16±7.08 vs. -0.66±8.24 mmHg/year）, the unfavorable effect of smoking on yearly 
increase of CSBP was found in non-treated hypertensive subjects （4.09±15.1 vs. -0.53±10.3 mmHg/year）.
Conclusions: Habitual smoking increases CSBP especially in subjects with hypertension, however, antihypertensive 
medications counteract the unfavorable effects of smoking on CSBP. These results imply a new pathway underlying the 
development of cardiovascular diseases in smokers. Unfavorable changes in the cardiovascular system caused by smoking 
may quite slowly progress that short period of observation in the present study could not have detected enhanced yearly 
increases of CSBP by smoking.

メタボリック症候群構成因子の食塩摂取量への影響

JA静岡厚生連遠州病院　内科

徳 丸 光 彬　　髙 瀨 浩 之　　林 　 和 沙　　大野嘉寿人　　待 井 将 志

第９回臨床高血圧フォーラム　大阪　令和３年５月

【目的】メタボリック症候群患者では非メタボリック症候群患者より食塩摂取量が多い事は知られている．その為，高血圧症
や心血管疾患発症予防にも減塩は重要である．今回，メタボリック症候群診断基準の中で食塩摂取量に特に寄与する因子に
ついて検討した．
【方法】2018年に当院の人間ドックを受診した，メタボリック症候群構成因子がない，又は１項目のみ有する4888人（男性
2674人，平均年齢53.9歳）の１日食塩摂取量を随時尿より推定した．メタボリック症候群の診断には日本の診断基準を用い，
各構成因子と食塩摂取量の関連について検討した．
【結果】メタボリック症候群構成因子の有無で食塩摂取量を比べると腹部肥満（11.8 vs. 9.9g/日，p＜0.001），血圧異常（11.1 
vs. 10.0g/日，p＜0.001），耐糖能異常（10.9 vs. 10.2g/日，p＝0.012）が存在する場合食塩摂取量が増加していた（脂質異常

［10.0 vs. 10.2g/日，p＝0.363］）．食塩摂取量に対する単回帰分析では腹部肥満（r＝0.210，p＜0.001），脂質異常（r＝-0.013，
p＝0.363），血圧異常（r＝0.133，p＜0.001），耐糖能異常（r＝0.036，p＝0.012）であった．
重回帰分析では腹部肥満（r＝0.140，p＜0.001）と血圧異常（r＝0.082，p＜0.001）が食塩摂取量と関連していた．
次に脂質低下薬，降圧薬，血糖降下薬服用者を除外し （n＝4198），各構成因子を連続変数として検討した．
単回帰分析では腹囲（r＝0.259，p＜0.001），中性脂肪（r＝0.140，p＜0.001），収縮期血圧（r＝0.207， p＜0.001），空腹時血
糖（r＝0.186，p＜0.001）であり構成因子全てで食塩摂取量に影響を認めていた．重回帰分析では腹囲（r＝0.168，p＜0.001），
収縮期血圧（r＝0.060，p＜0.001） が食塩摂取量と関連していた．
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【考察】メタボリック症候群構成因子の中で腹囲が最も食塩摂取量と関連していた．その為，今後はメタボリック症候群の
患者に外来で腹囲測定を実施し減塩を進める事で降圧指導に繋がる可能性がある．

血圧が低いほど慢性腎臓病の発症率は低くなるのか？
1）JA静岡厚生連遠州病院　内科　　2）名古屋市立大学大学院　循環器内科学

3）名古屋市立東部医療センター　循環器内科　　4）名古屋学院大学　リハビリテーション学部　内科学教室

髙 瀨 浩 之1）　　待 井 将 志1）　　大野嘉寿人1）　　林 　 和 沙1）　　髙 山 　 晋1）

野 中 大 史1）　　杉 浦 知 範2）　　山 下 純 世3）　　大 手 信 之2）　　土 肥 靖 明4）

第９回臨床高血圧フォーラム　大阪　令和３年５月

【目的】血圧上昇は腎機能を悪化させ，腎機能悪化は高血圧を発症させる．さらに進行する腎機能障害は末期腎不全だけで
はなく心血管病の危険因子にもなり得る．腎機能悪化を予防するために血圧コントロールは必要であるが，厳格な降圧治療
は腎機能を悪化させるとの報告がある．本研究では慢性腎臓病（CKD）の発症に対する血圧の効果を検討した．
【方法】2010年4月から2019年3月までの期間中に当院の人間ドックを受診し推定糸球体濾過量（eGFR）≧60 mL/min per 
1.73 m2であった連続12754名（男性7708名，平均年齢51.8歳）を登録し，中央値で1769日間の観察研究を行った．日本人用修
正MDRD式を用いeGFRを算出し，eGFR＜60 mL/min per 1.73 m2をCKD発症と定義した．これらを，高血圧患者（140/90mmHg
以上）と正常血圧者，さらに降圧効果の違いにより比較検討した．
【結果】登録時が正常血圧者は高血圧者よりもCKD発症率は低率で（21.5 vs. 44.2/千人年），経過中常に正常血圧であった対
象者に比べ一度でも高血圧症の診断を受けた対象者のCKD発症率は高率であった（76.0 vs. 138.7/千人年）．正常血圧者のう
ち期間中の平均血圧が120/80mmHg未満の対象者は120/80mmHg以上の対象者よりCKD発症率は低かったが（17.2 vs. 36.1/
千人年），高血圧症の診断を受けた対象者では，平均血圧が120/80mmHg未満，120～139/80～89mmHg，140/90mmHg以上
のCKD発症率はそれぞれ34.3，25.8，54.4/千人年で，全期間で内服治療を受けていた高血圧者ではそれぞれ56.0，41.9，66.1/
千人年であった．
【考案】正常血圧者に比べて，高血圧患者のほうがCKDの発症は高率であった．正常血圧者では血圧が低いほどCKD発症率
は低くなるが，高血圧者においては厳格な血圧コントロールがCKD発症率を上昇させた．すべての高血圧者が臓器障害を有
しているわけではないが，高血圧診断後の厳格な降圧は腎機能を悪化させる可能性がある．

Relationship between year-to-year blood pressure variability 
and target organ damage in the general population

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Hiroyuki Takase1　　Kazusa Hayashi1　　Kazuto Ohno1　　Shin Takayama1

Masashi Machii1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESC Congress 2021；Scientific Congress of European Society of Cardiology – The Digital Experience. 27 – 30 August 2021

Background/Introduction: Visit-to-visit blood pressure variability （BPV） is a strong predictor of cardiovascular events as 
well as target organ damage （TOD） in hypertension. However, effects of year-to-year BPV on the development of TOD 
have not been investigated in the general population.
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Purpose: The present study was designed to investigate a possible relationship between year-to-year BPV and TOD in the 
general population.
Methods: Consecutive 5542 subjects （male＝3771, 58.6±10.7 yea-old） who visited our hospital for an annual physical check-
up for 5 years in a row during 2008 and 2013 were enrolled. The average, standard deviation （SD）, coefficient of variation 

（CV）, and average real variability （ARV） of systolic blood pressure （SBP） were calculated using data during the period. 
Other baseline data were obtained in 2013; left ventricular hypertrophy （LVH; Sokolow-Lyon voltage > 3.8 mV and/or 
Cornell product > 2440 mm ms） and kidney impairment （estimated glomerular filtration rate; eGFR<60 mL/min per 1.73 
m2） were taken as TOD. Then, subjects without TOD at baseline （2013）（n＝3801, male＝2584, 57.4±10.4 yea-old） were 
followed up until 2019 （median＝5 years） and the impact of BPV on the development of TOD was investigated.
Results: The average, SD, CV and ARV of SBP were 123.8 mmHg, 8.04 mmHg, 6.50, and 9.19 mmHg, respectively. At baseline, 
these parameters were higher in subjects with TOD than those without TOD （Table 1-A）. During the follow-up of subjects 
without TOD at baseline, LVH and kidney impairment developed in 425 and 623 subjects （24.7 and 35.8 per 1000 person-
year）, respectively. In retrospective analysis, the average, SD, and ARV were higher in subjects with than without future 
TOD （Table 1-B）. Although some indices of year-to-year BPV predicted future development of TOD in univariate Cox-
hazard analysis, only the average of SBP predicted incident TOD after adjustment. 
Conclusions: Year-to-year BPV is a marker of the incident TOD in the general population. However, these indices do not 
independently predict the onset of TOD and, thus, there may be unknown pathway that links TOD and BPV. 

Table 1 BP variability and TOD
LVH Kidney impairment

A） Parameter during 2008 and 2013
（-） n＝4908 （+） n＝634 （-） n＝4617 （+） n＝725

SBP-Ave （mmHg） 123.0±12.4 129.7±12.1# 123.2±12.6 127.7±12.0#
SBP-SD （mmHg） 7.97±3.47 8.59±3.75# 7.94±3.43 8.75±3.89#
SBP-CV （％） 6.48±2.68 6.60±2.74 6.44±2.66 6.84±2.88#
SBP-ARV （mmHg） 9.11±4.38 9.79±4.73# 9.06±4.31 10.07±5.09#

B） Baseline data for future TOD （Retrospective analysis）
（-） n＝3376 （+） n＝425 （-） n＝3178 （+） n＝623

SBP-Ave （mmHg） 122.0±12.4 126.7±11.5# 122.1±12.3 124.9±12.4#
SBP-SD （mmHg） 7.8±3.36 8.20±3.61* 7.79±3.32 8.20±3.71*
SBP-CV （％） 6.40±2.62 6.48±2.78 6.38±2.61 6.54±2.79
SBP-ARV （mmHg） 8.96±4.24 9.07±4.48 8.88±4.20 9.44±4.59*

*p<0.05, #p<0.001 vs. LVH （-） or Kidney impairment （-） by unpaired student t test
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Table 2 Cox-hazard analyses
Univariate Multivariate#

For LVH Hazard ratio 95％ CI Hazard ratio 95％ CI
SBP-Ave （mmHg） 1.028* 1.020-1.035 1.027* 1.018-1.036
SBP-SD （mmHg） 1.027* 1.000-1.055 1.015 0.987-1.043
SBP-CV （％） 1.007 0.972-1.043 0.999 0.964-1.035
SBP-ARV （mmHg） 1.004 0.982-1.026 0.991 0.969-1.013

For kidney impairment Hazard ratio 95％ CI Hazard ratio 95％ CI
SBP-Ave （mmHg） 1.016* 1.009-1.022 1.005 0.998-1.013
SBP-SD （mmHg） 1.028* 1.009-1.051 1.004 0.982-1.027
SBP-CV （％） 1.016 0.987-1.046 0.998 0.969-1.027
SBP-ARV （mmHg） 1.026* 1.009-1.045 1.008 0.991-1.026

*p<0.05
#Multivariate analysis was adjusted for gender, age, BMI, SBP, PR, eGFR, UA, HbA1c, LDL-C, TG, Hb, Sokolow-Lyon voltage, 
current smoking at baseline.

Influences of smoking on central blood pressure in hypertensive subjects
1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan
3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Kazusa Hayashi1　　Hiroyuki Takase1　　Suguru Nakano1　　Kazuto Ohno1　　Shin Takayama1

Masashi Machii1　　Tomonori Sugiura2　　Nobuyuki Ohte2　　Yasuaki Dohi3

ESC Congress 2021；Scientific Congress of European Society of Cardiology – The Digital Experience. 27 – 30 August 2021

Background/Introduction: Smoking is known to induce systemic vascular damage, leading to cardiovascular diseases. Recent 
studies demonstrated that central blood pressure has a greater impact on cardiovascular events than brachial blood pressure.
Purpose: We investigated influences of habitual smoking on central systolic blood pressure （CSBP） in hypertensive subjects.
Methods: A total of 5630 subjects （male＝2622, 51.7±12.0 year-old at baseline）, who visited our hospital for a physical 
check-up at least twice during the last 10 years and underwent CSBP measurement at each visit, were enrolled, and they 
were divided into three groups; normotensive （n＝4634）, non-treated hypertensive （n＝91） and treated hypertensive 
subjects （n＝905）. Then, the influences of smoking on the average and yearly changes of CSBP （median follow-up 5 years） 
were analyzed. Brachial blood pressure （oscillometer） and radial artery pressure waveforms （tonometer） were recorded 
using an automated device, and the pressure corresponding to the second systolic peak of radial pressure waveforms was 
taken as CSBP （HEM-9000AI, Omron Healthcare, Kyoto）. Hypertension was defined as brachial BP ≥140/90mmHg or the 
use of antihypertensive medications. A yearly change in CSBP was calculated in each subject by linear regression analysis 
using longitudinal data.
Results: The average CSBP was higher in habitual smokers than in non-smokers when analyzed in normotensive （109.1±
11.7 vs. 107.6±12.8 mmHg, p<0.001） and non-treated hypertensive subjects （150.7±14.8 vs. 142.8±16.7 mmHg, p<0.05）, 
whereas in hypertensive subjects under medication the average CSBP was lower in smokers than in non-smokers （124.6
±12.4 vs. 127.8±13.6 mmHg, p<0.01）. Smoking status did not affect yearly changes of CSBP in normotensive （habitual 
smokers vs. non-smokers; 1.38±6.00 vs. 1.44±6.04 mmHg/year）, treated hypertensive （-0.16±7.08 vs. -0.66±8.24 mmHg/
year）, and non-treated hypertensive subjects （4.09±15.1 vs. -0.53±10.3 mmHg/year）.
Conclusions: Habitual smoking increases CSBP, however, antihypertensive medications counteract the unfavorable effects 
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of smoking on CSBP. These results imply a new pathway underlying the development of cardiovascular diseases in smokers. 
Unfavorable changes in the cardiovascular system caused by smoking may quite slowly progress that short period of 
observation in the present study could not have detected enhanced yearly increases of CSBP by smoking.

高血圧患者における降圧薬数とメタボリック症候群の関連
1）JA静岡厚生連遠州病院　内科　　2）名古屋市立大学大学院　循環器内科学

3）名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　循環器内科　　4）名古屋学院大学　リハビリテーション学部　内科学教室

髙 瀨 浩 之1）　　林 　 和 沙1）　　中 野 　 秀1）　　待 井 将 志1）

髙 山 　 晋1）　　杉 浦 知 範2）　　山 下 純 世3）　　土 肥 靖 明4）

第43回日本高血圧学会総会　那覇　令和３年10月

【目的】心血管病と関連のあるメタボリック症候群（MetS）は複数の危険因子が集積した病態である．高血圧患者において
降圧薬数増加は治療抵抗性の進行を表しており，これにメタボリック構成因子が関与している可能性がある．我々は降圧薬
治療中の高血圧患者のMetSの有病率と新規発症率を検討した．
【方法】2010年度から2017年度までの当院人間ドック受診者で，高血圧（血圧140/90mmHg以上，又は降圧薬内服）を有す
る5336名を（男性＝3598名，平均年齢＝60.6歳）対象とした．登録時の内服薬数とMetSの有病率，及びメタボリック構成因
子の合併率を検討した．次に，MetSを有しない対象者2575名（男性＝1592名，平均年齢＝60.5歳）を2020年3月まで（中央
値1459日）観察し，降圧薬数と新規MetS発症率を検討した．MetSは日本の診断基準を用いた．
【成績】降圧薬数の増加に伴いMetSの有病率は上昇し，メタボリック構成因子の合併率も増加した（表）．MetSの新規発症
率も降圧薬数の増加に伴い上昇した（内服薬数；0剤 59.1，1剤 47.1，2剤 62.5，3剤以上 104.4 ［1000人/年］）．登録時のメタ
ボリック構成因子の中で腹部肥満合併が，降圧薬を3剤以上内服している対象者で高率であった（表）．腹囲，収縮期血圧，
空腹時血糖，中性脂肪を含む種々の因子で補正した多変量Cox-hazard解析のHazard ratio （95％ CI） は0剤 1 （reference），
1剤 1.143 （0.928-1.408），2剤 1.192 （0.947-1.499），3剤以上 2.071 （1.500-2.861）で，3剤以上の降圧薬を服用中の高血圧患者で
有意に高値であった．
【結論】高血圧患者では降圧薬数の増加に伴いMetSおよびメタボリック構成因子の合併率が増加する．一方，MetSを有し
ない高血圧患者では降圧薬数が多い患者ほど腹部肥満が多く，MetSを発症しやすい．腹部肥満を解消しMetSを予防するこ
とが治療抵抗性への進展を予防すると考えられる．

表　降圧薬数とメタボリック構成因子の合併率
登録時における合併率 腹部肥満 脂質異常 糖代謝異常 MetS
横断的解析 n （％） n （％） n （％） n （％）
0剤, n＝1938 971 （50.1％） 524 （27.0％） 343 （17.7％） 514 （26.5％）
1剤, n＝1882 897 （47.6％） 424 （22.5％） 388 （20.6％） 609 （32.4％）
2剤, n＝1141 631 （55.3％） 281 （24.6％） 291 （25.5％） 429 （37.6％）
3剤以上, n＝370 240 （64.7％） 108 （29.1％） 108 （29.1％） 174 （47.0％）
縦断的解析 （発症率）
0剤, n＝1010 325 （32.2％） 111 （11.0％）  90 （8.9％） 268 （26.5％）
1剤, n＝919 214 （23.3％）  94 （10.2％）  89 （9.7％） 206 （22.4％）
2剤, n＝512 146 （28.5％）  60 （11.7％）   53 （10.4％） 141 （27.5％）
3剤以上, n＝132  50 （37.9％）  14 （10.6％）   15 （11.4％）  53 （40.2％）
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人間ドック受診者の食塩摂取量の変化；減塩指導の前後における相違
1）JA静岡厚生連遠州病院　内科　　2）名古屋市立大学大学院　循環器内科学

3）名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　循環器内科　　4）名古屋学院大学　リハビリテーション学部　内科学教室

髙 瀨 浩 之1）　　林 　 和 沙1）　　中 野 　 秀1）　　待 井 将 志1）

高 山 　 晋1）　　杉 浦 知 範2）　　山 下 純 世3）　　土 肥 靖 明4）

第43回日本高血圧学会総会　那覇　令和３年10月

【目的】食塩は血圧のみならず腎疾患や心疾患の発症や経過と密接な関連がある．このため，厚生労働省が食塩摂取目標値
を設定しているが，多くの国民がこれを達成していない．そこで，人間ドック受診者における食塩摂取量の経年的変化を検
討するとともに，減塩指導の効果を検討した．
【方法】2008年7月から2021年3月までの当院人間ドック受診者の食塩摂取量を，随時尿を用いTanakaらの計算式にて算出し
た．また，2017年度（2017年4月）より，人間ドック受診時に算出した推定食塩摂取量を受診者に示しながら減塩指導を開
始したので，その効果を検討した．
【成績】すべての受診者で検討すると，男性（n＝63864）の食塩摂取量は2008年度から2017年度で増加し，その後，2020年
度に向けて低下したが（8.95→9.20→8.92 g/日），女性（n＝36107）では有意な変化を認めなかった（8.53→8.64→8.46 g/日）

（図A）．減塩指導の翌年は男性のみで有意に食塩摂取量が低下したが（男性 n＝1920；9.20→9.10 g/日，女性 n＝843；8.79→8.76 
g/日），その後は有意な減少を認めなかった（図B）．一方，毎年，新規に人間ドックを受診する対象者の初回の食塩摂取量
のみの検討では，男女ともに2008年度から2020年度で経年的に減少していたが（男性 n＝14039；8.95→8.50 g/日，女性 n＝
9935；8.54→8.17 g/日）（図C），受診者の年齢も低下していた（男性；56.5→46.3歳，女性；55.2→45.6歳）．
【結論】人間ドックの新規受診者の食塩摂取量は年々低下しているにもかかわらず，全体の食塩摂取量は12年間で変化して
いない．これは定期的な受診者の食塩摂取量が経年的に増加していることを示唆する．一方，減塩指導を受けると一旦食塩
摂取量が低下するが，2回目以降の減塩指導には効果がみられず，新たな方略が必要と考えられる．
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食塩摂取量の評価と減塩指導

JA静岡厚生連遠州病院　内科

髙 瀨 浩 之

第43回日本高血圧学会総会　那覇　令和３年10月

【目的】食塩の過剰摂取は高血圧をはじめ，腎疾患や心疾患，さらには骨粗鬆症や胃癌など様々な疾患の発症および経過と
密接な関連がある．多くの国民は自分自身の食塩摂取量を知らず，厚生労働省や日本高血圧学会が食塩摂取目標値を設定し
ている事，そしてその目標を達成できていない事も知らない．今回の企画の中では，静岡県浜松市において我々が実施して
いる食塩摂取量の評価および減塩指導の実際を示す．
【方法】①一般市民対象；浜松市医師会が主催している減塩低カロリープロジェクトイベントの結果（2013年から2018年）を
示す．②健診受診者対象；2008年から人間ドック受診者の食塩摂取量の推移を示すとともに，2017年度から開始した人間
ドック時の減塩指導の結果を2020年度までの受診者の食塩摂取量から評価する．③外来通院患者の一例；血圧測定結果・食
塩摂取量推定を記載したシートを示す．
【成績】①イベント当日の随時尿を用いてポケット塩分計で塩分濃度を測定すると，2013年と2014年に比べて2015年から2018
年は有意に尿中塩分濃度が低下していた．また，イベントから4ヶ月後のアンケートで塩分やカロリーについて意識や行動
が改善していた．②田中の式を用いて算出している食塩摂取量は2008年度から2017年度まで増加した．減塩指導を開始した
2017年度以降，2020年度に向けて食塩摂取量は低下傾向であった．その変化は男性で有意であり（8.95→9.20→8.92 g/日），
女性では有意ではなかった（8.53→8.64→8.46 g/日）．2017年度以降，減塩指導を受けた翌年は男性のみで有意に食塩摂取量
が低下した（男性 n＝4593；9.18→9.09 g/日，女性 n＝2354；8.65→8.61 g/日）．2017年度から2020年度まで毎年人間ドック
を受診し減塩指導を受けた3468人の検討では，初回に比べて毎年の食塩摂取量は低下していたが経年的には変化しなかった

