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はじめに 

臨床研究部業績年報 16 号の発刊にあたって 

 

平成 27年度臨床研究部業績年報（第 16号）ができあがりました。 

 臨床的には、平成 26年度に引き続き平成 27年度も、新規入院患者さんの増加と在

院日数の短縮により、臨床部門の現場は大変な状況が続いています。この中で、職員

の皆さんは臨床研究にも大変頑張ってもらい、多くの論文発表や学会報告を成し遂げ

てもらいました。国立病院機構内の臨床研究センターや臨床研究部の実績評価は、平

成 26年度では 19位でした。現状のマンパワーではこれが限界かな、今後このレベル

をどうして維持していけるかなと思っていましたが、平成 27 年度は 14位に上がりま

した。昨年も記しましたが、国立病院機構共同研究に伴う研究費獲得のほか、文部科

学省や厚生労働省の科学研究費の申請も増えています。診療部のみでなく、他部門で

も国立病院機構の共同研究や学会発表、論文発表も増加しており、これらのことが、

臨床研究活性化につながっているものと思います。ただ、問題もあります。臨床研究

部開設に伴い多くの機器整備がなされましたが、時間経過とともに、かなりの部分が

老朽化しています。今までにも可能な範囲で更新してきましたが、今後計画的な機器

更新が必要です。さらに、当院の将来構想の実現に向けて研究部の移設が必要となり、

現在よりもがかなり手狭になることが予想されています。大変ではありますが、近い

将来の新たな研究部の開設とさらなる臨床研究の向上を目指して、城ヶ崎臨床研究部

長を筆頭に、職員全体で努めていきたいと思っています。 

 

平成 28年 10月 

         独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 

院長 花田修一 
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【Ⅰ】 国立病院機構 鹿児島医療センター 臨床研究部 概況 

臨床研究部長 城ヶ崎 倫久 

  

 

臨床研究部の設置は平成 11年 10 月 1 日である。 

組織として臨床研究部長の総括のもとに以下の研究室を設置している。 

1. 病態生理研究室 

2. 医用工学研究室 

3. 画像診断研究室 

4. 臨床疫学研究室 

5. 臨床研究推進室 

6.  治験管理室 

  

平成 27 年度の臨床研究部の各室の体制は以下に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

室長 

片岡哲郎     森山由紀則   今村純一    田中裕冶     薗田正浩     城ヶ崎倫久 

   

 

沿革 

 

臨床研究部は平成 11 年 10 月に設置された。当初は病態生理研究室、医用工学研究

室、画像診断研究室、臨床疫学研究室、治療評価研究室の 5 室で組織されていたが、平

成 19年に、治療評価研究室を臨床研究推進室と名称変更を行った。さらに、平成 25年に

治験管理室を加え 1部 6室で活動している。 
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鹿児島大学大学院歯学総合研究科 

当院は鹿児島大学の連携大学院となっており、講座名は先進医療学講座（連携講

座）生理活性物質制御学である。当院検査科の梅橋功佂と山本将義が大学院生として

在