（9.05→8.98→8.97→8.94g/日）．③摂取する食品の食塩量を把握することで一日の食塩摂取量を推知できる様になり，薄味に
も慣れるようになった．
【結論】食塩摂取量の評価にはいくつかの方法がある．これらの方法を用いて減塩指導をすることで，減塩できる対象者が
一定数は存在する．また，経年的には減塩指導の効果が持続せず食塩摂取量の減少には結びついていない現状も判明した．
今後は減塩できる対象者を増やす工夫を考えながら，減塩指導を繰り返して行い，より多くの人に効果的に継続的に減塩指
導を続けていく必要がある．

食塩の過剰摂取は骨密度を低下させる
1）JA静岡厚生連遠州病院　内科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

髙 瀨 浩 之1）　　竹 内 祐 貴2）　　藤 田 倫 匡2）　　西 田 達 也2）　　萩 原 和 弘2）　　大 石 　 強2）

第142回遠江医学会　浜松　令和３年11月

【背景】骨粗鬆症は多因子性の障害であり，栄養がその発症と進行に関係する．食塩の過剰摂取は高血圧だけでなく骨粗鬆
症など様々な疾患の発症および経過と密接な関連がある．また，食塩摂取が多いと，カルシウムの尿中排泄が増加する事が
知られている．本研究では食塩摂取量が骨密度に及ぼす影響を検討した．
【対象と方法】2017年1月から2020年3月までに当院の人間ドックを受診し，超音波骨密度測定装置CM-300にて骨密度を測定
した女性710名（平均61.0歳）を対象とした．人間ドックで得られる検査項目に加えて食塩摂取量と骨密度との関連を評価
した．また，生活習慣病として高血圧症，糖尿病，脂質異常症の有無と骨密度の関連を検討した．食塩摂取量はTanakaら
の式を用いて随時尿より算出される推定24時間尿中食塩排泄量と同量とみなして評価し，7.0g/日以上の食塩摂取を高食塩
摂取と定義した．
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【結果】全 例 の 骨 密 度 の 平 均 値 は1496±25 m/secで あ っ た． 高 血 圧 症（ 有/無 ＝182/528名; 1490±22 vs. 1499±26，
p<0.001），糖尿病（有/無＝48/662; 1489±25 vs. 1497±25，p＝0.041），脂質異常症（有/無＝392/318; 1493±24 vs. 1500±
26，p<0.001）を有する群で骨密度は有意に低下していた．高食塩摂取群のほうが低食塩摂取群より骨密度は有意に低値で
あった（高/低＝570/140; 1495±24 vs. 1503±29，p<0.001）．単回帰分析にて年齢（r＝-0.489，p<0.001），収縮期血圧（r＝
-0.171，p<0.001），空腹時血糖（r＝-0.105，p<0.01），食塩摂取量（r＝-0.182，p<0.001）は骨密度と負の相関を認めたが，重
回帰分析では食塩摂取量のみが骨密度と有意に相関した（r＝-0.094，p＝0.007）．
【考察】高食塩摂取と骨密度低下の関連を確認した．減塩は日常生活の中で修正可能な生活習慣であるため，食生活への介
入による骨粗鬆症の予防が期待される．

ペースメーカ植え込み後にたこつぼ型心筋症を発症した１例
1）JA静岡厚生連遠州病院　内科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　救急科

中 野 　 秀1）　　林 　 和 沙1）　　髙 山 　 晋2）　　待 井 将 志1）　　髙 瀨 浩 之1）

第246回日本内科学会東海地方会　浜松　令和４年２月

【症例】85歳，女性．
【主訴】下腿浮腫．
【現病歴】入院1週間前から下腿浮腫が出現し，近医を受診した．心陰影拡大と完全房室ブロックを認め，当院へ紹介受診し
た．NTproBNPの上昇や肺うっ血などの心不全を合併しており，ペースメーカ植え込みのクラス1適応と判断し，第2病日に
DDDペースメーカ植え込み術を施行した．問題なく植え込み術を終了したが第3病日から心室リードのペーシング不全が出
現した．第4病日にCKやトロポニンの上昇，経胸壁心臓超音波検査で心尖部の壁運動低下を認め，たこつぼ型心筋症が疑わ
れた．虚血性心疾患の除外目的に冠動脈造影を施行し，有意狭窄は認めなかった．左室造影では心基部の過収縮と心尖部の
無収縮を認め，たこつぼ型心筋症と診断した．右室に体外式ペースメーカを留置し，閾値の改善を待つ方針とした．左室壁
運動の改善は得られたが閾値の改善は乏しく，第33病日に心室リードの再固定術を施行した．再固定術後は良好に経過し，
第49病日に退院した．
【考察】たこつぼ型心筋症は精神的・肉体的ストレスが誘因となり，一過性の心機能異常を呈する疾患である．本症例では
完全房室ブロック・ペースメーカ植え込み術が誘因と考えられ，ペーシング不全が改善しないため再固定術を要した．

Blood Pressure Control, Target Organ Damage and Cardiovascular Risk 
Factors in Hypertensive Subjects under Medication; Change in Past 9 Years

1Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Cardiology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

3Division of Internal Medicine, Faculty of Rehabilitation Sciences, Nagoya Gakuin University, Nagoya, Japan

Kazusa Hayashi1　　Hiroyuki Takase1　　Suguru Nakano1　　Masashi Machii1

Shin Takayama1　　Tomonori Sugiura2　　Yoshihiro Seo2　　Yasuaki Dohi3

第86回日本循環器学会学術集会　神戸　令和４年３月

Objectives: Appropriate blood pressure （BP） control is necessary to prevent target organ damages and atherosclerotic 
cardiovascular diseases. We investigated changes in blood pressure （BP） control, target organ damage and cardiovascular 
risk factors of hypertensive subjects under medication from 2010 to 2019. 
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Methods: A total of 1679 in 2010 and 1884 in 2019 hypertensive subjects under medication （62.8±9.8 and 65.8±9.4 year-old, 
respectively） who visited our hospital for physical checkup were enrolled and cross-sectionally investigated. Subjects were 
divided into two groups; controlled （BP<140/90） and not-controlled group （BP>＝140/90）.
Results: The results are summarized in table. BP control was generally improved during the 9 years though the mean age 
of subjects was increased. Target organ damages progressed and the number of subjects with risk factors were increased 
during the period.
Conclusions: Although BP control was improved, total management of hypertensive patients may not be appropriate. 
Management of risk factors other than hypertension as well as BP control is necessary in hypertensive subjects for extension 
of healthy life expectancy. 

2010 （n＝1679） 2019 （n＝1884）
Controlled group

（n＝1097, 65.3％）
Not-controlled group
（n＝582, 34.7％）

Controlled group
（n＝1466, 77.8％）

Not-controlled group
（n＝418, 22.2％）

Male, n（％） 769 （70.1％） 424 （72.9％） 1047 （71.4％） 302 （72.2％）
Age（year old） 62.5±9.8 63.3±9.8 65.8±9.4* 66.0±9.4*
SBP 125.7±9.7 146.4±8.6# 123.6±9.8* 144.6±9.4#*
DBP 76.8±7.3 86.3±8.4# 74.4±8.3* 85.4±9.7#
eGFR 73.2±15.8 73.2±16.4 66.2±14.0* 67.7±13.9*
Sokolow-Lyon voltage 23.1±9.8 24.7±9.8# 23.8±7.4* 25.4±8.1#
Salt intake 9.1±2.1 9.5±2.2# 9.4±2.3* 9.7±2.2#
Impaired kidney function 198 （18.0％） 102 （17.5％） 443 （30.2％）* 120 （28.7％）*
Diabetes mellitus 192 （17.5％） 109 （18.7％） 319 （21.8％）* 96 （23.0％）
Dyslipidemia 598 （54.5％） 313 （53.8％） 933 （63.6％）* 257 （61.5％）*
Metabolic syndrome 353 （32.2％） 205 （35.2％） 570 （38.8％）* 155 （37.1％）
Current smoking 176 （16.0％）  78 （13.4％） 211 （14.4％） 49 （11.7％）

#p<0.05 vs. “Well-control” , *p<0.05 vs. “2010”

Factors Affecting Left Ventricular Diastolic Dysfunction Determined 
using Mitral Annulus Velocity

Department of Internal Medicine, Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

Suguru Nakano　　Kazusa Hayashi　　Masashi Machii　　Shin Takayama　　Hiroyuki Takase

第86回日本循環器学会学術集会　神戸　令和４年３月

Background: Early mitral annulus velocity （é ） itself and the ratio of early transmitral flow velocity （E） to é  （E/é ） 
obtained from echocardiogram are considered to be markers for left ventricular （LV） diastolic function. 
Purpose: We investigated several factors of subjects with LV diastolic dysfunction （DD） as compared to those without 
LVDD. 
Methods: Consecutive 1,717 subjects （male＝1,131, 62.9±10.9 years） with preserved LV systolic function （LV ejection 
fraction assessed by echocardiogram >50％）, who visited our echolaboratory, were enrolled. Subjects with apparent cardiac 
diseases such as atrial fibrillation, severe valvular diseases and severe arrhythmia or under hemodialysis were excluded. 
LVDD was defined as é <8 cm/sec or E/é >15. 
Results: Most of factors shown in the table were different between in the subjects with and without LVDD. Multivariate 
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regression analysis revealed that several factors including parameters obtained from echocardiogram were significantly 
correlated with LVDD. 
Conclusions: In subjects underwent echocardiogram, many factors are related with LVDD. Since LVDD is not affected by 
only factors obtained from echocardiogram, it should be carefully interpreted.

Table. Baseline factors & multivariate analysis

Without LVDD With LVDD Multivariate regression analysis
 for  LVDD

 （n＝486） （n＝1,231） r p value
Gender （male）, n （％） 281 （57.8％） 850 （69.1％）* -0.061 0.016
Age （year-old） 55.1±11.6 66.0±9.0* 0.404 <0.001
Body mass index （kg/m2） 21.3±3.1 23.0±3.4* − −
Systolic blood pressure （mmHg） 124.6±18.1 132.1±16.1* 0.062 0.005
Brain natriuretic peptide （pg/ml） 16.3 ［7.7-53.6］ 27.9 ［11.2-58.1］* -0.035 0.165
Fasting plasma glucose （mg/dl） 96.4±23.0 101.7±26.2* 0.036 0.098
LDL-cholesterol （mg/dl） 117.4±31.1 119.5±28.1 0.004 0.839
Triglyceride （mg/dl） 94.6±60.1 111.4±85.6* 0.084 <0.001
eGFR （ml/min/1.73m2） 78.7±15.2 71.1±14.8* -0.063 0.005
Hemoglobin （g/dl） 13.8±1.6 13.9±1.5# 0.073 0.006
E wave velocity （cm/sec） 72.3±17.9 63.1±15.3* − −
e’ velocity （cm/sec） 10.1±2.4 5.7±1.3* − −
Deceleration time （msec） 207.9±53.4 230.8±56.8* 0.070 0.001
Left atrial diameter （mm） 32.2±5.6 35.6±5.8* 0.145 <0.001
LV mass index （g/m2） 88.0±26.3 104.3±34.3* 0.090 <0.001

Data are mean±SD values except for Brain natriuretic peptide （median ［interquartile range］）.
*p<0.001 and #p<0.05 vs. “Without LVDD” by unpaired t test, Mann-Whitney U test or chi-square test.

【内分泌内科】

同時期に難治性バセドウ病を発症し，35年後に外科的治療を
行なった一卵性双生児姉妹例

JA静岡厚生連遠州病院　内分泌内科

　後 藤 良 重　　安 島 　 宏　　鈴 木 究 子

第63回日本甲状腺学会学術集会　WEB

症例；47歳　一卵性双生児姉妹
現病歴；12歳時にほぼ同時にバセドウ病を発症した．以来，小児科にてチアマゾールの投与による治療を受けていた．17歳
時に一時的にチアマゾールを中止できたが数年後に再発し，チアマゾール内服を再開した．姉はチアマゾール15から20mg，
レボチロキシン50μg内服を継続し，TRAbが低下傾向，甲状腺機能が正常化してきていたが，びまん性腫大した甲状腺が，
最近さらに増大傾向であった．妹もチアマゾール15から20mg服用していたが，TRAbは低下せず，甲状腺腫大のため，仰臥
位で休むと息苦しさがあった．二人ともほぼ同様の経過を経て，高血圧症を発症したため，小児科から内科に紹介された．
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家族歴：両親に甲状腺疾患，内分泌疾患，膠原病なし．喫煙歴：なし．
生活歴：二人とも未婚．妊娠，出産歴なし．同一住居で生活．
理学所見：姉；身長167.3cm 体重64.5kg 眼球突出なし．浮腫なし．甲状腺びまん性腫大IV度　血圧140/80mmHg 脈拍　手
指振戦なし．甲状腺エコーでは内部血流の亢進あり，Vmax＝41.6cm/sec.
妹：身長165cm 体重63kg 眼球突出なし．浮腫なし．甲状腺びまん性腫大V度　血圧160/80mmHg 脈拍　手指振戦なし．甲
状腺エコーでは不均一な低エコーを示し，結節性病変の所見あり．びまん性に内部血流の亢進あり，Vmax＝45.8cm/sec.
検査結果：姉；TSH 1.030μIU/ml FT3 2.64pg/ml FT4 1.04ng/dl Tg 12.3 TRAb 5.3IU/L A-TgAb31 A-TPOAb154 
妹；TSH 1.220μIU/ml FT3 4.29 pg/ml FT4 0.32 ng/dl Tg 44.7 TRAb 75.8 IU/L A-TgAb >4000 A-TPOAb512 どちらも肝
機能，腎機能異常なし．貧血なし．白血球減少なし．MPO-ANCA陰性，抗核抗体陰性，抗DNA抗体陰性，耐糖能異常なし．
治療経過：姉；85x85x35mmの甲状腺を摘出．びまん性腫大で結節性病変なし．大小不同の大型濾胞を有するdiffuse hyperplasia．
術後，レボチロキシン125μg服用でeuthiyroid．TRAbは2.3IU/Lまで低下．
妹；100x100x43mmの甲状腺を摘出．大小不同の大型濾胞の増殖が大部分を占めるが，偽乳頭状増殖を伴う濾胞上皮細胞の
小結節が散在し，間質には繊維瘢痕化，濾胞の萎縮もあった．全体としてはdiffuse hyperplasia．術後，レボチロキシン125
μg服用でeuthyroid．TRAbは7.3IU/Lに低下．
考察：小児バセドウ病では抗甲状腺薬は種類にかかわらず長期の使用で，ほぼ半数が寛解に入る可能性が示唆され，比較的
長期に投薬加療されている例が多い．また，成長の点からも小児期に甲状腺摘除を行う例は少なく，難治例の多くは成人後
まで寛解せず，内服薬を減量できない，または著しい甲状腺腫大が見られ，内科に紹介されて外科的治療対象と判断される．
本例もそのような例であるが，治療期間が長く，また一卵性双生児がともに同様の経緯を取ったことが今後の遺伝的バセド
ウ病研究の一助になる可能性があり報告した．ほぼ同様の経過を取った双生児例であるが，摘出された標本では，小結節や
間質の繊維化に相違があった．これはTRAb，A-TgAb，細胞障害性を有するA-TPO-Abの抗体価の差や，長年にわたる甲状
腺機能の推移，抗甲状腺剤の使用などによる，後天的環境因子の相違と考えられた．

バセドウ病に黒色甲状腺，甲状腺乳頭眼癌の多発を認めた一例
1）JA静岡厚生連遠州病院　内分泌内科　　2）医療法人社団新風会丸山病院

　後 藤 良 重1）　　伊 藤 　 暉1）　　鈴 木 究 子1）　　西 野 暢 彦2）

京都甲状腺研究会

症例　58歳男性
［主訴］体動困難，食欲不振，下痢，腹痛，倦怠感
［現病歴］半年以上前から倦怠感，１週間前から下痢が続き，食欲不振となった．体動困難，食事摂取，内服薬の服用がで
きなくなり，救急搬送された．
［既往歴］高血圧症　気管支喘息 COPD 蜂窩織炎　アレルギー性皮膚炎
［近医よりの処方］，アムロジピンOD（2.5）1錠　フェロミア（50）1錠　オロバタジン塩酸塩（5）1錠　ミノサイクリン塩酸塩（50）
1錠　アロプリノール（100）2錠　セレスタミン配合錠2錠　ウルティブロ吸入用カプセル1C
［現症］身長184cm 体重58.4kg 意識清明　体温38.5℃ 脈拍125/分 血圧120/83mmHg 甲状腺腫大IV度　弾性軟　圧痛なし
［検査結果］TSH<0.005μIU/ml FT3 24.06pg/ml FT4 6.44ng/dl Tg338 TRAb 21.6 A-TPOAb 14 A-TgAb 20 
［甲状腺エコー］びまん性腫大　内部は不均一，低エコー，明らかな結節無し．
［経過］バセドウ病による甲状腺中毒症と診断し，MMI投与．筋肉量，体力低下，嚥下障害あり，全身管理を行い，40日後
に退院．外来で甲状腺機能は低下したが，甲状腺腫大，TRAbは全く低下せず，MMIによる皮疹が強く出現し，外科的切除
となった．
　手術時，黒色甲状腺が認められ，甲状腺全摘術（110g）を施行．病理結果は，バセドウ病に矛盾しないが，濾胞細胞内の褐
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色顆粒沈着，コロイド内の顆粒集簇，顆粒を貪食した変性組織球あり．２箇所に偶発微小乳頭癌（5mm以下）pT1a（m）Ex0Nx
あり．褐色顆粒の沈着は非癌部のみ．
［考察］黒色甲状腺は1976年に報告されて以来，甲状腺手術例，剖検例が報告され，ミノサイクリン投与との因果関係が明
らかである．黒色甲状腺は甲状腺乳頭癌の合併が多いとの報告もあるが，いずれも癌組織に色素沈着はない．黒色甲状腺と
結節性病変の合併報告は多いが，バセドウ病との合併例は見られなかったため，報告した．

SGLT2阻害剤使用によるe-GFRの推移
1）JA静岡厚生連遠州病院　内分泌内科

 後 藤 良 重1）　　鈴 木 究 子1）　　安 島 　 宏1）

第64回日本糖尿病学会学術集会　WEB

［目的］SGLT2阻害剤（以下SGLT2i）は，腎の保護作用が報告されている．SGLT2iを使用している症例について，性別，年
齢，併用薬などの条件による影響の違いを後方視的に検証する．
［方法］当院内科外来通院中で，SGLT2iを使用している例の1年間のe-GFR，体重，HbA1cの変化をSGLT2i投与前のe-GFR
の値，年齢，性別，併用薬別に比較した．また，2年目の経過を，SGLT2iを使用していない例の1年間の経過と比較し，同様
の項目について検討した．
［対象］SGLT2iを1年以上使用している糖尿病患者214名（男性126名）年齢59.9±12.9歳  体重73.1±16.3kg  HbA1c 8.5±1.4％  
e-GFR 73.1±22.1（mL/min/1.73m2）比較対照群　SGLT2iを使用していない２型糖尿病患者103名（男性54名）年齢70.3±10.3
歳　体重60.5±13.2kg  HbA1c 7.2±1.0％  e-GFR 65.5±17.4（mL/min/1.73m2）
［結果］SGLT2i使用者全体では，e-GFR，体重，HbA1cとも使用前に比し，1年後まで有意に低下した．e-GFR は，group1（男
性65歳未満）では，2か月後から12か月後まで，group2（男性65歳以上）では2か月後と12か月後，group4（女性65歳以上）
では2, 4,12か月後に有意に低下していた．group3（女性65歳未満）では有意な低下はなかった．１年間の体重減少率は，group1
が1.25％，group2が2.93％，group3が3.17％，group4が3.79％だった．HbA1cはどのグループでも有意に低下，特にgroup3
では1.0％以上低下した．SGLT2i投与開始時のe-GFR別では，groupA（40未満），B（40以上60未満）は12か月間e-GFRの有
意な低下はなし．groupC（60以上90未満），D（90以上）は12か月までの各月で有意に低下した．すべてのgroupにおいて
HbA1cは有意に低下した．スタチン，ARB，抗血小板剤それぞれの使用群は，SGLT2i投与開始時のe-GFRが不使用群に比
し低値であった（P＝0.016，0.021，0.001）．e-GFRの低下はスタチン使用群ではスタチン不使用群に比し少ない傾向にあっ
た（P＝0.062）．ARB，抗血小板剤使用群は不使用群と差がなかった．体重，HbA1cの低下も，これらの併用薬の有無で差
がなかった．SGLT2i使用1年後から2年後までの結果，HbA1c，体重はともに有意な変化は無かった．SGLT2i投与群の1年
後の時点で，e-GFR は不使用群より有意に高値で，2年後まで低下しなかった一方，不使用群では有意に低下した．両群に
おいてe-GFR60未満群に有意な低下は無く，不使用群のe-GFR60以上群でのみ有意に低下した．また，e-GFRはSGLT2i使用
群のgroup1，不使用群のgroup2，3で有意に低下した．
［考察］SGLT2iを開始後早期にはe-GFRが低下すること，e-GFR<60mL/min/1.73m2での悪化がないことは大規模臨床試験
の報告に矛盾しなかった．e-GFR高値の群は，SGLT2iを使用することで，高血糖状態の解除による尿細管機能障害の改善，
肥満の改善で適正な腎血流量になるため，e-GFRが低下したと考えられる．投与1年以後のe-GFRは低下せず，不使用群で低
下が見られたことからSGLT2iの使用は他の糖尿病薬の使用に比し腎機能を保護できる可能性があると思われる．65歳未満
の女性はHbA1cの低下も大きい上にeGFRが低下せず，SGLT2iが有用な群と考えられた．
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糖尿病教育入院患者の食事量および炭水化物摂取率と
血清アルブミン値の変化について

JA静岡厚生連　内分泌内科

後 藤 良 重　　徳 丸 光 彬　　鈴 木 究 子

第63回日本糖尿病学会学術集会　WEB

目的：2014年に糖尿病食事療法の改定があり，炭水化物摂取率は50～60％の幅を持たせる取り決めとなった．そこで，当院
において炭水化物摂取率60％の食事を継続している期間において糖尿病患者の血清アルブミン値を調べたところ，入院時と
比べ退院時に低下している例が多いことが判明した．また，患者の食事に対する感想としても大半において，主食量が多い
というものであった．糖尿病食事療法を指導していく上で，より長期的な健康を保つために，血清アルブミン値や筋肉量を
保つには，どの程度の炭水化物摂取率が良いか，また，年齢，性別，HbA1c別に，どのような患者にも同じ比率で良いかを
検証する．
対象：2018年11月1日から2019年10月31日までに糖尿病教育入院を7日以上行った2型糖尿病患者65人．年齢60.2±16.1歳，
BMI27.0±6.6kg/m2，HbA1c10.2±2.1％であった．アルコール依存症，肝硬変症，膵癌，他の悪性腫瘍性疾患患者，糖尿病
性腎症4期以上，運動療法を行えない者，自分で摂食できない者は除外した．
方法：身長，体組成（体重，体脂肪率，徐脂肪量，筋肉量，基礎代謝量：TANITA Body Composition Analyzer）．入院時
と退院時の血清アルブミン値，血糖値，入院時HbA1c，病棟の簡易血糖測定器で計測した各食前血糖値を使用した．群間比
較はMann-Whitney検定を使用した．
結果：入院時検査では，筋肉量も，体脂肪率，内臓脂肪面積もBMIと強い正の相関があった．筋肉量，血清アルブミン値は，
年齢に従って低下していた．入院期間中に全体で，体重は2.3％，平均血糖値は68mg/dl低下した．血清アルブミン値は約半
数の例で低下し，全体では0.08±0.37g/dl低下した．炭水化物摂取率（以下CH）50％とCH60％群において，体重の変化率は
-2.01±1.69％，-2.46±2.14％，血糖値の変化は-72.3±54.7mg/dl，-64.5±53.3mg/dl，血清アルブミン値の変化は-0.09±0.41g/
dl，-0.07±0.34g/dlと，それぞれ有意差はなかった．しかし，BMI>25とBMI≦25の群に分けた場合，CH50％群の中でBMI>25
の群では，BMI≦25の群に比し，BMIは有意に低下したが，血清アルブミン値は，BMI≦25の群で有意に減少した（0.03±
0.39g/dl，-0.29±0.39g/dl）．CH60％群ではBMIによる血清アルブミン値の変化に差はなかった（0±0.37g/dl，-0.13±0.31g/
dl）．また，性別では，女性でCH60％群で血清アルブミン値の減少は少ない傾向にあった．男性ではCH60％群でBMI，血清
アルブミン値が減少していた．治療薬との関連では，CH50％群においてSGLT使用群は非使用群に比し，血清アルブミン値
の低下が少なかった．
考察：BMIが低い例についてはエネルギー量が同じであれば，炭水化物を制限しない方が血清アルブミンを保つことができ，
蛋白摂取よりも糖摂取後の解糖系からのアルブミン供給が行われていた可能性がある．また，BMI>25の群ではエネルギー
制限がBMI≦25の群よりも大きかったことから，体重減少が大きかった．男性は炭水化物摂取が多い方がBMI，血清アルブ
ミン値共に低下したが，女性はCH60％の方が，血清アルブミン値を保つことができた．性差については，蛋白同化ステロイ
ドの影響も考えられる．SGLT2阻害剤は糖の再吸収を抑えて糖の取り込みが少なくなる上に，CH50％に制限したことで解
糖系からの各臓器への糖補充と，アミノ基転移が行われたと考えた．結語；今後，さらに症例数を増やし，性差，使用薬剤
の種類による，適確な炭水化物摂取について考えたい．
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肥満のない2型糖尿病の頻度と特徴

JA静岡厚生連　遠州病院

鈴 木 究 子　　岡 　 文 音　　徳 丸 光 彬　　岡村紀紫子　　後 藤 良 重

第63回糖尿病学会　WEB

【背景】肥満を合併する2型糖尿病が一般的に多いが，痩身の2型糖尿病を発症する人も少なからず存在する．
【目的】痩身にも関わらず糖尿病を発症する人の特徴を明らかにする．
【方法】2008年と2018年の両年に人間ドックを受診した2852人のデータを後方視解析した．
【結果】2008年度全人間ドック受診者のうちBMI<20は475人（16.5％），その中で10年後には43人（9.1％）が糖尿病であっ
た．BMI<20で10年後に糖尿病あり群は糖尿病なし群と比較して，2008年で高年齢，境界型耐糖能異常，高血圧を有してい
た割合が高かった．一方，10年間の体重増加や2008年の脂肪肝の合併率には差を認めなかった．
【結論】痩身の症例は体重増加なく糖尿病を発症する．痩身でも境界型耐糖能異常を有する人は十分な経過観察が必要である．

外来での食事療法アンケートの評価
1）JA静岡厚生連　遠州病院　内科　　2）JA静岡厚生連　遠州病院　栄養科

鈴 木 究 子1）　　安 島 　 宏1）　　後 藤 良 重1）　　安本みどり2）

〈目的〉2019年糖尿病診療ガイドライン改訂で食事療法は，従来と異なり個々の症例に柔軟に対応することが強調された．そ
こで個々の食事療法の理解・実践と，血糖コントロールの関係について検討した．
〈方法〉当院糖尿病外来を受診した330名に食事療法に関する９項目からなるアンケートを実施した．
〈結果〉食事療法が「出来ている」「だいたい出来ている」人は全体の67％であった．1日の指示カロリーと一食当たりの米
飯の量（食事指導箋）を覚えていた人は53％であった．「食事療法が出来ている」こととHbA1c値に相関はなく，「食事指導
箋を覚えていること」とHbA1c値にも相関がなかった．一方，「体重測定を毎日施行」「食事療法で心がけている項目が多い」
方がHbA1c値は低かった．
〈結論〉従来の一律な食事療法の認知度より，患者の日常生活での積極性が血糖コントロール改善に重要と考えられた．

【腎臓内科】

急性腎盂腎炎を契機に診断された腎性低尿酸血症の1例

JA静岡厚生連遠州病院　腎臓内科

橋 爪 　 衛　　島 田 幸 輝　　渥 美 浩 克

第142回遠江医学会　浜松　令和３年11月

【症例】62歳，女性
【主訴】右腰腹部痛，発熱
【病歴】8年前に尿酸結石による右尿管結石性腎盂腎炎の既往あり．この度は来院前日に右腰背部痛を認め，当日に疼痛が右
下腹部へと移動し，来院当日に悪寒戦慄を伴う38.8度の発熱を生じて，当院を受診された．診察時に右肋骨脊柱角の叩打痛
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あり，尿中に白血球，グラム陰性桿菌あり，腹部CTで尿路拡張なし，急性単純性腎盂腎炎と診断された．CMZの静注を開
始，尿培養検査でEscherichia coliが検出され，薬剤感受性検査の結果に基づいてABPCの静注，AMPCの内服へと順に変更
した．また血清尿酸値2.2mg/dL，尿中尿酸排泄率（FEUA）14.7%を認め，過去の尿酸結石とあわせて腎性低尿酸血症（RHUC）
と診断された．腎盂腎炎の経過は良好であり，今後の積極的な飲水を指導した．
【考察】RHUCは腎臓の近位尿細管における尿酸再吸収トランスポーターの異常によって尿酸の尿中排泄が亢進し，血清尿
酸値の低下を来す疾患である．病因遺伝子としてurate transporter 1（URAT1/SLC22A12），glucose transporter 9（GLUT9/
SLC2A9）が同定されており，本邦の有病率は男性で0.2%，女性で0.4%と推定されている．平時は無症状だが合併症が問題
となり，尿路結石症は尿酸結石，シュウ酸カルシウム結石が多く，予防として飲水指導，尿アルカリ化薬が有効とされる．
また運動後急性腎障害の合併が報告されており，機序として低尿酸血症による活性酸素の増加，腎虚血が想定されている．
予防には運動前に飲水を行い，過度な無酸素運動を避け，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の使用を制限するなど有効
な可能性がある．
【結語】RHUCの認知，診断，合併症の予防が重要と考えられる．

稽留流産に至った低カリウム血症の1例

JA静岡厚生連遠州病院　腎臓内科

伊 藤 佳 祐　　島 田 幸 輝　　渥 美 浩 克

第143回遠江医学会　浜松　令和４年６月

【症例】30歳代，女性，妊婦（15週4日）．
【主訴】筋力低下．
【病歴】妊娠7週頃から妊娠悪阻の診断で連日の補液が行われた．徐々に四肢の筋力低下と両下肢の疼痛を認め，体動困難と
なった．前医を受診され，血清カリウム1.9mmol/Lと横紋筋融解症を認め，緊急入院となった．翌日に当院へ転院となり，診
察時に胎児死亡が確認された．低カリウム血症の原因については，約2ヶ月間の悪心によるカリウムの摂取量の不足，頻回の
嘔吐によるカリウムの体外への喪失，胎盤由来のヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）が作用した甲状腺機能亢進と頻回の嘔
吐に伴った代謝性アルカローシスによるカリウムの細胞内への移動が考えられた．入院後に塩化カリウムの点滴静注を開始
し，第3病日にグルコン酸カリウムの内服へ変更した．血清カリウム値の補正によって四肢の筋力低下と両下肢の疼痛は改善
した．第6病日に分娩を実施し，第11病日に自立歩行で退院された．その後も血清カリウム値は正常であり，グルコン酸カリ
ウムの内服を終了した．
【考察】既報では全妊婦の0.69%に低カリウム血症が生じるとされる．妊娠中の低カリウム血症には妊娠悪阻，妊娠高血圧症，
分娩後出血などが関与しており，特に妊娠悪阻での頻度が高い．本邦では四肢の脱力や横紋筋融解症を呈した妊娠悪阻によ
る低カリウム血症の症例が報告されている．また，低カリウム血症の治療が適切に行われず，致死性不整脈による妊婦死亡
例も報告されている．妊娠悪阻を伴う妊婦に四肢の脱力などの症状が認められた場合は，低カリウム血症を念頭に診療を行
う必要がある．
【結語】妊娠悪阻は低カリウム血症を発症しやすく，筋症状や致死性不整脈を起こしうる．
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【小児科】

低身長として経過観察されていた軟骨毛髪低形成症の1例
1）JA静岡厚生連遠州病院　小児科　　2）浜松医科大学　小児科

中 島 信 一1）　　村松真由美2）　　川 上 領 太2）　　増 永 陽 平2）　　小 野 裕 之2）　　藤 澤 泰 子2）　　緒 方 　 勤2）

第93回日本内分泌学会学術集会　令和２年7月

　軟骨毛髪低形成症（cartilage-hair hypoplasia：CHH）は、RMRP（ribonuclease mitochondrial RNA processing）の変異
によって引き起こされ、四肢短縮型低身長と毛髪低形成を特徴とする常染色体劣性遺伝疾患である。レントゲン所見では、
骨幹端異形成と手指短管骨のcone-shaped epiphysisが特徴的である。合併症として、免疫異常、悪性腫瘍、Hirschsprung病
などが知られている。アーミッシュとフィンランド人におけるRMRP変異の保因者は、それぞれ1/19と1/76と推計されてい
るが、日本人における発症頻度は明らかにされていない。今回われわれは、体質性低身長の疑いとして経過観察されていた
症例において、臨床症状とレントゲン所見よりCHHを疑い、RMRPの複合型ヘテロ接合性変異を同定したので報告する。
【症例】2歳男児、身長 75.2 cm（-3.4 SD）、体重 10.0 kg（-1.3 SD）。1歳半健診でO脚を指摘されていたが整形外科受診の結
果生理的O脚と診断されていた。毛髪は、淡色で細く、やや疎な印象であった。レントゲンにおいて、下腿骨幹端の不整、
手指短管骨のcone-shaped epiphysisを認めた。児の一般臨床検査、内分泌検査において、異常所見は認められなかった。父
母の血族婚はなく、幼少期の父は毛髪の色素が薄かったとのことであったが正常なプロポーションであった。
【RMRP遺伝子解析】ダイレクトシークエンスにおいて父由来 -23_-4dupTACTCTGTGAAGCTGAGGACと母由来218A＞G
の複合型ヘテロ接合性変異を同定した。これらの変異はいずれも病的変異として既報であった。
【まとめ】四肢短縮型低身長と淡色な毛髪を呈する症例において、RMRPの複合型ヘテロ接合性変異を同定し、CHHの診断
を確定した。本症例では、免疫能に異常はなく、診断確定前に接種されていた予防接種で異常反応はみられていない。しか
しCHHと診断されずにワクチン接種を受け、重篤な副作用を呈する患者が存在しうるため、低身長や骨幹端異形成あるいは
cone-shaped epiphysisを有する患者では、積極的にCHHを念頭において、遺伝子診断を含む精査を進めることが推奨される。

【外科】

Gallbladder sarcoma: A case report and review of the literature

JA Shizuoka Kohseiren Enshu Hospital

Yuta Ushida　　Yoshihiko Yonekawa　　Takao Maeta　　Yutaro Asaba

第33回　肝胆膵外科学会　ＷＥＢ　令和３年６月 

第57回　胆道学会　ＷＥＢ　令和３年10月 

第34回　内視鏡外科学会　神戸　令和３年12月

　A 90-year-old man with history of low anterior resection and total gastrectomy was pointed out elevated serum CA19-9 
level during follow up after the surgery. CT showed 2.6cm tumor at the gallbladder body with weak enhancement of i.v. 
contrast. No lymphadenopathy nor distant metastasis were detected. He was initially diagnosed with gallbladder cancer 
cT2N0M0. Tumor appeared without serosal and liver invasions and uncomplicated cholecystectomy was performed 
considering the patient’s age and history of polysurgery. Histopathological examination revealed the tumor as malignant 
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fibrous histiocytoma variants （MFH） with pleomorphic spindle cells. The surgical margin was marginal because of thermal 
denaturation. Postoperatively, he had repeated aspiration pneumonia due to systemic dysfunction. He was transferred to 
rehabilitation facility 91 days after operation. There was no evidence of tumor recurrence at the time of discharge. 
　MFH is a type of sarcoma that can start in either bone or, most often, in the soft tissues that connect, support or surround 
organs and other body parts. A Pubmed and Japan Medical Abstracts Society search using key words “gallbladder” and 
“sarcoma” resulted in 92 relevant well-documented cases between 2000 and 2020. The median patient age 68 （range, 2 to 
88） years, and the female to male ratio was 2: 1. The preoperative diagnosis of sarcoma made only two patients. Others 
include cholecystitis/ cholelithiasis （n＝60）, gallbladder cancer （n＝41） and gallbladder tumor （n＝11）. The types of surgery 
performed were uncomplicated cholecystectomy （n＝45）, cholecystectomy with liver resection （n＝34）, concomitant bile 
duct resection （n＝13）, hepatectomy with pancreaticoduodenectomy （n＝5） and major hepatectomy （n＝3）. Lymph node 
metastasis was found in at least 18％ of all patients. R0, R1, R2 and unknown curability cases were 30, 1, 2 and 59, respectively. 
Sarcoma subtype were leiomyosarcoma （n＝18）, MFH （n＝17）, angiosarcoma （n＝9）, liposarcoma （n＝5）, rhabdomyosarcoma 

（n＝4） and unknown （n＝38）. The median survival time was 12 months （range, 0 to 324 months）. 

膵癌の治療Strategy~新しい切除可能分類と集学的治療について

JA静岡厚生連遠州病院　外科

牛 田 雄 太

第196回浜松胆膵疾患勉強会　WEB　令和３年７月

切除不能胆嚢神経内分泌癌に対するConversion surgeryの1例

JA静岡厚生連遠州病院　外科

牛 田 雄 太　　浅羽雄太郎

第57回 日本胆道学会学術集会　横浜　令和３年10月

Conversion surgery for initially unresectable gallbladder neuroendocrine 
carcinoma: A case report and review of the literature

JA Shizuoka Kohseiren Enshu Hospital

Yuta Ushida　　Yutaro Asaba

　症例は71歳女性、右季肋部腫瘤を主訴に当院受診。腹部所見で右季肋部に圧痛を伴わない腫瘤を触知した。来院時血液生
化学検査では、肝胆道系酵素の軽度上昇を認めるのみで、腫瘍マーカーの上昇を認めなかった。CT検査では、胆嚢頸部か
ら体部にかけて著明な壁肥厚を呈し、多発した肝十二指腸間膜のbulkyなリンパ節を認めた。胆嚢腫瘍とリンパ節の境界は
不明瞭で、65×55mm大の一塊となった腫瘤を形成し、総肝管・門脈・十二指腸を圧排していたが、介在脂肪織を認め、浸
潤傾向は弱い印象であった。肝S5に腫瘍浸潤とその近傍に複数の肝内転移を認め、No.8aリンパ節にも転移を疑う腫大があっ
た。cT3aN1M1（HEP）, cStage IVB （胆道癌取り扱い規約第6版）と診断し、切除不能胆嚢癌としてGC療法（Gemcitabine 
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［1000mg/m2 i.v. on day 1, 8］＋Cisplatin ［25mg/m2 i.v. on day 1, 8］）を4コース施行、特に有害事象なく終了した。化学療
法後、リンパ節と一塊となった腫瘍は43×38mm大と縮小を認め、門脈の圧排は軽減した。以上の経過から、先ずは審査腹
腔鏡でResectabilityを確認し、非切除因子が無ければ切除する方針とした。腹腔鏡で観察すると、腹膜播種や外表からみえ
る多発肝転移はなく、十二指腸及び胆嚢頸部の可動性は良好で、切除可能と判断し、開腹切除術とした。左右肝動脈、総肝
動脈、胃十二指腸動脈、門脈をskeletonizeし、肝十二指腸間膜及びNo.8のリンパ節郭清を行った。肝S4a＋5切除を行い、胆
管は総肝管から膵上縁レベルで切除、胆道再建を施行した。組織学的に、腫瘍は粘液固有層や線維筋層にびまん性に広がり、
神経内分泌癌の所見であった。ypT3aN1M0 ypStage IIIBと診断した。 術後は問題なく経過し、術後第17病日に退院した。
胆嚢神経内分泌癌は比較的まれであり、本症例のようにConversion surgeryを行った報告はなく、集学的治療を行った報告
も限られる。文献的考察を加えて報告する。

腹腔鏡下手術を施行した正中弓状靭帯圧迫症候群の1例

JA静岡厚生連遠州病院　外科

牛 田 雄 太　　前 田 隆 雄　　伊 藤 　 哲　　米 川 佳 彦　　青 木 佑 平　　浅羽雄太郎

第34回日本内視鏡外科学会総会　神戸　令和３年12月

50歳女性．食後や呼気時，物を持ち上げる際に生じる上腹部痛発作を自覚し，当院受診．CT検査で腹腔動脈起始部は狭窄
し，上腸間膜動脈からの膵アーケードが発達していた．腹部超音波検査（US）で血流を評価すると，吸気時→呼気時で腹
腔動脈（CA）：168→45 cm/秒，総肝動脈（CHA）：56→27 cm/秒と呼気時に血流が低下した．正中弓状靭帯圧迫症候群と
診断し，腹腔鏡下正中弓状靭帯切離術を行った．腹腔鏡下USでCHA：30 cm/秒であり，呼気終末陽圧20cm/H2Oでカラー
ドプラの信号は消失した．左胃動脈を確保しCAに沿って剥離，正中弓状靭帯（MAL）をフック型電気メスで腹側に牽引し
ながら切離し大動脈壁とCA起始部が露わとなった．MAL切離後はCHA：96 cm/秒で，カラードプラ上の血流消失はなく
なった．また逆行性血流はMAL切離によって消失し，肉眼的にもCAの拡張を認めた．術後経過は良好で術後5病日に退院．
再度腹部超音波検査で血流を評価すると，吸気時→呼気時でCA：165→153 cm/秒，CHA：68→69 cm/秒と呼気時の血流
低下はみられなくなった．CT検査では腹腔動脈の狭窄は解除され，明らかな瘤や血種の形成は認めなかった．その後腹痛
発作の再燃はない．文献的考察を加えて報告する．

Laennec被膜を残して安全に全層での腹腔鏡下胆嚢摘出術が
施行可能であった胆嚢内乳頭状腫瘍の1例

JA静岡厚生連遠州病院　外科

米 川 佳 彦　　浅羽雄太郎　　前 田 隆 雄　　伊 藤 　 哲　　牛 田 雄 太

第34回日本内視鏡外科学会総会　神戸　令和３年12月

【背景】「胆嚢全層切除」とは肝実質を露出する剥離層とLaennec被膜を残す剥離層とが混在している術式と思われる.
【症例】39歳女性．検診で14ｍｍ大の有茎性胆嚢隆起性病変を指摘された．ＣＴ，ＭＲＣＰ，ＥＵＳからは良性と診断した
が早期胆嚢癌も完全には否定はできず，十分な説明と同意のうえ本人希望で腹腔鏡下胆嚢摘出術（ＬＣ）を予定した．太い
中肝静脈枝が胆嚢床に接して走行しており，肝実質を露出する全層切除では大量出血が懸念されたため，Laennec被膜を残
す全層での切除を施行した．
【手術手技】4ポートで施行．胆嚢漿膜を切開後,底部背側からなるべく肝実質寄りで光沢のある薄い1枚の被膜を残す層でト
ンネリングした．Calot’s三角部の剥離は可及的に肝門板に沿い，12cを含む結合組織を切除側に付けてCVSを作成し，胆嚢
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管は合流部直上で切離した．胆嚢床では太い中肝静脈枝が胆嚢床に露出したが，Laennec被膜と漿膜下層の最外層との間を，
鈍的剥離と低出力の電気メスによる鋭的切離をshort pitchで組み合わせることにより，適正な層で出血することなく剥離可
能であった．
病理結果は比較的稀な胆嚢内乳頭状腫瘍であり,悪性像は認めなかった．
【結語】終始丁寧な操作，胆嚢漿膜下層最外層とLaennec被膜との間の層を意識することにより，安全で確実な全層でのＬ
Ｃが施行可能であった．

【整形外科】

骨密度と生活習慣病および食塩の関連についての調査
1）JA静岡厚生連遠州病院　整形外科　　2）JA静岡厚生連遠州病院　内科

竹 内 祐 貴1）　　髙 瀨 浩 之2）　　藤 田 倫 匡1）　　西 田 達 也1）　　萩 原 和 弘1）　　村 井 玲 那1）　　大 石 　 強1）

第94回日本整形外科学会学術総会　東京　令和３年５月

【背景】生活習慣病は骨代謝に影響を及ぼし，骨粗鬆症と食塩過剰摂取の関連も指摘されている．
【目的】生活習慣病や食塩摂取量が骨密度に及ぼす影響を調査すること．
【対象と方法】2017年1月から2020年3月までに当院の人間ドックを受診し，超音波骨密度測定装置CM-300にて骨密度を測定
した女性710名（平均61.0歳）を対象とした．生活習慣病は高血圧症（血圧≥140/90mmHgまたは降圧薬服用），糖尿病（空腹
時血糖≥126mg/dL，HbA1c≥6.5％または糖尿病薬服用），脂質異常症（LDL-C≥140mg/dL，HDL-C<40mgdL，中性脂肪≥
150mg/dLまたは抗脂質薬服用）を代表とした．食塩摂取量はTanakaらの式を用いて随時尿より算出される推定24時間尿中
食塩排泄量と同量とみなして評価し，7.0g以上の食塩摂取を塩分過多と定義した．
【結果】高血圧（1490±22 vs. 1499±26; p<0.001），糖尿病（1489±25 vs. 1497±25; p＝0.041），脂質異常（1493±24 vs. 1500
±26; p<0.001）を有する群で骨密度は低下していた．塩分過多群においても有意に骨密度低下を認めた（1495±24 vs. 1503
±29; p<0.001）．単回帰にて収縮期血圧（r＝-0.171，p<0.001），空腹時血糖（r＝-0.105，p<0.01），食塩摂取量（r＝-0.182，p<0.001）
は骨密度と負の相関を認めた．年齢，Body mass index，血清クレアチニン，喫煙，飲酒習慣で補正した重回帰では生活習
慣病ではなく食塩摂取量のみが骨密度と有意な相関を示した（r＝-0.100，p<0.01）．
【考察】食塩過摂取と骨密度低下の関連を確認した．減塩は日常生活の中で修正可能な生活習慣であるため，食生活への介
入による骨粗鬆症の予防が期待される．

仙腸関節強直に関連する因子の検討

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

藤 田 倫 匡　　西 田 達 也　　萩 原 和 弘　　村 井 玲 那　　竹 内 祐 貴　　大 石 　 強

第94回日本整形外科学会学術総会　東京　令和３年５月

【目的】仙腸関節の強直は強直性脊椎炎以外の患者でもしばしばみられることがあるが，それと関連する因子を検討した報
告はない．
【対象と方法】当院にて2008年に健診を受けた2787例のうち2008±5年以内に胸腹部など撮像範囲に仙腸関節を含むCT（主に
腹部CT）を撮影した症例，および2014年以降のCTを確認し仙腸関節強直が無い症例は強直無し群としてエントリーした．
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最終的に516例を対象とした．
調査項目はCT冠状断像と横断像で仙腸関節骨性強直の有無，矢状断と冠状断で下位胸椎から腰椎の椎体強直の有無を調査．
また年齢，性別，BMI，血圧，血液検査，食塩摂取量等健診の項目も調査した．
仙腸関節強直の有無で2群に分け統計学的に検討した．p<0.05を有意差ありとした．
【結果】仙腸関節の骨性強直は片側例も含めると43例（9.1％）であった．
男性は40例/386例（10.4％），女性は3例/130例（2.3％）と男女差がみられた（p＝0.004）．
椎体強直併存も仙腸関節強直有り群52.9％，無し群5.6％と有意差をみとめた（p>0.001）．
その他年齢（仙腸関節強直有59歳/無56歳，p＝0.019），収縮期血圧（有130㎜Hg/無124㎜Hg，p＝0.016），食塩摂取量（有12.5g/
無11.1g，p＝0.008）で有意差がみられた．年代別に強直率をみると30代0％，40代3.4％，50代10.8％，60代9.8％，70代9.4％だった．
椎体強直を除いて有意となった項目で多変量解析を行うと性別，収縮期血圧が有意な関連因子となった．
【考察】仙腸関節強直例は男性に多く，50代以降に多くみられた．また収縮期血圧が高い傾向にあった．DISHやOPLLと併
存することが多いが，これらが耐糖能異常を合併することが多いのに対して今回の調査では仙腸関節強直と耐糖能異常との
関連は確認できなかった． 

骨粗鬆症注射製剤継続率の向上を目指して

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

大 石 　 強

第35回飛騨整形外科懇話会　web飛騨　令和３年６月 

当院での骨粗鬆症注射製剤新規投与患者計589例，［内訳はPTH-W（PTH weekly製剤）100例，PTH-D（daily製剤）166例，
デノスマブ（DMAb）323例］の18か月間の治療継続率を調べた．結果はDMAb 72.9％，PTH-D 58.4％，PTH-W 49.0％とDMAb
が最も高い継続率であった．PTH-Wの継続率は副作用や週に1回の通院などの制約もあり最も低かった．これまで，実臨床
においてPTH-Wの18ヵ月継続率は10-20％と報告されている．他の報告と比較し，今回の結果は高い継続率といえる．これ
は当院では病診連携により患者が通院しやすい近医にての継続加療を勧め，紹介患者の75％がPTH-W治療を継続することが
できたことによると考える．骨粗鬆症注射製剤継続率の向上のために病診連携の果たす役割は大きい．

当院での腰痛診療の実際

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

藤 田 倫 匡

第162回浜松整形外科セミナー　浜松　令和３年８月

骨粗鬆症患者に対する脊椎手術と薬物療法併用の効果

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

藤 田 倫 匡

整形外科の地域医療連携を考える会　浜松　令和３年９月
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骨粗鬆症注射製剤継続率の向上を目指して

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

大 石 　 強

第213回駿遠整形外科医会学術集会　web藤枝　令和３年10月

骨粗鬆症の最近の話題

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

大 石 　 強

第17回オルトス勉強会　web浜松　令和３年11月

骨粗鬆症治療開始基準については骨密度がT-score -2.5SD以下，FRAX（fracture risk assessment tool）のMOF（major osteoporotic 
fracture）が20％以下と明確化されているが，治療目標は明らかにされていない．ASBMRとIOF working groupからgoal directed 
treatmentとして2017年に明確化された．低骨密度で治療を開始した場合の治療目標は少なくとも3から5年以内にT-score > 
-2.5SD，FRAX値の場合はMOF<20％，骨折がないことの3項目を挙げている．また治療中は定期的な上記指標のモニタリン
グを行い休薬，継続あるいは変更を考慮すること，治療中に骨折が生じた場合は目標に関係なく骨折後新たに3から5年は治
療継続が必要と提言された．上記目標を達成するためには骨粗鬆症患者の中で骨折の危険性の高い骨粗鬆症患者を抽出して，
該当患者には骨形成促進剤から治療を開始する必要がある．骨折の危険性の高い骨粗鬆症の定義については国や学会により
定義は異なるが，日本ではロモソズマブやテリパラチド製剤の適応基準が妥当であろう．

変形性膝関節症について

JA静岡厚生連遠州病院　整形外科

大 石 　 強

はままつ健康フォーラム　web浜松　令和３年11月 

変形性膝関節症とは膝関節表面の軟骨のすり減りや半月板の変性・断裂が生じることにより関節に炎症が起きたり，関節が
変形して痛みが生じる病気です．整形外科疾患では腰痛に次いで第2位の頻度．その原因には加齢，女性であること，肥満，
筋肉の衰え，体質などのいわゆる原因不明の一次性と膝周辺の外傷や大腿骨顆部壊死など原因が特定できる二次性がありま
す．症状には運動のし始めに痛く続けていると痛みが取れてくる（starting pain），膝の曲げ伸ばしの制限や音がする，Ｏ脚
になってきた，膝が腫れる，歩行時がくんと膝の力が抜けるなどがあります．その診断は問診，触診，膝を動かしての診察
や画像検査，関節穿刺，血液検査等から総合的になされます．関節穿刺や血液検査から関節リウマチ，偽痛風，痛風，化膿
性膝関節炎など他の炎症性疾患との鑑別が可能です．治療は初期であれば薬物療法，装具療法，リハビリで十分対処可能で
すが，病期が進行すると手術が必要になります．手術方法には関節鏡，骨切り術，人工関節置換術などがあります．特に末
期の患者さんに対して人工膝関節置換術は高い患者満足度が期待できます．
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【耳鼻科】

診断に苦慮した無呼吸症候群の一例

JA静岡厚生連遠州病院　耳鼻科

内 山 広 大　　濵 田 　 登

第124回日耳鼻静岡県地方部会学術講演会　web開催　令和３年10月

【泌尿器科】

尿路限局性アミロイドーシスの1例

JA静岡厚生連遠州病院　泌尿器科

　大 塚 智 哉　　久 世 俊 輔　　高 田 三 喜

第138回静岡県泌尿器科医会　ＷＥＢ　令和３年月

【産婦人科】

Two cases of repeat ectopic pregnancy in ipsilateral interstitial 
pregnancy after surgery for tubal pregnancy: A case report

Department of Obstetrics and Gynecology, JA Shizuoka Kohseiren Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan

　Mari Mukai,　Nao Arisawa,　Kaori Naruse,　Rumi Suzuki,　Yutaka Inamoto,　Tomoaki Kano

第61回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会/APAGE2021　Web開催　令和３年９月

The repeat ectopic pregnacy in an ipsilateral fallopian tube is rare, it is practically difficult to take into account the possibility 
of repeated postoperative ectopic pregnancy when selecting a surgical procedure.We report two cases of ectopic pregnancy 
in ipsilateral interstitial pregnancy after surgery for fallopian tube pregnancy.Case 1 was a 24-year-old, gravida 5, para 1, 
who underwent laparotomy for right salpingectomy 9 years ago.At 6+5 weeks of gestation, transvaginal ultrasound revealed 
the fetal sac in the right cornual. The patient exhibited a serum hCG level of 7,085 mlU / ml. She was diagnosed with an 
right interstitial pregnancy and underwent emergency laparoscopic surgery. An ectopic pregnancy site of about 3 cm was 
found in the right interstitial and wedge resection was performed.Case 2 was 29 years old, gravida 4, para 2 and was diagnosed 
with right interstitial pregnancy 8 years ago, and underwent right interstitial wedge resection （right tube preservation）. 
The fetal sac could not be confirmed at 7+3 weeks of gestation. The patient exhibited a serum hCG level of 11,176 mlU / 
ml and transvaginal ultrasound revealed a fetal sac and yolk sac at the right cornual.The patient was diagnosed with a 
right interstitial pregnancy .An ectopic pregnancy site was found in the interstitial of the right fallopian tube, and right 
interstitial resection and salpingectomy were performed. It was considered that salpingectomy and interstitial resection 
could cause ipsilateral interstitial pregnancy.
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卵管妊娠に対し異所性妊娠手術を施行後に，同側卵管に間質部妊娠を
再発した2例：卵管妊娠に対する術式が及ぼす術後妊娠への影響

JA静岡厚生連遠州病院　産婦人科

向 　 麻 利　　有 澤 奈 良　　成 瀬 香 織　　鈴 木 留 美　　稲 本 　 裕　　鹿 野 共 暁

第61回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会/APAGE2021　Web開催　令和３年９月

卵管妊娠に対する術式は，患者の臨床的背景，妊孕性温存の希望，診断時の重症度によって検討することが多い．通常，同
側卵管に再度妊娠することは稀であるため，術式を選択する際に術後反復異所性妊娠の可能性まで加味することは現実的に
は難しい．
今回我々は，近位卵管妊娠に対し卵管切除術を施行後，同側卵管に間質部妊娠を発症した2例に対し腹腔鏡手術の経験をし
たので報告する.
症例1は，24歳，G5P1，9年前に右卵管峡部妊娠に対し開腹右卵管切除術を施行.今回最終月経より5週0日で無月経のため前
医受診.妊娠6週5日に子宮内に胎嚢を認めず右付属器付近に胎嚢と胎児心拍を認めたため当科紹介となった．来院時，血中
hCG 7085 mlU/ml，経腟超音波上，右卵管角に胎嚢を認めた．右卵管間質部妊娠と診断し，同日緊急腹腔鏡手術とした．右
卵管間質部に3cmほどの異所性妊娠部位を認め，右間質部楔状切除術を施行した．症例2は，29歳，G4P2，8年前初回妊娠
時に右卵管間質部妊娠と診断され右卵管間質部線状切開術（右卵管温存）を施行された．今回最終月経より6週1日で無月経
のため前医受診.胎嚢が確認できず，妊娠7週3日で当科紹介となった．来院時，血中hCG 11176.0mIU/ml，経腟超音波上，右
卵管角に胎嚢と卵黄嚢を認めた．右卵管間質部妊娠と診断し，同日緊急腹腔鏡手術とした．右卵管間質部に異所性妊娠部位
を認め，右卵管切除及び間質部楔状切除術を施行した.
今回の2症例を通して，同側卵管間質部への反復する異所性妊娠は，初回手術に伴う子宮卵管結合部の解剖学的偏移が一因
と考えられた．特に近位卵管への異所性妊娠の手術の際は，次回妊娠時に反復予防につながるとされる，遠位卵管摘出や間
質部遺残の摘除や縮小，さらにはエネルギーデバイスの選定により腹腔内癒着を予防することが望ましいのではないかと推
察した.

外科と産婦人科が合同で施行した腹腔鏡下同時手術の検討
1）JA静岡厚生連遠州病院　産婦人科　　 2）JA静岡厚生連遠州病院　外科

向 　 麻 利1）　　有 澤 奈 良1）　　成 瀬 香 織1）　　鈴 木 留 美1）

稲 本 　 裕1）　　鹿 野 共 暁1）　　浅羽雄太郎2）

第61回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会/APAGE2021　Web開催　令和３年９月

【目的】近年，腹部疾患における腹腔鏡下手術は手術適応が拡大し，婦人科領域とは異なる疾患を合併する患者に腹腔鏡下
同時手術を施行する機会が増えている．今回，外科との合同腹腔鏡手術を5症例経験し，その有用性や安全性を検討した．
【方法】外科と合同で施行した腹腔鏡下手術5例において，手術適応，術式，手術内容，ポート配置，摘出検体の搬出ルー
ト，術後経過を検討した．
【結果】婦人科領域の術式は，卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下付属器切除術が2例，子宮筋腫及び子宮内膜症に対する腹腔鏡下腟
式子宮全摘術2例，卵巣癌術後に発症した骨盤内腫瘍に対する骨盤内検索及び骨盤内腫瘍摘出術が1例であった.外科領域の
術式は，胆石症に対する胆嚢摘出が1例，虫垂炎に対する虫垂切除術が2例，成人臍ヘルニアに対する臍ヘルニア修復術が1
例，卵巣腫瘍の大網生着に対する大網部分切除が1例であった.ポート数は最小で2ポート，最多で6ポートであった．摘出検
体の搬出方法は婦人科は臍部または腟であり，外科領域は全て臍経由であった．また，予め術前に外科と術式やポート，モ
ニター配置，手術の順番などの手術計画について検討し，手術のシュミレーションを行なった．5例中4症例は4時間以上の
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長時間手術となり，肩痛や鳩尾の疼痛が入院後も遷延する症例を認めた．体位による疼痛以外の術後合併症や入院期間の延
長は認めなかった．
【考察】ポート配置や体位を工夫し，腹腔鏡下に腹腔内を広く可視化することで，異なる領域の腹腔内疾患に対し一期的な
腹腔鏡下手術を安全に行うことが可能であった．術前からの外科と綿密な連携が，他科との同時手術を円滑に進めるために
重要と考えられる．一方，今回の症例の多くが4時間以上の手術時間延長を認めた．肩や鳩尾の疼痛以外の明らかな合併症
は認めなかったものの，術中の体位や気腹圧，麻酔の管理にさらに検討が必要と考えられた．

Simultaneous laparoscopic surgery performed jointly by surgery and 
gynecology: Is it safe and effective?

1Department of Obstetrics and Gynecology, JA Shizuoka Kohseiren Enshu Hospital, Hamamatsu, Japan
2Department of Surgery, JA Shizuoka kohseiren enshu hospital, Hamamatsu, Japan

Mari Mukai1　　Nao Arisawa1　　Kaori Naruse1　　Rumi Suzuki1

Yutaka Inamoto1　　Tomoaki Kano1　　Yutaro Asaba2

第61回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会/APAGE2021　Web開催　令和３年９月

Surgical indications for laparoscopic surgery for abdominal diseases have expanded, and there are increasing opportunities 
for simultaneous laparoscopic surgery for patients with diseases different from those in the gynecological field. We 
experienced 5 cases of joint laparoscopic surgery with surgery and examined its usefulness and safety.
Gynecological surgery included laparoscopic adnexectomy in 2 cases, laparoscopic vaginal hysterectomy in 2 cases, pelvic 
search and pelvic tumor removal in 1 case. Surgery included cholecystectomy in 1 case, appendectomy in 2 cases, 
umbilical hernia repair in 1 case, and partial omental resection in 1 case. The minimum number of ports was 2 and the 
maximum was 6. The method of export the excised specimen was umbilical or vagina in gynecology, and all cases in 
surgery were via the umbilical. In four of the five cases, the operation time was extended by 4 hours or more. No 
postoperative complications other than pain or extension of hospital stay were observed.
By devising the port arrangement and body position, it was possible to safely perform laparoscopic surgery at one time 
for different intra-abdominal diseases.
Close cooperation with surgery is important for facilitating simultaneous surgery with other departments.
On the other hand, in most of the cases this time, the operation time was extended by 4 hours or more.
No obvious complications other than shoulder and epigastric pain were observed, but further examination was considered 
necessary for intraoperative position, pneumoperitoneum pressure, and anesthesia management.
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【麻酔科】

PENGブロックと外側大腿皮神経ブロックにより良好な鎮痛が得られた
非代償性肝硬変合併の人工股関節置換術の1例

JA静岡厚生連遠州病院　麻酔科

佐 野 秀 樹　　坂梨真木子　　森 下 真 至

麻酔科学会東海・北陸支部第19回学術集会　Web開催　令和３年９月

　Pericapuslar nerve group block（PENGブロック）と外側大腿皮神経ブロックを全身麻酔に併用することで，良好な鎮痛，
術後経過が得られた非代償性肝硬変合併患者の人工股関節置換術を経験した．
　症例　49歳男性　176cm，65kg，Child-Pugh分類C（11点）のアルコール性肝硬変と診断されており，過去に数回の吐血
歴があり，内視鏡的静脈瘤結紮術，輸血療法を受けていた．数カ月前より持続する両側股関節痛のため整形外科を受診し，
両大腿骨骨頭壊死を診断された．重症肝硬変のため，当初は保存的治療が選択されたが，疼痛コントロールが困難であった
ため，人工股関節置換術が予定された．予定時間が長くなり，出血量も多くなる可能性があるとのことから，麻酔は神経ブ
ロック併用の全身麻酔で計画した．プロポフォール，ロクロニウム，フェンタニル，レミフェンタニルで麻酔導入後，超音
波ガイド下でPENGブロック，外側大腿皮神経ブロックを施行した．手術は左側臥位の前側方アプローチで行われた．デス
フルラン，レミフェンタニルで維持を行い，術中フェンタニル0.1mgを追加投与し，手術終了時にフルルビプロフェン50mg
を投与した．覚醒は良好であり，抜管後，安静時痛は全くないとのことであった．フェンタニルの総投与量は0.2mgであっ
た．術当日は鎮痛薬を必要とせず，術翌日からのロキソプロフェンの定期内服のみで疼痛コントロールは可能であった．大
きな術後合併症を認めず，リハビリテーションの後，術後2カ月で退院となった．
　術後経過が良好であったため，右股関節手術の3カ月後に左人工股関節置換術が施行された．前回同様，全身麻酔に
PENGブロック，外側大腿皮神経ブロックを併用したが，術後鎮痛，経過はりょうこうで，合併症も認めず，術後3カ月で
退院となった．
　PENGブロックは股関節手術の周術期鎮痛に有用であると思われた．

【リハビリテーション科】

入退院を繰り返したパーキンソン病患者の薬剤調整に難渋した1例
1）JA静岡厚生連遠州病院　リハビリテーション科　　2）浜松医科大学医学部附属病院　リハビリテーション部

高 嶋 俊 治1）　　清 水 　 恵1）　　蓮 井 　 誠1）　　山 内 克 哉2）

第58回日本リハビリテーション医学会学術集会　令和３年６月　WEB

【はじめに】パーキンソン病（以下PD）は多様な症状に対して薬剤が追加されやすく，平均6.5剤とも報告されている．今回
19剤処方されていたPD患者の薬剤調整に難渋した1例を経験したので報告する．
【症例】75歳女性．X-2月に体を捻った際に腰痛を自覚．体動困難となったため当院整形外科受診．第12胸椎，第1腰椎椎体
骨折の診断となり入院．X-1月に第1腰椎に経皮的椎体形成術を施行．X月にリハビリテーション科に転科した．
【初期評価】MMT（R/L）：上肢5/5 下肢5/5，筋強剛なし，安静時振戦なし，BTR正常/亢進，TTR正常/亢進，PTR亢進/
亢進，ATR正常/正常，Berg Balance Scale：31点，HDS-R：22点，Hoehn-Yahr：Ⅲ 運動FIM：51点，認知FIM：27点．
【経過】入院前から幻視，ふらつき，心窩部不快感等の症状に対して計3病院から19剤処方されていた．転科時，定期処方時
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に減薬していき，退院時に8剤まで減薬することができ，入院前の幻視などの症状が改善しX+1月に自宅退院となった．そ
の後，近医通院となっていたが，X+4月に自宅内で転倒し当院受診．右大腿骨頚部骨折の診断となり手術加療を行った．
X+5月に当科転科した際，14剤処方されていたので再度9剤に減薬しX+6月に自宅退院となった．HDS-R26点，運動FIM：79
点，認知FIM：29点．
【考察】高齢者は症状が非典型的で服薬する薬剤が多くなりやすく，処方カスケードの状態にも陥りやすい．日本老年医学
会発行の「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」を参照し，入院時や定期処方日を境にセラピスト・看護師・本人か
ら情報収集し，処方内容を改めポリファーマシーを防ぐことが重要である．

回復期リハビリテーション病棟におけるアパシーの影響
1）JA静岡厚生連遠州病院　リハビリテーション科　　2）浜松医科大学医学部附属病院　リハビリテーション部

　蓮 井 　 誠1）　　髙 嶋 俊 司1）　　清 水 　 恵1）　　山 内 克 哉2）

第58回日本リハビリテーション医学会学術集会　令和３年６月　WEB

【目的】アパシーとは情動反応の平坦化，興味の減弱，無関心，発動性の低下を特徴とする症候である．回復期リハビリテー
ション病棟において限られた期間で自宅復帰を目指す治療を行う際に，アパシーによる動機付けの欠如は治療効率を低下さ
せ退院時アウトカムに悪影響を及ぼす事が予想される．入院時の予後予測は治療計画に重要であるためアパシーの有無と退
院時アウトカムの関係を明らかにし，その一助とすることを目的とした．
【方法】2017年4月～2020年3月に当院回復期リハビリテーション病棟入院患者339名を対象とした．入退院時に「やる気スコ
ア」を使用し16点以上をアパシーとした．入院時アパシー群（86例）と非アパシー群（253例）の2群に分類し比較した．リ
ハビリテーションアウトカムは在院日数，運動FIMeffectiveness，転帰とした．また，アパシー群で退院時やる気スコア改
善群と非改善群の2群に分類し同項目の比較を行った．なお，本研究は当院の倫理委員会の承認を得ており，対象者には研
究の趣旨を十分に説明し，書面上の同意を得て実施した．
【結果】入院時アパシー群では有意に運動FIMeffectivenessが低値であった．在院日数，転帰に差を認めなかった．また，
入院時アパシーでもやる気スコア改善群では有意に運動FIMeffectivenessが高値であり在院日数が短い傾向にあった．
【考察】回復期リハビリテーション病棟において入院時アパシーはADLの拡大に悪影響を及ぼす事が示唆された．しかし，
入院時アパシーでも改善によりADL拡大が期待できるため，状態を把握した上で積極的なアプローチが必要と考える．

痙性対麻庫（小児）患者にボツリヌス療法を施行し、歩行障害が改善した1例

A pediatric patient with spastic paraplegiaimproved gait disorder with botulinum therapy
1）JA静岡厚生連遠州病院　リハビリテーション科　　2）浜松医科大学附属病院　リハビリテーション科

高 嶋 俊 治1）　　渡 邉 浩 司2）　　安 田 千 里2）　　永 房 鉄 之2）　　山 内 克 哉2）

第58回リハビリテーション医学会学術集会　京都　令和３年６月

【はじめに】遺伝性痙性対麻庫（hereditaryspastic paraplegia :以下HSP）は下肢痙縮，下肢筋力低下を呈する神経変性疾患
である．ボツリヌス療法 （BTX） により歩行障害が改善した 1 例を経験したので報告する．
【症例】12歳女児．6歳から内股歩行になり8歳頃下肢の不随意運動を自覚した．徐々に増悪し，10歳頃には走行・階段昇降
は困難となる．11歳当院整形外科・小児科紹介受診．脊髄・頭部MRIで異常なくHSPと診断された．12歳X月に歩行障害改
善目的に当科紹介．
【初期評価】MMT（R/L）：前脛骨筋 4/4，腓腹筋 4/4 その他 5/5，PTR亢進/亢進，ATR亢進/亢進，クローヌス+/+，Babinski
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反射−/+，MAS: 足関節2，座位で膝関節90°屈曲位で両大腿・下腿のミオクローヌス様の不随意運動あり．
平地では杖使用，体幹は前傾，左足関節20°
内旋接地で歩行．階段昇降は不随意運動が出現し，脇を支えてもらい全介助で可能．
【経過】特定の肢位で不随意運動を認めたため Central Pattern Generator の障害と考えX月に足底板を処方し、歩容は軽度
改善したが階段昇降はできず．X+5月に下肢の不随意運動に対してBTXを施行．両側の後脛骨筋40単位，排腹筋20単位，ヒ
ラメ筋20単位，左のみ長趾屈筋10単位を電気刺激で筋を同定し施注．X+6月にクローヌス・不随意運動は改善し，足関節 
MAS2→０～１に改善した．X+8月に階段昇降の介助が不要となった．
【考察】HSPに対して下肢 BTXを行った報告は本邦では5例（本例を含む）のみであった．BTXにより不随意運動が改善し，
歩行障害の改善が期待できるため，治療選択の1っとして積極的に行うべきである．

著明な機能回復が得られなかったギランバレー症候群患者に対し
独居での自宅退院を目指した事例

－環境面に対するアプローチを通して－

JA静岡厚生連遠州病院　リハビリテーション科

本 多 彩 華　　秋 山 恭 廷

第54回日本作業療法学会　Ｗｅｂ開催　令和２年９月

【はじめに】今回，著明な機能改善を得られず独居で自宅退院することとなったギランバレー症候群（以下，GBS）患者を担
当した．本人らしさを取り入れた介入によりモチベーションを維持しながら，そして環境面へのアプローチにより在宅復帰
を支援するが出来たので報告する．
　尚，発表にあたり，事例より書面にて同意を得ている．
【事例紹介】Ａ氏，50代，男性，右利き．診断名:GBS．病前のADL，IADL自立．独居．市内に妹夫婦在住．職業はトラッ
ク運転手．趣味はバイクのカスタム，ツーリング．介護保険非適応．
　今回，発症時は外来リハで経過観察していたが転倒を繰り返したため当院へ入院．その後，回復期リハ病棟を通して自宅
退院を目指すこととなる．
【回復期リハ病棟入棟時OT評価（43病日）】ROM：制限なし．MMT：体幹3，上肢近位筋3，遠位筋2～3．下肢2～4．握力
（Rt/Lt）：40/48mmHg．感覚:痺れ（＋）． FIM：100点．基本動作：自立．歩行：自立．MMSE：26点．やる気スコア：4点．
【介入・経過】1．介入初期（45病日）：身体機能改善に対するアプローチ
　出来る作業は継続して行い安心感，自信を保持しながら介入．この時期は，障害認識が不十分であったため適応的な行動
が出来ず転倒を繰り返していた．また介助者に依存的であったことから自分が現状やれることを客観的に把握出来るよう担
当OTが作成したチェック表で出来ていることを毎日一緒に確認した．
2．介入中期（138病日）：ADL，IADL練習
　本人と生活について話をする機会を増やし，退院後の生活イメージが膨らむよう介入．退院前訪問指導を通し，本人から
退院後の生活を見据えた発言が増え，自身でもインターネットで福祉用具や自助具を検索する様子も見られた．
3．介入後期（180病日）：作業活動（歩行器のカスタム），自助具作製
　本人らしさを生かした作業提供をしつつ，環境面へのアプローチを実施．歩行器のカスタムはステッカー貼りを実施．本
人からは「楽しかった．集中しちゃいました」との感想が聞かれた．自助具作製に関しては，立ち上がり困難に対してシャ
ワーチェアーと自宅椅子用に補高マットを作製．上肢筋力低下に対して歩行器のブレーキに長柄の棒を装着，また薬の蓋開
閉用の自助具を作製．リーチ範囲狭小化に対してリーチャーを作製．その他百均でも購入できる便利なアイテムを紹介した．
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その後訪リハ，訪問看護，食事宅配サービス，家族の支援の下自宅退院となる．
【最終評価】ROM，MMT：著変なし．握力：32/30mmHg．FIM：103点． やる気スコア：1点．
【考察】今回，遷延性のGBS患者に対し独居での自宅退院に向けた作業療法を行った．Ａ氏のモチベーションを維持しながら
自宅退院が実現出来た要因として，担当 OTが作成したチェック表にて客観的に自身が出来ていることを把握したことで安
心感，自信へと繋げられたこと．身体機能に合わせて環境整備，自助具作製を行い生活への適応を図れたこと．Ａ氏の趣味
であったバイクのカスタムという作業を歩行器のカスタムとして活かし楽しみの再獲得を図れたこと，以上の点が挙げられ
る．また歩行器のカスタムを自身で行ったことで福祉用具の受け入れを良くし他者とのコミュニケーションのきっかけとな
り社会参加にも繋がったと思われる．
　Ａ氏との関りを通して環境面へアプローチする重要性を再認識した．今回の貴重な経験を今後の臨床に生かしていきたい．

慢性期脳卒中患者におけるトレッドミル歩行練習の有効性
－システマティックレビューによる検討－

1）JA静岡厚生連遠州病院　リハビリテーション科　　2）聖隷クリストファー大学大学院　リハビリテーション科学研究科
3）訪問看護ステーション高丘　　4）すずかけセントラル病院　リハビリテーション科

5）聖隷クリストファー大学　リハビリテーション学部　理学療法学科

山 下 和 馬1）　　芦 澤 遼 太2）　　武 　 昂 樹3）　　大河原健伍4）

本 田 浩 也2）　　中 川 理 浩2）　　山下裕太郎1）　　吉 本 好 延5）

第57回日本リハビリテーション医学会　京都　令和２年11月

【目的】脳卒中患者のトレッドミル歩行練習は，歩行速度を向上させる手段として有効である．しかし，明らかな歩行能力
の向上を認めない慢性期は，トレッドミル歩行練習が通常の理学療法より歩行速度の向上に有効かどうかについて明確なコ
ンセンサスはない．目的は慢性期脳卒中患者を対象に，トレッドミル歩行練習が通常の理学療法と比較して歩行速度の向上
に有効かどうかを文献的に明らかにすることである．
【方法】PubMed，Cumulative Index to Nursing & Allied Health，医学中央雑誌を用いて，2010年から2019年の10年間に発
表された論文を検索した．論文検索のキーワードは「“treadmill” and “stroke” and “walk speed” or “gait speed”」とした．
選定基準は，対象が慢性期脳卒中患者，トレッドミル歩行練習を手法とした介入試験，歩行速度がアウトカムである，単一
群試験でないとした．方法論的質的評価には，PEDroscaleを用いた．
【結果】キーワード検索で74編の論文が同定され，最終的な対象数は5編であった．その中で4編にて有意な向上を認めた．
歩行速度の向上を認めた論文で歩行練習は対照群に比べて介入群の歩行速度を速く設定していた．PEDro scaleの得点は6-7
点であった．
【考察】トレッドミル歩行練習は通常の理学療法より歩行速度を向上させることが明らかとなった．慢性期脳卒中患者の歩
行速度の向上を目的とした理学療法は，歩行速度の設定が重要であり，平地歩行より速い歩行速度で練習が可能であるト
レッドミル歩行練習は，通常の理学療法より歩行速度の向上に有効であると考えた．
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【血液浄化センター】

腎代替療法選択支援・腹膜透析導入へのプロセス
－ゼロからの出発－

JA静岡厚生連遠州病院　血液浄化センター

礒 間 恭 子　　松本恵理子　　安 田 友 香　　老 川 昌 史
中 村 佑 介　　野 澤 和 子　　森 本 康 司　　中 村 将 登　　渥 美 浩 克

第65回日本透析医学会学術集会　WEB開催　令和２年10月

【はじめに】
全国の透析患者は約33万人であり，そのうち腹膜透析患者は約９千人である．静岡県の腹膜透析患者数は約120名である．
2019年当院では腎代替療法の情報提供と選択支援，腹膜透析診療を開始した．患者が治療選択し，安全かつ安心できる腹膜
透析治療を導入する為の診療体制を考え計画，実践したので報告する．
【実施】
１文献検索２研修学会参加３CAPD認定指導看護師取得４定期的な担当者会議の開催５院内システム作り６書類記録全般作
成７該当病棟への教育８院内部署へのアナウンスを実施．
【結果考察】
腹膜透析チームの活動により多職種それぞれが腎代替療法と腹膜透析について周知し，各部門が診療体制での検討事項が明
確になり，体制作りに繋げることができた．
【結論】
院内における腹膜透析診療の体制が課題である．今後もチーム活動を継続し，各部門診療体制に必要な事項を共有して体制
作りを実践していく必要がある．

維持透析患者のフットケア指導の看護介入を試みて
－日本語版セルフケア行動評価尺度（J-SDSCA）による評価－

JA静岡厚生連遠州病院　血液浄化センター

高 森 幸 子　　鈴 木 美 紀　　礒 間 恭 子　　安 田 友 香
鎌 倉 潔 香　　関 　 珠 紀　　野 澤 和 子　　渥 美 浩 克

第66回日本透析医学会学術集会　パシフィコ横浜　令和３年６月

【はじめに】「透析患者は糖尿病の有無にかかわらず末梢動脈疾患（以下PADとする）の独立した危険因子となる．」と日本
透析医学会のガイドラインに示されている．透析患者のPADの予防と足病変の早期発見は，QOL・生命予後を保つ上で重
要である．今回外来維持透析患者に対し，自己セルフケアにつながるようフットケア指導を実践した．聞き取り調査によ
り，指導前後のセルフフットケア行動の比較調査を行ったので報告する．
【目的】足病変の津式学習援助を行うことで，フットケアの必要性を理解し，自分で足の観察とセルフケアができるように
なることを目的とした．患者の足に対するセルフケア行動の変化を評価し，指導の効果を検証する．
【方法】2020年7月から10月の期間に，当院外来維持透析患者50名に対し，リーフレットを用いた個別指導を月に1回実施し
た．日本語版セルフケア行動評価尺度（以下J-SDSCAとする）のフットケア項目を用いたアンケートを作成し，指導前後
に聞き取り調査を実施した．
【倫理的配慮】アンケート結果と情報は研究以外では使用せず，またアンケートに協力しなくても一切不利益がないことを
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説明し同意を得た．
【結果】J-SDSCAのフットケアの各項目についてみると，指導後にすべての項目でフットケア行動得点が上昇し，セルフケ
ア行動の改善が得られた．大きく変化した行動は，「足を観察する」「足趾の間を拭く」「入浴または足浴をする」であった．
【考察】月毎にテーマを絞ったリーフレットを用いての個別指導は，スタッフ間で統一した指導となった．足病変に関する
知識の提供とセルフケア方法の定期的個別指導は，「足を守る」セルフケア行動の改善に有効であった．患者自身が足への
関心を高めることができるよう，セルフケアへの教育を行い，足病変の早期発見，予防につなげることが重要である．
【結論】リーフレットを用いた定期的個別のフットケア指導は，維持透析患者の「足を守る」セルフケア行動に有効であっ
た．維持透析患者のセルフフットケア行動の維持向上のために，継続した指導，支援，評価をしていく必要がある．

【臨床検査科】

全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置HM-JACKarcⅡの基礎的検討

JA静岡厚生連遠州病院　臨床検査科

竹 島 千 晶　　鈴 木 泰 秀　　松 本 沙 彩　　市川佐知子　　高 林 保 行

日本医療検査科学会　web開催　令和２年10月

【はじめに】当院ではラテックス凝集法を用いたOCセンサーDIANAを使用している．今回我々は日立化成ダイアグノスティッ
クス・システムズ株式会社より同じくラテックス凝集法を用いて測定するHM-JACKarcⅡの測定性能評価を行う機会を得た
ので報告する．
【方法】検討機器：HM-JACKarcⅡ（日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社，ラテックス凝集法）検討試
薬：エクステル「ヘモ・オート」HSL液
比較対象機器：OCセンサーDIANA（栄研化学，ラテックス凝集法）対象：海外購入便，ヘモ・コントロール（極東製薬工
業株式会社，疑似便）
【結果】1）同時再現性2濃度のコントロールを用いて10回連続測定した結果，CVは低濃度（平均値43.5ng/ml）で0.8％，高
濃度（平均値186.9ng/ml）で1.2％であった．2）日差再現性2濃度のコントロールを用いて5日間測定した結果，CVは低濃度

（平均値45.4ng/ml）で2.6％，高濃度（平均値197.1ng/ml）で3.8％であった．3）希釈直線性500ng/ml相当のサンプルを便溶
解液にて10段階希釈を行った結果，対理論値において±15％以内であるため直線性を有することが確認できた．4）最小検
出限界2SD法より求めた最小検出限界は3.4ng/mlであった．5）キャリーオーバーの検討Hb濃度理論値100,000ng/mlの試料
までcut off値である30ng/mlを超えることはなかった．6）プロゾーン試験Hb濃度理論値2022ng/ml以上の試料において抗原
過剰による測定値の低下を認め，6065ng/ml以上の試料はプロゾーン検体であることが検知された．7）相関性・一致率相関
係数と回帰式は，r＝0.907，y＝1.0867x-25.806であった．Cut off値30ng/mlでは一致率は80％（40/50検体），Cut off値20ng/
mlでは一致率は90％（45/50検体）であった．不一致例はいずれもOCセンサーDIANAで陽性，HM-JACKarcⅡで陰性であっ
た．
【結語】実便を含む疑似便を用いた相関性（一致率）は，検体の性状や採取手技の影響が大きいとされる便潜血検査におい
て良好な結果が得られたと考えられる．HM-JACKarcⅡ専用のヘモ・オートMC採便器はシンプルな構造であり正確な採取
が可能であると感じた．今回行った検討結果からHM-JACKarcⅡは日常検査における精度を十分に有していることが確認さ
れた．
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当院におけるSARS CoV-2 抗原定量検査の有用性

JA静岡厚生連遠州病院　臨床検査科

中 山 雄 太　　伊 藤 宇 史　　齋 藤 詩 織　　鈴 木 泰 秀　　市川佐知子　　高 林 保 行

第９回静岡県医学検査学会　オンデマンド開催　令和３年６月

【はじめに】中国武漢市を発生源とする新型コロナウイルス感染症は、今もなお世界各地で猛威を振るっている。新型コロ
ナウイルス検査の需要は増していく一方である。当院では、必要な時に速やかに検査ができるSARS-CoV-2抗原定量検査を
いち早く導入した。2020年11月に新型コロナウイルス感染症のクラスターを経験し、導入からクラスターに至るまでの経過
と現状から、SARS-CoV-2抗原定量検査の有用性について紹介する。
【使用機器・試薬】・全自動化学発光酵素免疫測定システム　ルミパルスG1200
・SARSコロナウイルス抗原キット　ルミパルスSARS-CoV-2 Ag
【クラスター発生時の状況と現状】11月7日入院患者1名の感染が判明。同日中に関連病棟の患者と職員89名、翌日関連病棟
の残り31名のSARS-CoV-2抗原定量検査を実施し全件陰性であった。その後2週間で計16名の感染者が判明し12月7日に最後
の陽性者発生から2週間が経過したため、終息宣言となった。11月7日～12月7日で抗原定量検査数は合計1,564件実施した。
クラスター発生時には1日に100件を超える検査を実施した。現在は新型コロナウイルス感染症疑い患者に加えて、入院時、
入院後の発熱時、手術前、分娩前には必ず検査を実施している。
【まとめ】厚労省から承認されて間もなくの導入ということもあり、手探り状態で始めた運用の中で、導入当初は判定保留
率が高かったが、遠心操作を加える等、メーカーからの助言を頂きながら試行錯誤を繰り返すことで徐々に減少していっ
た。クラスター発生以降、検体数は大幅に増加したが、1時間当たり120テストの処理能力を発揮し、十分に対応することが
できた。迅速検査として検体数が100件を超える日もあり、PCR検査のみではおそらく対応不可能であった。試薬面につい
ても、国内メーカーによる販売ということが試薬供給の安定性に貢献していた。これらのことから、ランダムアクセスで迅
速判定可能であり、PCR検査と同等の検出感度であるSARS-CoV-2抗原定量検査の有用性は高かったと考えられる。

【治験管理室】

COVID-19影響下における希少疾患治験実施体制の整備〜CRC不在を
想定した治験責任医師1名での被験者治験来院対応訓練

JA静岡厚生連遠州病院　治験管理室

鈴木かおり　　石 田 紘 基　　山 本 幸 代　　髙 瀨 浩 之

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜　横浜　令和２年10月

【目的】2020年11月と2021年4月，当院の病棟にてCOVID-19感染によるクラスターが発生し，入退院の中止，救急室，リハ
ビリテーション科と手術室の機能が一時停止する状況に直面した．幸い治験管理室及び被験者には影響なかったが，CRC3
名と人員の少ない治験管理室が閉鎖になった場合について検討する必要性が生じた．そこで，治験薬の継続が必須な希少疾
患治験において，たとえ治験管理室が閉鎖しても治験責任医師または分担医師自ら治験規定来院を遂行できる体制を整え試
行したので報告する．
【方法】予め作成してある担当CRC不在時用の各治験マニュアル（事前準備・当日対応・事後処理）を基に治験責任医師へ
説明し，共に物品の位置を確認すると共に医師はIWRSなど各アカウントでの操作を改めて確認した．また，医師とCRCが
遠隔で連絡を取るため部署用タブレット端末を用意し，LINEアカウントを作成してCRCを登録した．被験者には事前に目
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的を伝え，被験者の治験来院時，治験責任医師は自ら受付から観察項目の実施，会計依頼，中央一括測定臨床検査の出荷ま
で一連の業務を実施した．CRCは現場の細かい点を説明しながら補助として付いた．実施後は問題点を洗い出しマニュア
ルを補強した．
【結果】治験来院時の所要時間は3時間程度であり，通常CRCが対応する3倍程度の所要時間であった．医師は通常診療にお
ける患者の流れについて初めて関わりを知ることになり，各部門での受付から物品の位置や方法まで，詳細に説明する必要
があったが，各部門とも協力的であった．また，薬剤科における治験薬保管時の方法（例えば，冷所保管，天地無用など）
を，第3者が見た場合にわからない部分の改善点が明らかになった．またLINEによる映像の確認もできた．
【考察】医師自ら来院時対応の実施を試みることは，平時においても各部署との連携をより深めたと考える．病院における
COVID-19クラスターはまさに災害発生時対応と同等である．治験においても治験薬または代替薬の継続投与の可能性，治
験スケジュール実施の可能性を予め検討しておく必要がある．特に今回の様に治験薬の継続が欠かせない症例においては，
近隣施設との連携も想定し治験依頼者と共にあらゆる策を講じていく必要がある．

CD-Rを用いたリモートアクセスによるSDV体制構築

JA静岡厚生連遠州病院　治験管理室

鈴木かおり　　石 田 紘 基　　山 本 幸 代　　髙 瀨 浩 之

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2021 in 横浜　横浜　令和２年10月

【目的】COVID-19感染拡大に伴い当院では2020年2月より対面によるSDVを制限しRemote SVD（以下、R-SDV）にて対応
している。今回データベースロックの必要な試験においてCD-Rを用いたリモートアクセスによるR-SDVを構築したため報
告する。
【方法】1）R-SDVに先立ち説明文書・同意書の改訂と再同意取得、治験依頼者と共にR-SDVに関する手順書、施設チェック
リストの作成、R-SDVに関するトレーニングを行った。2）提出資料は電子カルテ記録、症例ファイルであり、電子カルテ
記録は被験者を特定する情報をマスキングした上でスクリーンショットを作成した。対象症例は1名、該当資料は2021年3月
直近15か月分のカルテ記録と規定来院15回分のワークシート、および症例登録時から3年分の規定来院以外のワークシート
であった。3）何れもA4サイズPDF化し閲覧用パスワードと印刷や編集不可設定を行った上で、原資料提供依頼書・承諾書

（certified copyを示す署名記載）と共にCD-Rを治験依頼者へ配達履歴を確認できる方法で送付した。4）モニターはR-SDV
当日に当院からパスワードをメールで入手し、社内専用部屋で監督のもと閲覧した。5）終了後は速やかにCD-Rが当院へ返
却され、治験責任医師ファイルへ保管した。
【結果】項目1）は約2か月を要した。提出資料は、1回目がカルテ記録125⾴、症例ファイル305⾴、再提出による2回目が症
例ファイル109⾴、3回目が症例ファイル29⾴分であった。資料作成に1回目は1時間を要し、CD-R送付に至る作業は全体で2
時間であった。項目4）はパスワード入手に問題なく、R-SDVも予定通り4日間で完了した。
【考察】CD-Rによる授受はメールの送信容量制限で分割送信するより簡便であり、R-SDV後に治験依頼者側へ資料が残らな
いのも利点と考える。またR-SDVシステム付き電子カルテやクラウドシステムを構築するよりも容易である。モニターも実
地SDVの様に即資料の修正と確認ができない点は不便であったが、遜色なく閲覧できたと評価しており、双方の対応時間の
効率化と感染リスク回避、モニターの施設訪問経費削減に繋がった。課題は、実施計画書上R-SDVを許容していない試験も
ある点や一部双方の信頼に頼る点であるが、これを機にR-SDV活用の選択肢のひとつになればと考える。
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694
浜松市

85歳　♂ ARDS
両側肺炎
糖尿病

［内科］

 1．急性尿細管壊死（左腎125g：右腎135g）
 2．播種性血管内凝固症候群（DIC）
 3．胸水貯留（左胸水：200ml、右胸水：200ml）
 4．軽度心肥大（心：540g）
 5．大動脈粥状硬化症（高度）
 6．肝臓に新犬山分類F1-F2レベルの繊維化（医原性NASH既往？）
 7．回腸粘膜下毛細血管腫
 8．〔リウマチ性多発性筋痛症〕臨床像

皮ホ
抗生剤

695
浜松市

69歳　♀ MRSA肺炎
右下葉形質細胞肉芽腫
慢性2型呼吸不全

［内科］

 1．�結節性肺アミロイドーシスを伴う髄外性形質細胞腫　1）広範囲の
肺胞腔内にアミロイドが十万四、一部は骨化を伴っていた　2）原
発巣である右肺下葉は蜂巣肺化するとともに異型形質細胞の残遺
を認めた　3）閉経の肺実質には慢性閉塞性肺疾患がみられた　4）
細菌性肺炎病巣は確認できなかった

 2．�橋本病末期（完全に荒廃・瘢痕化し、濾胞上皮・傍濾胞細胞も炎
症細胞みられなかった

 3．大動脈粥状硬化症
696
掛川市

72歳　♂ 転移性肝腫瘍
腹膜播種

［内科］

 1．�二重癌　1）上行結腸粘液癌、回盲部切除術（P16-00040）および
化学療法後、進行癌再発なし　臨床像　2）十二指腸中分化型管状
腺癌、膵頭十二指腸切除術（2017年、他医）および化学療法後。
転移：腹部大動脈リンパ節、腸間膜リンパ節、右肺、大網播種、
後腹膜播種→右尿管浸潤］臨床像

 2．脂肪肝
697
浜松市

87歳　♂ 食道胃接合部腺癌
糖尿病
慢性腎不全

［内科］

 1．食道胃接合部中分化型管状腺癌、進行癌、転移なし
 2．�心筋梗塞（急性および陳旧性）、心肥大（心380g）、冠状動脈粥状
硬化（3枝病変）

 3．大動脈粥状硬化症（高度）
 4．胸水貯留（左胸水：450ml、右胸水：700ml）
 5．2型糖尿病、糖尿病性腎症
 6．肺うっ血、気管支喘息既往
 7．高度肝うっ血
 8．Basedow病、甲状腺部分切除術後状態
 9．小腸巨大憩室（Meckel憩室？）
10．空腸粘膜下層リンパ管嚢腫（径3mm）
11．急性胆嚢炎に対する回復胆嚢摘出術既往（2010年）
12．［両側白内障に対する水晶体再建術後］（2013年）臨床像
13．［ラクナ脳梗塞既往］2003年
14．［高血圧症］臨床像
15．［脂質異常症］臨床像

手術
抗生剤

698
浜松市

74歳　♂ 間質性肺炎憎悪
高RNP抗体陽性
肺気腫

［内科］

間質性肺炎 皮ホ
抗生剤

699
浜松市

62歳　♂ うっ血性心不全
頻脈性心房細動
貧血

［内科］

 1．左腎淡明細胞型腎細胞癌（ラテントがん）
 2．消化性胃潰瘍、胃動脈穿通（潰瘍底に癌細胞は認められなかった）
 3．腎硬化症（両腎に腎前性腎不全、高度の急性尿細管壊死を合併）
 4．�心肥大（心680g）1）明らかな心筋梗塞、心筋症、心筋炎、弁膜症
等の所見なし（死後変化のため超急性梗塞の有無は不明）2）冠状
動脈硬化症みられるが、狭窄は最大で70％どまり　3）心腔拡大は
軽度

 5．大動脈粥状硬化症（中等度）
 6．播種性血管内凝固症候群（DIC）
 7．左半結腸憩室症（炎症なし）
 8．ごく軽度の肺うっ血水腫
 9．［右眼球破裂に対する術後状態］臨床像

病 理 解 剖 報 告
2020年度（2020年１月から2020年12月）
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700
浜松市

82歳　♀ 慢性心不全憎悪
新型コロナウイルス
感染

［内科］

 1．［COVID-19］臨床像
 2．うっ血性心不全（necropsyにて心筋炎像を認めなかった）

701
浜松市

85歳　♀ 慢性心不全
慢性腎不全
糞便製イレウス？

［内科］

 1．�右乳房浸潤性乳管癌（ラテントがん）、転移なし［f，Nuclear�grade�
1，Histological�grade�II］

 2．�心筋梗塞（急性および陳旧性）、心肥大（心380g）1）左心室側壁
から後壁（LCx支配領域）を主座とする超急性梗塞像および心室
中隔LAD支配領域を主座とする陳旧性梗塞巣を認めた。　2）冠状
動脈は粥状硬化による3枝病変を来し、LADはステントの中枢側で
閉塞していた。

 3．�腸内桿菌性敗血症（培養なし）、感染脾（菌体認めるが化膿性変化
に乏しい）

 4．�高度便秘、糞便性S状結腸-直腸閉塞、化膿性S状結腸炎（3．の責任
感染巣）

 5．うっ血肝、2-3．に関連する小葉間門脈内桿菌塊塞栓を合併
 6．播種性血管内凝固症候群（DIC）
 7．大動脈粥状硬化症（高度）
 8．2型糖尿病、糖尿病性腎症、腎性貧血（膵島に異常所見なし）
 9．急性尿細管壊死（左腎88g：右腎90g）
10．体液貯留（胸水左270ml・胸水右250ml・腹水230ml）
11．慢性濾胞性膀胱炎
12．上行結腸腺腫性ポリープ（管状腺腫）単発
13．胃過形成ポリープ多発
14．腺腫様甲状腺腫
15．誤嚥性肺炎治療後、肺に感染巣遺残なし
16．［小脳梗塞既往］2018年
17．［高血圧症既往］臨床像
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

延患者数 1日平均
患者数 延患者数 1日平均�

患者数 延患者数 1日平均�
患者数 延患者数 1日平均�

患者数 延患者数 1日平均�
患者数

内 科 51,986 195 51,763 195 50,082 190 45,741 173 48,375 200

小 児 科 12,903 48 12,836 48 12,648 48 9,538 36 10,499 43

外 科 11,605 44 11,840 45 12,225 46 11,463 43 11,175 46

形 成 外 科 3,662 14 3,932 15 3,688 14 3,356 13 3,529 15

整 形 外 科 21,305 80 20,334 77 20,126 77 17,117 65 18,201 75

脳 神 経 外 科 1,926 7 1,854 7 1,318 5 1,261 5 1,501 6

皮 膚 科 15,441 58 16,976 64 16,962 64 15,020 57 12,315 51

泌 尿 器 科 9,886 37 10,045 38 10,483 40 9,524 36 9,534 39

耳 鼻 科 8,638 32 8,736 33 8,227 31 5,606 21 5,636 23

産 婦 人 科 16,136 60 16,468 62 15,839 60 14,454 55 14,400 60

眼 科 10,621 40 10,510 40 10,288 39 9,144 35 8,929 37

精 神 科 1,972 7 2,049 8 2,046 8 1,924 7 2,067 9

リ ハ ビ リ 科 1,158 4 944 4 1,116 4 643 2 662 3

通所リハビリ 3,921 15 4,767 18 5,105 19 5,043 19 5,053 21

小 計 171,160 641 173,054 653 170,153 647 149,834 568 151,876 628

1日・脳ドック 7,909 30 7,992 30 6,574 25 6,874 28

合 計 171,160 641 180,963 683 178,145 677 156,408 592 158,750 656

　外　来� （単位：人）

　入　院� （単位：人）
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

延患者数 1日平均
患者数 延患者数 1日平均�

患者数 延患者数 1日平均�
患者数 延患者数 1日平均�

患者数 延患者数 1日平均�
患者数

内 科 44,675 122 41,835 115 40,436 110 36,692 101 35,287 97

小 児 科 3,931 11 3,496 10 3,992 11 2,068 6 2,094 6

外 科 9,941 27 10,935 30 12,380 34 9,204 25 9,409 26

形 成 外 科 821 2 658 2 759 2 755 2 785 2

整 形 外 科 19,799 54 19,128 52 20,551 56 22,630 62 21,332 58

脳 神 経 外 科 6,062 17 5,109 14 247 1 41 0 47 0

皮 膚 科 1,417 4 2,349 6 2,075 6 1,737 5 921 3

泌 尿 器 科 5,478 15 6,293 17 6,744 18 5,984 16 5,693 16

耳 鼻 科 1,921 5 2,010 6 2,145 6 1,335 4 1,479 4

産 婦 人 科 9,988 28 9,176 25 7,805 21 6,470 18 5,386 15

眼 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リ ハ ビ リ 科 18,723 51 18,041 49 18,353 50 17,985 49 18,886 52

救 急 科 195 1 139 0 217 1 288 1

小 計 122,756 336 119,030 326 115,626 316 105,118 288 101,607 278

一 泊 ド ッ ク 880 2 806 2 768 2 772 2

合 計 336 119,910 329 116,432 318 105,886 290 102,379 280

病床稼働率（％） 84.0％ 82.1％ 79.5％ 72.0％ 69.6％

外来・入院患者の推移
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

　　　４月 ４36 ４11 267 277 253

　　　5月 ４88 51４ 507 322 297

　　　6月 ４56 ４86 356 353 388

　　　7月 656 526 562 ４17 371

　　　8月 ４85 536 636 ４４3 ４69

　　　9月 513 550 ４88 372 369

　　10月 5４1 ４32 ４16 355 362

　　11月 ４35 ４33 519 183 320

　　12月 ４55 510 513 301 521

　　　1月 695 837 ４71 378 ４7４

　　　2月 ４62 357 ４57 315 317

　　　3月 372 529 ４20 36４ 355

合　　　計 5，99４ 6，121 5，612 ４，080 ４，４96

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

入院処方箋枚数 53，010 52，321 51，733 ４7，363 ４6，63４

入 院 調 剤 数 83，68４ 82，４08 81，1４2 75，503 7４，863

外来処方箋枚数 6，４26 6，832 6，558 5，568 5，881

外 来 調 剤 数 12，339 13，6４0 13，3４5 9，988 10，081

合計処方箋枚数 59，４36 59，153 58，291 52，931 52，515

合 計 調 剤 数 96，023 96，0４8 9４，４87 85，４91 8４，9４４

（単位：人）

時間外救急医療患者数

年度別調剤実施状況
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検査項目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

尿 検 査 3４8，6４9 3４0，208 337，679 301，225 29４，38４

便 検 査 696 661 62４ 600 600

穿 刺 液 905 1，063 716 653 679

血 球 検 査 306，983 299，213 301，152 268，030 275，４４2

血 液 像（目視含） 53，700 ４1，513 ４４，665 39，４39 ４1，091

凝 固 検 査 3４，029 31，316 32，566 31，193 36，671

骨 髄 検 査 ４0 92 ４４ 88 136

生 化 学 検 査 1，165，４92 1，176，337 1，136，6４1 1，030，902 117，653

ガ ス 分 析 3，４1４ ４，5４6 ４，538 3，992 5，032

免 疫 血 清 検 査 73，373 87，0４1 76，762 67，322 93，４62

心 電 図 8，962 9，180 9，189 8，268 8，302

脳 波 230 208 172 1４8 119

肺 機 能 1，663 1，４71 1，615 89４ 691

心 音 脈 波 968 937 8４3 683 783

エ コ ー 検 査 5，62４ 5，815 5，４31 ４，725 ４，627

細菌・結核菌塗抹培養 19，2４2 20，613 21，382 1４，515 15，733

細 菌 同 定 11，250 10，696 11，038 10，1４9 11，968

細 菌 感 受 性 2，7４1 2，803 2，875 5，802 5，956

組 織（含凍結） 3，323 3，60４ 3，４31 3，018 3，663

細 胞 診 3，066 3，022 3，37４ 3，152 3，386

（単位：人）

検査件数実施状況
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

一 般 一 般 撮 影 52，605 60，173 50，037 39，992 ４0，816 撮影全て

造 影

消 化 管 ４6４ 559 392 286 272 胃注腸その他

血
　
　
管

Ｄ Ｓ Ａ 99 117 71 ４6 ４5

心 カ テ 358 ４67 292 16４ 220

そ の 他 1，115 1，572 1，309 1，118 963 DIP，ERCPその他

Ｃ Ｔ

頭 部 5，035 5，４10 2，982 2，236 2，536 単純＋造影

躯 幹 13，977 16，760 1４，069 11，613 12，233 単純＋造影

そ の 他 1，297 1，４72 1，288 1，173 1，338 四肢その他

Ｍ Ｒ Ｉ 6，296 7，2４3 5，079 3，9４8 ４，４01

Ｒ Ｉ 1，088 1，2４8 952 613 557

内 視 鏡 2，962 3，４06 2，765 2，377 2，358 GIF，CF，BFその他

検 診
胃 ４，5４3 5，051 ４，28４ 3，039 3，527

胸 部 17，9４0 19，060 17，911 15，13４ 15，01４ マンモ含む

ドック

胃 7，053 8，180 7，036 5，507 5，708 1日＋1泊

胸 部 10，299 11，958 10，383 7，812 8，372

脳ドック（MRI） ４15 ４05 ４36 ４22 ４19

骨 塩 1，02４ 1，278 1，106 926 905

リ ニ ア ッ ク 2，196 2，58４ 2，４09 1，755 1，906

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

個 別 療 法
外 来 ４，1４8 6，318 ４，32４ 2，183 2，538

入 院 91，912 91，218 97，957 93，325 89，66４

消 炎 鎮 痛 処 置
外 来 ４7 27 27 15 16

入 院 0 0 0 0 0

摂 食 機 能 療 法
外 来 3 8 8 3 0

入 院 1，702 1，663 2，713 1，0４8 113

（単位：件）

（単位：人）

放射線及び内視鏡実施状況

リハビリ実施報告
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

教
　
育
　
・
　
指
　
導
　
活
　
動

健 康 講 演 会 2，825 ４，183 2，953 563 609

保 健 講 習 会 6，４４1 5，815 5，50４ 85４ ４，４55

食 生 活 改 善 講 習 会 2，４93 2，４35 2，207 1，563 1，４75

糖 尿 病 ・ 他 教 室 1，307 1，511 1，229 ４36 ４52

健 康 相 談
院 内 7，37４ 10，332 10，358 9，538 9，760

院 外 1，４56 1，703 2，333 186 177

検 診 結 果 報 告 会 129 132 122 108 77

特 定 保 健 指 導
積 極 的 29 123 177 139 137

動機づけ ４2 133 18４ 1４6 188

計 22，096 26，367 25，067 13，533 17，330

検
　
　
診
　
　
活
　
　
動

特 定 健 康 診 査 2，332 2，186 2，006 1，369 1，625

健 康 診 断 13，176 13，031 13，366 12，155 12，520

生 活 習 慣 病 健 診 388 ４10 390 313 322

が ん 単 独 検 診 2，696 2，731 2，670 2，113 1，538

特 殊 健 康 診 断 37 ４４ 273 367 388

そ の 他 の 健 診 7４0 823 661 ４09 352

計 19，369 19，225 19，366 16，726 16，7４5

救 護 ・ そ の 他 7，671 1４，187 28，768 0 229

ド
　
ッ
　
ク

2 日 ド ッ ク ４４0 ４４0 ４03 38４ 386

1 日 ド ッ ク 7，４19 7，5４3 7，567 6，150 6，４４2

脳 ド ッ ク 398 35４ ４20 ４2４ ４21

計 8，257 8，337 8，390 6，958 7，2４9

健康管理業務実施状況
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
総 受 診 者 10，8４2 10，6４7 10，506 8，620 9，1４４

検�

診�

結�

果

異 常 無 し 6，5４４ 6，62４ 6，761 5，756 5，923
要 観 察 3，837 3，59４ 3，４27 2，597 2，772
治 療 中 5 1 1 2
要 精 検 ４56 ４28 317 266 ４４7

精 検 受 診 者 366 338 2４8 219 36４

精
　
密
　
検
　
査
　
診
　
断
　
結
　
果

食 道 が ん 1 ４ ４ 2 1
胃 が ん 13 11 1４ ４ 11
胃 粘 膜 下 腫 瘍 11 15 5 12 10
胃 腺 腫 1 1 1 1
そ の 他 の 腫 瘍 1 2 1 2
食道潰瘍・食道炎 28 28 24 30 63
胃 潰 瘍（瘢痕も含む） 33 21 23 10 24
十二指腸潰瘍（瘢痕も含む） 17 15 6 7 11
胃 炎 242 233 151 125 198
食 道 ポ リ － プ 1 1 1 2 7
胃 ポ リ ー プ 31 27 32 28 38
十二指腸ポリープ 2 3 1 1 6
そ の 他 26 29 19 37 58

異 常 無 し 22 11 12 11 7
心 配 な し 56 68 37 ４8 59
要 治 療 175 149 113 81 133
経 過 観 察 113 110 86 79 165

（人）

胃がん検診結果（胃カメラ実施者含む）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
総 受 診 者 15，112 15，08４ 15，329 13，056 13，755

検�
診�

結�

果

異 常 無 し 1４，2４8 1４，276 1４，372 12，269 13，010
要 観 察 19 1４ 20 17 28
治 療 中 18 23 29 21 17
要 精 検 827 771 908 7４9 700

精 検 受 診 者 626 573 671 531 ４78

精 

密 

検 

査 

診 

断 

結 

果

大 腸 が ん 11 1４ 17 16 6
その他の大腸腫瘍 3 1 1 3 2
大 腸 ポ リ ー プ 226 211 257 20４ 187
炎 症 性 腸 疾 患 8 3 ４ 9 ４
大 腸 憩 室 106 105 117 8４ 66

痔 7４ 68 88 88 55
その他の大腸疾患 8 9 13 9 5
大 腸 癌 以 外 の 癌 1 1
大 腸 以 外 の 疾 患 1 1 1
そ の 他 16 22 13 21 31

異 常 無 し 177 1４0 175 120 130
心 配 な し 153 177 205 180 13４
要 治 療 156 132 18４ 157 122
経 過 観 察 1４0 12４ 107 7４ 92

（人）

大腸がん検診（便潜血）結果
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
総 受 診 者 21，919 21，826 21，979 19，339 19，671

検�

診�

結�

果

異 常 無 し 19，093 20，690 21，052 18，661 18，955
要 観 察 2，４37 859 685 ４95 538
治 療 中 32 27 19 10 8
要 精 検 357 250 223 173 170

精 検 受 診 者 29４ 210 190 1４４ 1４1

精
　
密
　
検
　
査
　
診
　
断
　
結
　
果

肺 が ん ４ ４ 10 1 ４
肺 良 性 腫 瘍 1 2 1 1 1
肺 結 核 1 1
肺 炎 1４ 10 8 6 1
陳 旧 性 肺 疾 患 1 2 1 1 3
無 気 肺 2 ４ 2 1
気 胸 ４ 2 1 1
胸 膜 疾 患 5 2 2 2 ４
慢性閉塞性肺疾患 21 21 22 13 9
縦 隔 疾 患 ４ 2 3 ４ 1
そ の 他 の 肺 疾 患 8 6 7 5 7
そ の 他 125 87 76 76 70

異 常 無 し 86 56 ４6 29 ４6
心 配 な し 70 62 61 ４2 39
要 治 療 90 68 6４ 58 ４3
経 過 観 察 ４8 2４ 19 15 13

（人）

胸部レントゲン検査結果

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
総 受 診 者 ４，351 ４，365 ４，４11 3，67４ 3，873

検�

診�

結�

果

異 常 無 し 3，932 3，990 ４，008 3，336 3，520
要 観 察 1４ 1４ 13 11 13
治 療 中 229 208 217 197 202
要 精 検 176 153 173 130 138

精 検 受 診 者 127 11４ 121 86 98

診
　
断
　
結
　
果

前 立 腺 が ん 11 15 16 1４ 16
前 立 腺 腫 瘍 1 2 2 1
前 立 腺 肥 大 82 7４ 73 ４6 61
前 立 腺 炎 6 8 6 1 1
そ の 他 15 12 17 19 21

異 常 無 し ４ 2 6 ４ 1
心 配 な し 11 6 7 2 ４
要 治 療 81 87 89 69 73
経 過 観 察 31 19 19 11 20

（人）

前立腺がん検診（P S A）結果
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

総 受 診 者 ４，5４8 ４，581 ４，523 3，706 3，４32

検 
診 
結 
果

異 常 無 し ４，153 ４，157 ４，175 3，４78 3，213

要 観 察 75 130 119 57 53

治 療 中 ４3 ４3 ４４ 30 27

要 精 検 277 251 185 1４1 139

精 検 受 診 者 2４6 22４ 160 122 107

精 

密 

検 

査 

診 

断 

結 

果

子 宮 頸 部 が ん 1 2 1

異 形 細 胞（頸部） 90 81 ４3 ４0 28

その他の女性性器癌 2 1

子 宮 筋 腫 ４1 37 16 21 21

子宮頸管ポリープ ４2 55 ４8 29 20

卵 巣 腫 瘍 8 7 6 3 2

子 宮 脱 ４ ４ 3 1 2

そ の 他 27 17 17 16 20

異 常 無 し ４2 32 23 16 1４

心 配 な し 25 15 17 13 13

要 治 療 1４9 1４8 110 78 70

経 過 観 察 30 29 10 15 10

（人）

子宮（頚部）がん検診結果

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

総 受 診 者 ４，899 5，02４ ４，915 3，985 3，632

検 

診 

結 

果

異 常 無 し ４，278 ４，328 ４，196 3，368 2，978

要 観 察 380 ４４0 51４ ４27 507

治 療 中 6 2 1 ４

要 精 検 235 25４ 20４ 186 1４7

精 検 受 診 者 218 2４0 193 17４ 13４

精�

密�

検�

査�

診�

断�

結�

果

乳 が ん 11 10 11 18 16

乳 腺 腫 瘍 28 33 26 20 18

線 維 線 腫 17 28 21 23 13

乳 房 の う 胞 ４9 ４7 ４４ 38 3４

乳 腺 症 30 37 21 2４ 18

そ の 他 15 2４ 13 13 11

異 常 無 し 67 62 62 33 29

心 配 な し ４1 50 33 ４0 23

要 治 療 95 92 90 86 76

経 過 観 察 15 36 8 15 6

（人）

乳がん検診結果
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

肺 3　 5　 10　 2　 ４　

食 道 1　 ４　 ４　 2　 1　

胃 13　 18　 15　 6　 1４　

十 二 指 腸 2　

大 腸 11　 15　 17　 16　 7　

胆 の う ・ 胆 管 1　 1　 1　

膵 臓 2　 2　 1　 1　

肝 臓 2　 1　 1　 1　 1　

腎 臓 1　 3　 1　 2　

膀 胱 1　 1　 2　 3　

乳 房 12　 10　 11　 18　 16　

子 宮 2　 1　 2　 1　

前 立 腺 11　 15　 18　 15　 16　

甲 状 腺 1　 1　

卵 巣 1　 1　

悪 性 リ ン パ 腫 1　 1　 1　

白 血 病 1　 1　 1　

そ の 他 1　

計 62　 78　 85　 66　 67　

（人）

がん発見状況

－ 86 －
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

当院での
発症患者

持ち込み
患 者

当院での
発症患者

持ち込み
患 者

当院での
発症患者

持ち込み
患 者

当院での
発症患者

持ち込み
患 者

当院での
発症患者

持ち込み
患 者

創 の 深 さ

Ⅰ� 皮 膚 紅 斑 5 8 3 11 8 6 8 9 11 12

Ⅱ� 真 皮 に 至 る 潰 瘍 46 36 35 44 28 38 29 44 42 50

Ⅲ� 皮下組織に至る潰瘍 0 5 1 10 5 10 0 7 3 4

Ⅳ� 筋肉・骨に達する潰瘍 0 4 0 8 0 4 0 6 0 6

Ⅴ� 判 定 不 可 8 13 7 21 11 13 2 11 3 12

計 59 66 46 94 52 71 39 77 59 84

予 後

治 癒 35 26 19 42 30 34 26 39 33 46

死　　亡（もったまま） 9 4 13 12 11 8 5 10 7 12

転・退院（もったまま） 11 30 13 36 11 26 8 28 14 21

観 察 中 0 0 1 4 0 3 0 0 2 5

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

基礎疾患
脳血管傷害・神経疾患 11 2 6 0 3

悪性腫瘍 10 10 16 4 13

呼吸器系疾患 3 7 2 8 13

循環器系疾患 14 6 9 1 7

骨・脊髄・筋系疾患 6 12 6 13 14

その他 15 9 13 13 10

発生要因
褥瘡予防用マットの不使用 1 0 1 0 2

身体的苦痛による同一体位の継続、活動性の低下 14 10 16 14 11

術前・後の体位制限（手術中も含む） 3 7 1 0 2

体圧分散が不十分（体交不良） 22 21 18 24 23

認知症のため同一体位をとる 7 6 9 2 0

亀背の骨突出の保護不足 2 0 1 0 1

ギャッジアップによるズレ 0 0 0 0 0

車椅子乗車中の徐圧不足 4 0 1 5 5

ギブス・シーネ等の装具によるもの（靴、弾性ストッキング含む） 4 0 0 1 7

不明 1 1 2 2 0

その他 1 1 3 1 7

当院での褥瘡発生患者の基礎疾患および発生要因（件数）

褥瘡患者の創の深さおよび予後（件数）
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種
別 実施計画書番号 治験課題名／研究課題名 治験依頼者

研究代表者 治験薬名 対象疾患 契約日 終了予定日
終了報告日

治験責任医師
研究責任者

1 治
験 MCI186-13

エダラボンの脳血栓症急性期に対する
市販後臨床試験オザグレルナトリウムと
の無作為化平行群間試験

三 菱 ウ ェ ル
ファーマ株式
会社

エダラボン 脳血栓症急
性期 2005/5/24 2006/12/30 継泰城

2 治
験 9.178

JASAP:JapaneseStrokepreventionvs.
AsupirinPurogurammeAggrenox

（除放性ジピリダモール200mg/アセチ
ルサリチル酸25mg配合剤）の脳梗塞
再発予防効果および安全性をアセチル
サリチル酸81mgと比較する第Ⅲ相比
較試験

日本 ベーリン
ガーインゲルハ
イム株式会社

Aggrenox 脳梗塞再発
予防 2006/6/23 2009/1/31 高橋良知

3 治
験

CLAF237
A1303

2型糖尿病患者を対象としたLAF237
（50㎎1日1回、50㎎1日2回又は100㎎1
日1回）又はプラセボの12週間投与時
の効果に対する多施設共同、無作為
化、二重盲検、並行群間比較試験

ノバルティス
ファーマ株式
会社

LAF1303 2型糖尿病 2006/7/21 2008/3/26 後藤良重

4 治
験

CLAF237
A1303E1

2型糖尿病患者を対象としたLAF237
（100㎎1日1回）の52週間投与時の安全
性に対する多施設共同、非盲検、長
期投与試験（CLAF237A1303試験か
らの継続投与試験）

ノバルティス
ファーマ株式
会社

LAF1303 2型糖尿病 2006/7/21 2008/3/26 後藤良重

5 治
験

AT-877注
Ⅲ-2

脳梗塞急性期に対するAT-877注の追
加第Ⅲ相臨床試験-抗血小板薬基礎
治療下におけるプラセボ対照二重盲検
比較試験-

旭化成ファー
マ株式会社 AT-877注 脳梗塞急性

期 2007/8/10 2010/3/31 橋本義弘

6 治
験

D961
HC00001

非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAID）
継続投与患者を対象としたD961H20mg 
1日1回投与の胃又は十二指腸潰瘍発
症予防に対する有効性及び安全性を
プラセボと比較検討する多施設共同二
重盲検無作為化並行群間第Ⅲ相臨床
試験

アストラゼネカ
株式会社 D961H NSAIDｓ潰

瘍予防 2007/8/23 2009/1/8 梶村昌良

7 治
験

D961
HC00005

非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAID）
継続投与患者を対象としたD961H20mg 
1日1回投与の胃又は十二指腸潰瘍発
症予防に対する有効性及び安全性を
検討する長期投与試験

アストラゼネカ
株式会社 D961H NSAIDｓ潰

瘍予防 2008/6/27 2011/7/25 梶村昌良

8 治
験 002

メチ シリン 耐 性 黄 色 ブドウ 球 菌
（MRSA）による皮膚・軟部組織感染
症、敗血症及び右心系感染性心内膜
炎患者を対象とした、MK-3009とバン
コマイシンの有効性及び安全性を評価
するための、第Ⅲ相非盲検無作為化
試験（MK-3009第Ⅲ相試験）

万有製薬株式
会社 MK-3009 M R S A 感

染症 2008/11/10 2010/3/23 浦野聖子

9 治
験

E3810-
J081-304

難治性逆流性食道炎患者を対象とし
たE381010mg錠及び20mg錠の1日2回
投与の有効性と安全性を検討する二
重盲検比較試験

エーザイ株式
会社 E3810 逆流性食道

炎 2008/12/5 2010/1/31 梶村昌良

10 治
験

JNS020QD-
JPN-N02

JNS020QDの帯状疱疹後神経痛，CRPS
又は術後疼痛症候群患者を対象とし
た検証試験

ヤンセンファー
マ株式会社 JNS020QD 帯状疱疹後

神経痛 2009/4/22 2010/3/31 浦野聖子

11 治
験 12934

症候性肺動脈肺高血圧症患者におけ
るBAY63-2521錠（1.0㎎、1.5㎎、2.0
㎎又は2.5ｍｇ1日3回投与）の有効性
および安全性を検討する無作為化、
二重盲検、プラセボ対照、他施設共
同、国際共同試験

バイエル薬品
株式会社

BAY63-
2521

症候性肺動
脈性肺高血
圧症

2009/5/25 2010/3/26 髙瀨浩之

12 治
験 12935

症候性肺動脈性肺高血圧症患者にお
けるBAY63-2521錠（1.0㎎、1.5㎎、2.0
㎎又は2.5ｍｇ1日3回投与）の安全性
および忍容性を検討する他施設共同、
国際共同、長期継続試験

バイエル薬品
株式会社

BAY63-
2521

症候性肺動
脈性肺高血
圧症

2009/5/25 2010/3/26 髙瀨浩之

13 研
究 なし 慢性気管支炎患者における気流閉塞

の有無と程度
財団法人しず
おか産業創造
機構

なし
肺小細胞癌
マ ー カ ー

（健康成人）
2009/12/10 2010/1/30 柏原貴之

（2005年5月24日から2022年5月31日現在）

治験管理室 取り扱い試験一覧
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14 治
験 177-CL-102

YM177第Ⅲ相試験（手術後疼痛）―
手術後疼痛患者を対象としたYM177

（セレコキシブ）の有効性を検証するた
めのエトドラク及びプラセボ対照多施設
共同二重盲検群間比較試験―

アステラス製
薬株式会社 YM-177 手術後疼痛 2010/1/15 2010/12/1 鷲津潤爾

15 研
究 006ZS

糖尿病網膜症合併高コレステロール血
症患者を対象としたスタチンによる
LDL-C低下療法（通常治療/強化治
療）の比較研究（EMPATHY）

EMPATHY
研究会 なし 脂質異常症 2010/10/21 2015/10/31 後藤良重

16 治
験 EFC11319

急性冠症候群発症後2型糖尿病患者
におけるlixisenatide投与時の心血管
アウトカムを評価する二重盲検、ランダ
ム化、プラセボ対照、並行群間比較、
多施設共同試験

サノフィ株 式
会社 AVE0010

急性冠症候
群 発 症 後2
型糖尿病患
者

2010/11/26 2015/3/9 髙瀨浩之

17 治
験 192024-067

化学療法による睫毛貧毛症の日本人
患者を対象として、LAT-AGN-1920 
240.03％製剤を1日1回投与したときの安
全性及び有効性（睫毛の全般的な

「際立ち度」の改善）を評価する、多
施設共同、ランダム化、二重盲検、プ
ラセボ対照、並行群間比較試験

シミック株式会
社

LAT-AGN-
192024 睫毛貧毛症 2011/5/27 2012/6/29 鷲津潤爾

18 治
験

D5132
C00001

心筋梗塞の既往歴がある患者を対象
に、 アスピリン 治 療 下 に お け る
AZD6140による血栓イベント発現の予
防効果をプラセボと比較する国際共同
二重盲検無作為化プラセボ対照並行
群間比較試験

アストラゼネカ
株式会社 AZD6140 急性冠症候

群再発予防 2011/7/26 2014/12/31 髙瀨浩之

19 治
験

JNS024ER-
KAJ-C02

JNS024ERの中等度から高度の癌性
疼痛を有する日本人及び韓国人被験
者を対象とした実薬対照二重盲検比
較試験

ヤンセンファー
マ株式会社 JNS024ER 癌性疼痛 2011/11/9 2012/10/31 鷲津潤爾

20 治
験

TAK-438/
CCT-301

NSAID長 期 投 与 時の胃潰 瘍 又は
十二指腸潰瘍の再発抑制における、
TAK-438（10mg、20mg） の 第3相
二重盲検比較試験

武田薬品株式
会社 TAK-438 NSAIDｓ潰

瘍予防 2011/12/26 2013/6/30 梶村昌良

21 治
験

TAK-438/
OCT-301

NSAID長期投与時の胃潰瘍又は十二
指腸潰瘍の再発抑制における、TAK-438

（10mg、20mg）の第3相長期継続投
与試験

武田薬品株式
会社 TAK-438 NSAIDｓ潰

瘍予防 2011/12/26 2013/12/31 梶村昌良

22 治
験 1108V9222

S-297995のオピオイド投与に伴う便秘を
有するがん患者を対象とした後期第2
相臨床試験

塩野義製薬株
式会社 S-297995 がんオピオイ

ドによる便秘 2012/1/5 2013/2/27 鷲津潤爾

23 治
験

B3D-MC-
GHDN

大腿骨頸部骨折治癒に対するテリパラ
チドの効果

日本イーライリ
リー株式会社 テリパラチド 骨粗鬆症 2012/2/3 2014/3/31 大石強

24 治
験 002

C.difficile感染症に対する抗菌薬治療
を受けている患者を対象としたMK-6072

（C.difficileトキシンBに対するヒトモノク
ローナル抗体）及びMK-3415A（C.difficile
トキシンA及びトキシンBそれぞれに対す
るヒトモノクローナル抗体）の単回投与
による有効性、安全性及び忍容性に
ついての第Ⅲ相二重盲検無作為化プ
ラセボ対照試験（MODIFYII）

MSD株式会社 MK-3415A C.diff ici le
感染症 2012/5/15 2015/6/30 梶村昌良

25 治
験

ITM-
058F-001

ITM-058の閉経後骨粗鬆症又は骨量
減少を認め、腰背部痛を伴う椎体の
新鮮骨折を有する患者を対象とした、
プラセボ対照二重盲検無作為化群間
比較試験（第Ⅱ相試験）

帝人ファーマ
株式会社 ITM-058 骨粗鬆症 2012/6/21 2013/3/31 大石強

26 治
験

TAK-385/
CCT-101

子宮内膜症の治療における、TAK-
385の10mg、20mg及び40mgを経 口
投与したときの有効性及び安全性を検
討する、プラセボ対照の第2相多施設
共同無作為化二重盲検並行群間比較
試験

武田薬品株式
会社 TAK-385 子宮内膜症 2012/7/27 2013/5/24 稲本裕
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27 治
験

TAK-385/
OCT-101

子宮内膜症の治療における、TAK-
385の10mg、20mg及び40mgを12週
間以上経口投与したときの安全性及び
有効性を検討する、第2相多施設共
同長期継続投与試験

武田薬品株式
会社 TAK-385 子宮内膜症 2012/7/27 2013/5/24 稲本裕

28 研
究

279/CR1-
003

アジルサルタンの夜間血圧に対する効
果の検討 ACS研究会 アジルバ 高血圧 2012/12/20 2013/12/6 髙瀨浩之

29 治
験

SPL/
017LS1221

腰部脊柱管狭窄症に対するSPL-017
静脈内投与時の安全性及び有効性の
検討を目的とした無作為化二重盲検、
プラセボ対照、前期第II相試験

ス キ ャ ン ポ
ファーマ株式
会社

SPL-017 腰部脊柱管
狭窄症 2013/1/25 2013/8/31 大石強

30 研
究

WEUSKOP
6290

慢性気管支炎患者における気流閉塞
の有無と程度

グラクソスミス
クライン株式会
社

なし 慢性気管支
炎 2013/4/12 2013/11/25 柏原貴之

31 研
究

PARAMOUNT-
HDStudy
Ver2.0

血液透析中の腎性貧血患者に対する
エポエチンベータペゴル製剤投与時の
維持ヘモグロビン値による予後の評価

（PARAMOUNT-HDstudy）

特定非営利活
動法人日本臨
床研究支援ユ
ニット

ミルセラ 腎性貧血 2013/5/10 2016/7/4 伊藤寿樹

32 治
験

D961
UC00002

難治性逆流性食道炎患者を対象とし
たD961H20mg1日2回経口投与とD961H 
20mg1日1回経口投与の有効性及び安
全性を比較検討する多施設共同、無
作為化、二重盲検、並行群間比較試
験

アストラゼネカ
株式会社 D961H 難血性逆流

性食道炎 2013/6/17 2014/5/31 梶村昌良

33 治
験

M801801-
01

M801801の尋常性乾癬に対する第III
相臨床試験

マルホ株式会
社 M801801 尋常性乾癬 2013/7/1 2015/3/31 浦野聖子

34 研
究 なし 本態性高血圧症に対するカルシウム拮

抗薬高用量投与の検討
CARILLON
研究会

アダラート
80mg 高血圧 2013/8/16 2015/6/30 髙瀨浩之

35 治
験 IE3701

SUNY7017（メマンチ塩酸）のドネペ
ジル塩酸塩併用時における中等度及び
高度アルツハイマー型認知症対す製造
販売後臨床試験

第一三共株式
会社 ＳＵＮＹ7017

アルツハイ
マー型認知
症

2013/8/22 2015/4/27 高橋良知

36 治
験 16099

日本人のMRSA感染症（皮膚・軟部
組織感染症又はそれに伴う敗血症）
患者におけるBAY1192631の有効性
及び安全性についてリネゾリドと比較検
討することを目的とした多施設共同、
前向き、実薬対照、無作為化、非盲
検比較試験

バイエル薬品
株式会社 BAY1192631 M R S A 感

染症 2013/10/31 2016/11/30 浦野聖子

37 治
験 1331V9236

オピオイド誘発性の便秘症を有するが
ん患者を対象としたnaldemedineの第
3相臨床試験－二重盲検並行群間比較
試験－

塩野義製薬株
式会社 Naldemedine がんオピオイ

ドによる便秘 2013/12/25 2015/12/31 浅羽雄太郎

38 治
験 1332V9237

オピオイド誘発性の便秘症を有するが
ん患者を対象としたnaldemedineの第
3相臨床試験―継続投与試験―

塩野義製薬株
式会社 Naldemedine がんオピオイ

ドによる便秘 2013/12/25 2016/3/31 浅羽雄太郎

39 治
験

NS304
AP2-1

間歇性跛行を伴う閉塞性動脈硬化症
患者を対象としたNS-304の用量探索
試験

日本新薬株式
会社 NS-304 閉塞性動脈

硬化症 2014/3/25 2015/1/31 鈴木正彦

40 治
験

2819-CL-
3002

OPT-80第Ⅲ相試験Clostridiumdifficile
関連下痢症患者（CDAD）を対象と
したバンコマイシン（VCM）対照二重
盲検無作為化並行群間比較試験

アステラス製
薬株式会社 OPT-80

Clostridium
difficile関連
下痢症

2014/7/24 2016/9/16 梶村昌良

41 研
究 なし

機能性ディスペプシアに対する六君子
湯の有効性および安全性に関する多
施設二重盲検比較試験

DREAMStudy
研究会 六君子湯 機能性ディ

スペプシア 2014/11/4 2016/3/31 白井直人

42 治
験 15832

症候性子宮内膜症患者を対象に腟内
リングに含有された異なる用量のアロマ
ターゼ阻害剤とプロゲスチンを12週間
投与したときの有効性と安全性をプラセ
ボ及びリュープロレリン酢酸塩との比較
において評価することを目的とした無作
為化、二重盲検、並行群間比較、多
施設共同試験

バイエル薬品
株式会社 BAY98-7196 子宮内膜症 2014/11/28 2015/12/31 稲本裕
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43 治
験

DS5565-
A-J304

ANASIAN,PHASE3,MULTICENTER,RANDO
M I Z E D , D O U B L E - B L I N D , P L A C E B O -
CONTROLLED14-WEEKSTUDYOFDS-
5 5 6 5 I N P A T I E N T S W I T H P O S T -
HERPETICNEURALGIAFOLLOWEDBYA52-
WEEKOPEN-LABELEXTENSION

第一三共株式
会社 DS-5565 帯状疱疹後

神経痛 2014/12/19 2016/9/15 浦野聖子

44 治
験

MLN0002/
CCT-101

中等症又は重症の日本人潰瘍性大腸
炎患者の導入療法及び維持療法にお
ける、MLN0002（300㎎）を点滴静
注した時の有効性、安全性及び薬物
動態を検討する、プラセボ対照の第Ⅲ
相他施設共同無作為化二重盲検並行
群間比較試験

武田薬品工業
株式会社 MLN0002 潰瘍性大腸

炎 2015/2/4 2015/11/13 梶村昌良

45 研
究

DK14-HP-
001-HM

ヘリコバクターピロリ抗原迅速検出キッ
トDK14-HP-001の性能評価

デンカ生検株
式会社 なし ピロリ菌 感

染症 2015/2/13 2016/3/31 白井直人

46 治
験

R668-
AD-1334

中等症から重症のアトピー性皮膚炎成
人患者に対するDUPILUMAB単剤療
法の有効性及び安全性を検討する第
III相検証的試験

Regeneron
Pharmaceuticals,
Inc./サノフィ株式会社

Dupilumab アトピー 性
皮膚炎 2015/3/16 2016/3/31 浦野聖子

47 治
験

PR-MRQ-
P3-A

MRQ-01のがん性突出痛に対する第Ⅲ
相比較臨床試験

丸石製薬株式
会社 MRQ-01 がん性突出

痛 2015/6/26 2016/10/28 黒石重城

48 治
験

PR-MRQ-
P3-B

MRQ-01のがん性突出痛に対する長
期投与試験

丸石製薬株式
会社 MRQ-01 がん性突出

痛 2015/6/26 2016/10/28 黒石重城

49 治
験

R668-
AD-1415

アトピー性皮膚炎患者の治療反応の維
持を目的とする、DUPILUMAB単剤
療法における異なる投与レジメンの有
効性および安全性を評価する第III相
無作為化二重盲検プラセボ対照試験

Regeneron
Pharmaceuticals,
Inc./サノフィ株式会社

Dupilumab アトピー 性
皮膚炎 2015/7/24 2016/12/28 浦野聖子

50 治
験

R668-
AD-
1225.03

先行するDupilumab臨床試験に参加
していたアトピー性皮膚炎患者を対象と
したDupilumabの非盲検試験

Regeneron
Pharmaceuticals,
Inc./サノフィ株式会社

Dupilumab アトピー 性
皮膚炎 2015/7/24 2018/6/13 浦野聖子

51 治
験

M518101-
J05

M518101の尋常性乾癬に対する第Ⅲ
相試験-二重盲検群間比較試験-

マルホ株式会
社 M518101 尋常性乾癬 2015/7/28 2016/3/25 浦野聖子

52 研
究 なし

ピロリ菌除菌後健康人における胃粘膜
DNAメチル化レベルを用いた胃がん発
生高危険度群の捕捉に関する多施設
共同前向きコホート研究

国立がんセン
ター なし ピロリ菌 除

菌後 2015/8/7 2023/3/23 白井直人

53 治
験 KCT1301

KCT-0809のシェーグレン症候群に伴う
ドライアイ患者を対象とした第III相検証
試験

キッセイ薬 品
工業株式会社

オザグレルナ
トリウム

シェーグレン
症候群のド
ライアイ

2015/9/2 2016/12/15 原田祐子

54 治
験 KCT1302

KCT-0809のシェーグレン症候群に伴う
ドライアイ患者を対象とした長期継続投
与試験

キッセイ薬 品
工業株式会社

オザグレルナ
トリウム

シェーグレン
症候群のド
ライアイ

2015/9/2 2017/7/12 原田祐子

55 治
験

TAK-272/
CCT-101

微量アルブミン尿を呈する2型糖尿病患
者を対象にTAK-272を経口投与したと
きの有効性及び安全性の用量反応関
係を検討するプラセボ対照の第2相多
施設共同無作為化二重盲検並行群間
比較試験

武田薬品工業
株式会社 TAK-272

糖尿病を合
併した早期
腎症

2015/10/13 2016/8/31 髙瀨浩之

56 治
験 20140234

筋肉関連の副作用のため有効量の
HMG-CoA還元酵素阻害剤に不耐性
の日本人高コレステロール患者を対象
にエゼチミブと比較してエボロクマブの
安全性及び有効性を評価する二重盲
検 無 作 為 化 多 施 設 共 同 試 験

（GAUSS-4:GoalAchievementafterUti
lizingananti-PCSK9antibodyinStati
nIntolerantSubjects）

アステラス・ア
ムジェン・バイ
オファーマ株
式会社

AMG145 スタチン不
耐症 2016/2/4 2017/5/31 髙瀨浩之

57 治
験

KRP209-
T202

KRP-209第II相臨床試験－自覚的耳鳴
患者を対象としたKRP-209の有効性及
び安全性を検討するためのプラセボ対
照二重盲検比較試験－

杏林製薬株式
会社 KRP-209 耳鳴り症 2016/5/27 2017/5/24 関敦郎

58 治
験 KLH1204 KLH-2109の子宮内膜症患者を対象と

した後期第II相臨床試験
キッセイ薬 品
工業株式会社 KLT-2109 子宮内膜症 2016/5/31 2018/4/12 稲本裕
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研究代表者 治験薬名 対象疾患 契約日 終了予定日
終了報告日

治験責任医師
研究責任者

59 治
験 AJ1001

SK-1403第I／II相試験維持血液透析
下の二次性副甲状腺機能亢進症患者
を対象とした単回及び反復静脈内投
与試験

三和化学工業
株式会社 SK-1403

二次性副甲
状腺機能亢
進症

2016/10/28 2016/12/26 渥美浩克

60 研
究

LIX-
DS-15022

非弁膜症性心房細動を有する後期高
齢患者を対象とした前向き観察研究

第一三共株式
会社 なし 非弁膜症性

心房細動 2016/11/29 2020/9/30 髙瀨浩之

61 治
験

MN-10-
T-306

骨折の危険性の高い原発性骨粗鬆症
に対するMN-10-TAIの第III相臨床試験 
－注射用テリパラチド酢酸塩を対照とし
た骨量非劣性試験－

旭化成ファー
マ株式会社

MN-10-T-
AI 骨粗鬆症 2017/1/27 2018/7/3 大石強

62 治
験 014

単純性腎盂腎炎及び複雑性尿路感染
症の日本人患者を対象にceftolozane/
tazobactam（MK-7625A）の有効性
及び安全性を検討する多施設共同、
非盲検、非対照、第Ⅲ相試験

MSD株式会社 MK-7625A 尿路感染症 2017/2/24 2017/8/18 高田三喜

63 治
験 A4091064

膝関節，股関節または肩関節の関節全
置換術を実施したtanezumab試験の
被験者を対象とした第3相多施設共同
長期観察試験

ファイザー株
式会社 Tanezumab 変形性関節

症 2017/3/24 2018/2/9 大石強

64 治
験 A4091058

膝関節または股関節の変形性関節症
患者を対象としたTanezumabの長期
安全性および鎮痛効果を皮下投与によ
り評価する第3相多施設共同無作為化
二重盲検実薬対照試験

ファイザー株
式会社 Tanezumab 変形性関節

症 2017/3/24 2019/5/31 大石強

65 治
験

D1699
C00001

収縮性が低下した心不全患者におけ
る心不全の悪化又は心血管死の発現
に対するダパグリフロジンの効果を検討
する試験

アストラゼネカ
株式会社 Dapagliflozin 心不全 2017/4/28 2019/9/13 髙瀨浩之

66 治
験

NS-304C-
P3-1

慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症
（CTEPH）を対象としたNS-304（セレ
キシパグ）の有効性及び安全性の検
証試験（第III相）

日本新薬株式
会社 NS-304

慢性血栓塞
栓性高血圧
症

2017/6/23 2018/11/30 髙瀨浩之

67 治
験

M525101-
01

nemolizumabのアトピー性皮膚炎に対
する第III相試験―比較/長期継続投
与試験―

マルホ株式会
社 nemolizumab

アトピー 性
皮膚炎の掻
痒

2017/10/27 2020/1/31 浦野聖子

68 治
験

I4V-MC-
JAHL

中等症から重症のアトピー性皮膚炎患
者を対象としたバリシチニブの有効性
及び安全性を評価する多施設共同無
作為化二重盲検プラセボ対照第III相
試験

日本イーライリ
リー株式会社 バリシチニブ アトピー 性

皮膚炎 2017/12/12 2019/1/19 浦野聖子

69 治
験

I4V-MC-
JAHN

アトピー性皮膚炎患者を対象としたバリ
シチニブの長期安全性及び有効性を
評価する多施設共同二重盲検第III相
試験

日本イーライリ
リー株式会社 バリシチニブ アトピー 性

皮膚炎 2017/12/12 2022/12/31 浦野聖子

70 治
験

ALN-
AS1-003

ENVISION：急性肝性ポルフィリン症患
者を対象としてgivosiranの有効性及
び安全性を評価する第III相無作為化
二重盲検プラセボ対照多施設共同試
験及びオープンラベル継続投与試験

Alnylam
Pharmaceuticals
社

Givosiran 急性肝性ポ
ルフィリン症 2018/3/23 2021/6/25 後藤良重

71 治
験

D169
CC00001

左 室 駆 出 率 の 保 た れ た 心 不 全
（HFpEF）患者を対象として、心血管
死又は心不全悪化の減少に対するダ
パグリフロジンの効果を評価する国際
共同二重盲検無作為化プラセボ対照
第III 相試験 DELIVER 試験－左室
駆出率が保たれた心不全患者におけ
るダパグリフロジンの生存状況に対する
改善効果の検討－ 

アストラゼネカ
株式会社 Dapagliflozin 心不全

（HFpEF） 2018/9/28 2022/6/30 髙瀨浩之

72 治
験

I4V-MC-
JAIY

中等症から重症のアトピー性皮膚炎患
者を対象に外用コルチコステロイドと併
用したバリシチニブの有効性及び安全
性を評価する多施設共同無作為化二
重盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験 

日本イーライリ
リー株式会社 バリシチニブ アトピー 性

皮膚炎 2018/10/26 2019/8/23 浦野聖子

73 研
究 なし

セロタイプ1 HCV患者への実臨床下に
おけるDAAsの効果に関する後ろ向き
多施設共同試験

地方独立行政
法人静岡県立
病院機構
静岡県立総合
病院

なし セロタイプ1 
HCV患者 2018/10/31 2020/3/27 石田紘基
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種
別 実施計画書番号 治験課題名／研究課題名 治験依頼者

研究代表者 治験薬名 対象疾患 契約日 終了予定日
終了報告日

治験責任医師
研究責任者

74 研
究

JROADHF-
NEXT

心不全の発症・重症化の高精度予測
とそれに基づく最適な治療法の開発の
ための心不全レジストリ

九州大学大学
院医学研究院
循環器内科学
分野
九州大学病院
循環器内科

なし 心不全 2019/7/25 2024/3/31 髙瀨浩之

75 治
験

R3500-
AD-1805

中等度から重度のアトピー性皮膚炎の
成人患者を対象としたREGN3500の有
効性、安全性、及び薬物動態プロファ
イルを検討する第2b相、無作為化、二
重盲検、プラセボ対照、並行群間比
較、用量設定試験

Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc. REGN3500 アトピー 性

皮膚炎 2019/8/23 2020/12/31 浦野聖子

76
研
究（
特
定
）

DAPPER 
Study

2型糖尿病を伴う心不全患者の微量ア
ルブミン尿に対するダパグリフロジンの
予防・抑制効果に関する臨床試験

国立循環器病
研究センター Dapagliflozin

2型糖尿病
を伴う心不
全患者

2019/11/27 2023/12/31 髙瀨浩之

77 研
究 なし

腎機能低下症例を含むがん患者にお
ける骨転移治療薬デノスマブの安全性
に関する後ろ向き多施設共同試験

地方独立行政
法人静岡県立
病院機構
静岡県立総合
病院

なし
腎機能低下
症例を含む
がん患者

2020/3/13 2020/7/31 石田紘基

78 研
究 OBS15990

アトピー性皮膚炎に対しデュピクセントを
使用する成人患者を対象としたプロス
ペクティブ観察研究（GLOBOSTAD 
Study）

Sanofi-Aventis 
Groupe Dupilumab アトピー 性

皮膚炎 2020/10/14 2027/7/30 渋谷千加

79 治
験

ALN-
AS1-007

急性肝性ポルフィリン症（AHP）患者
を対象としたGivosiran拡大アクセス試
験

Alnylam
Pharmaceuticals社 Givosiran 急性肝性ポ

ルフィリン症 2020/11/27 2022/3/31 後藤良重

80 治
験

P-PD-
TBZNAC

TBZNACのウィルソン病患者を対象と
した薬力学的試験

ニプロ株式会
社 TBZNAC ウィルソン病 2021/12/21 2023/4/30 竹内靖雄

81 研
究 なし

PVC-3 セツキシマブ関連Infusion 
Reactionリスク因子に関する多機関共
同後方視的研究

焼津市立総合
病院 なし 大 腸 がん・

頭頸部がん 2022/3/14 2022/3/31 石田紘基
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診 療 科 氏名 役職 卒年 診 療 科 氏名 役職 卒年
内科 消化器 白井　直人 診 療 部 長 平成3年 脳神経外科 難波　宏樹 昭和54年

消化器 竹内　靖雄 診 療 部 長 平成5年 橋本　義弘 昭和62年
消化器 髙垣　航輔 診 療 部 長 平成8年 皮膚科 石部　純一 診療副部長 平成21年
消化器 森　　泰希 診 療 部 長 平成17年 渋谷　千加 平成31年
消化器 大津　卓也 医 長 平成26年 泌尿器科 海野　智之 診 療 部 長 平成6年
消化器 山田　　裕 副 医 長 平成28年 児玉　　尭 平成30年
消化器 遠藤　　茜 平成28年 土屋　喜洋 平成31年
循環器 髙瀨　浩之 副 院 長 昭和63年 耳鼻咽喉科 濵田　　登 診 療 部 長 平成8年
循環器 待井　将志 平成12年 高橋　佳也 平成30年
循環器 林　　和沙 医 長 平成26年 産婦人科 鹿野　共暁 診 療 部 長 平成9年
循環器 中野　　秀 副 医 長 平成28年 鈴木　留美 診 療 部 長 平成2年
循環器 金　　史彦 副 医 長 令和4年 成瀬　香織 診 療 部 長 平成17年
内分泌 後藤　良重 副 院 長 昭和62年 有澤　奈良 診療副部長 平成19年
内分泌 鈴木　究子 平成7年 金子　麻利 診療副部長 平成19年
内分泌 伊藤　　暉 平成31年 稲本　　裕 昭和50年
内分泌 伊藤　佳祐 令和2年 眼科 原田　祐子 平成12年
神経 髙橋　良知 副 院 長 昭和62年 形成外科 山田　萌絵 医 長 平成22年
呼吸器 貝田　勇介 診 療 部 長 平成11年 岡崎　孝朱 平成30年
呼吸器 加藤　真人 診 療 部 長 平成12年 病理 上村　　隆 診 療 部 長 平成6年
呼吸器 立田　可菜美 副 医 長 平成27年 リハビリテー

ション科
蓮井　　誠 診療副部長 平成20年

腎臓 渥美　浩克 診 療 部 長 平成16年 磯部　貴之 平成31年
腎臓 島田　幸輝 診療副部長 平成19年 鈴木　麻千子 平成24年

救急科 髙山　　晋 医 長 平成24年 健康管理センター 柏原　貴之 診 療 部 長 平成10年
小児科 三枝　弘和 診 療 部 長 平成2年 放射線科 神谷　実佳 診 療 部 長 平成11年

中島　信一 診 療 部 長 平成17年 山下　　孝 昭和45年
谷口　　彩 副 医 長 平成27年 研修医 田口　　彩 令和3年
政岡　　凌 平成30年 野﨑　飛我 令和3年
東　　駿祐 平成31年 河合　佑樹 令和3年

外科 消化器 水上　泰延 名 誉 院 長 昭和52年 杉山　智哉 令和3年
血管 鈴木　正彦 副 院 長 昭和62年 山中　健心郎 令和3年
消化器 浅羽　雄太郎 診 療 部 長 平成9年 杉山　遼悟 令和3年

前田　隆雄 診 療 部 長 平成17年 佐藤　瑠美 令和4年
伊藤　　哲 診療副部長 平成19年 橋本　野々香 令和4年
米川　佳彦 医 長 平成22年 藤本　知臣 令和4年
青木　佑平 平成31年 中原　万里 令和4年
川島　賢人 平成30年 西田　　舞 令和4年
加納　三喜子 平成22年 詫間　みなみ 令和4年

麻酔科 佐野　秀樹 診 療 部 長 平成7年 北川　美織 令和4年
坂梨　真木子 診 療 部 長 平成13年
森下　真至 医 長 平成22年

整形外科 大石　　強 病 院 長 平成元年
藤田　倫匡 診 療 部 長 平成11年
西田　達也 診 療 部 長 平成13年
宮本　繫之 診療副部長 平成19年
村上　裕樹 副 医 長 平成27年
境田　萌人 副 医 長 平成29年
田口　裕香 平成31年

遠州病院　医師名簿
2022年６月　現在
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１．投稿資格
１）本誌への投稿は原則としてＪＡ静岡厚生連遠州病院職員に限る．

２．投稿の種類
１）原著・症例報告・総説・その他

①　様式は和文または英文で，題名，所属名，著者名，要旨（和文400字以内，英文250words以内），Key word（３語
以内），本文，文献，図表の順に記述する．

②　原著は原則として和文12,000字（英文3,750words相当）以内、症例報告は和文8,000字（英文2,500words相当）以内
とする．（図表は10枚以内とする．）

　　なお，和文の場合，題名，要旨を英文でも添付することが望ましい．
③　しばしば繰り返される語は略語を用いて差支えないが，初出のときは完全な用語を用い，以下に略語を使用するこ

とを明記する．
　　（例）肝細胞癌（hepatocellular carcinoma以下，HCC と略記）．
④　図表は本文中に挿入箇所を明記し，下に説明を和文または英文で加える．図表，写真はデータで提出する．
⑤　論文の採否は，年報委員会委員長，査読者２名が決定する．
⑥　校正は原則として著者が行う．
⑦　誌名略式は医学中央雑誌刊行会編「医学中央雑誌収載誌目録略名表」および「Index Medicus」に準ずる．
⑧　文献は本文中に肩付きした引用番号順に配列する．著者名は３名まで明記し，それ以上は「ほか」または「et al.」

とする．
⑨　文献の記載順序
　　雑誌の場合

・吉村学，前田義春，奥田聖介ほか：末期に悪性高血圧症の像を呈した進行性全身性強皮症の1例．最新医学　37：
592-596，1978

・Nagao T, Inoue S, Yoshimi F et al. :Postoperative recurrence of hepatocelluiar carcinoma. AnnSurg 211:28-33, 
1990

単行本の場合
・中村恭一，喜納勇：消化管の病理と生検組織診断．医学書院，東京：149-153、1980

２）倫理
①　症例報告など患者情報の記載のある論文については，患者のプライバシー保護に十分配慮し，患者が特定されない

よう留意しなければならない．
②　投稿者および共著者は，ヒトを対象とした研究について世界医師会総会で採択されたヘルシンキ宣言（1964年制

定，2013年10月改正）を遵守し，以下の指針に則したものでなければならない．
ａ．ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号

（平成25年４月１日全面改正）
ｂ．人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第３号）
ｃ．症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針（外科関連学会協議

会・平成16年４月６日，平成21年12月２日一部改正）
③　動物を扱った研究は実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成25年環境省告示第84号）に基づ

いた各施設のガイドラインに則して行われたものでなければならない．
④　論文の投稿者は，投稿に際して論文にその旨を記載し，必要な場合には実施機関の倫理委員会等の承認を得ている

ＪＡ静岡厚生連遠州病院年報誌　投稿規定
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ことを記載する．
⑤　以上，この宣言における事実誤認または虚偽や過失により掲載された論文に対する訴えがあった場合，年報委員会

は一切の責めを負わない．
３）利益相反

①　論文の投稿者および共著者に利益相反（Conflict of Interest:COI）がある場合には開示が必要となる．投稿に際し
て下記執筆要項に則してCOI状態を報告する．なお，投稿者および共著者が開示する義務のあるCOI状態は，投稿
内容に関連する企業や団体に関わるもので，投稿時から遡って過去１年以内のものに限定する．

４）転載許諾に関して
①　他所の刊行物の図・表，および画像，文書などの全部または一部，もしくは改変引用するときは，原則として著作

権規程に照らした引用許可が必要であるため，投稿者が事前に出版社（発行者）および著者から転載許諾を得ること．

３．論文査読
１）査読者

①　査読者は１論文につき２名とする．
②　査読者の氏名は公表しない．

２）査読
①　査読はできるだけ掲載することを念頭に行う．ただし，論文の種類に見合う最低限の条件に満たさないものは掲載

できない．
３）査読者の決定

①　事務局は論文を受付けた日に，年報委員会委員長へ査読候補者の選定を依頼する．
②　年報委員会委員長は，２名査読候補者を推薦し，本人の了解を得て査読者を決定し事務局へ報告する．

４）修正論文の確認
①　査読者による修正論文の確認が必要な場合は，修正論文に「指摘事項に対する著者の回答」を添付して事務局経由

で査読者に確認を依頼する．
②　事務局は「指摘事項に対する著者の回答」を元に論文が正しく修正されているかを確認する．
③　加筆修正する場合は，訂正した箇所の文字色を変えるなどして訂正した箇所を明確にする．

５）査読証明書
①　著者の希望がある場合は年報委員会委員長名で発行する．

４．附則
１）この規程は平成29年６月１日から施行する．
２）医学中央雑誌刊行会登録．
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委員長　鹿 野 共 暁　　

委　員　竹 内 靖 雄　　島 田 幸 輝　　増 井 悦 子　

　　　　松 下 　 翠　　大 石 梨 央　　芥 川 祐 介　

　　　　福澤恵里奈　　鈴 木 絵 理　　青 木 陽 子　

事務局　佐 渡 　 早　　

編集後記

編集委員

　COVID-19感染症の流行が終息するのはいつになるのでしょうか？世界のニュースをみると、「ウィズコロナ」

ということでマスクは誰もしていないという光景もみられます。しかし現時点で日本の医療現場では、院内感

染を起こさないよう厳重な対策が求められています。いまだに入院患者さんに対する面会は禁止されています。

スマートフォンでのテレビ電話が簡単にできる時代になったとはいえ、家族や友人に会うことができないとい

うことは、患者さんにとってどれだけのストレスかと心配しています。身体的な病状にも影響をあたえている

のではないかと感じています。

　入院時にもCOVID-19の検査をしていますが、分娩の入院時にCOVID-19が陽性の場合、当院の方針として分

娩様式は帝王切開にさせてもらっています。施設によっては経腟分娩可能なところもありますが、分娩室の換

気やマンパワーなどを考慮すると、病棟スタッフや他の入院患者さんや新生児に感染させずに安全に経腟分娩

ができる状況になく、帝王切開を選択せざるを得ません。感染したとしても後遺症をのこすこともなく、隔離

する必要もない感染症であるという扱いになるまでは、もうしばらく今のままなのかもしれません。１日も早

くCOVID-19感染症の流行が終息することを祈ります。

　病院主催の学術講演会も３年続けて中止となっています。各種学会や講演会などもWEB開催となるなど、こ

こ３年で私たちをとりまく環境は大きな変化がありました。そのことも影響し昨年は遠州病院年報を発刊する

ことができませんでした。本年は２年分まとめてという形で発刊することになりました。また、WEBでの閲覧

が可能な形での発刊となりました。より多くの皆様の目にとまるようになることを期待します。

　編集委員、査読にご協力いただいた皆様、事務局の皆様、ご協賛いただきました企業の皆様に御礼申し上げ

ます。

　　令和4年9月

� 遠州病院年報委員会　委員長　 鹿�野�共�暁
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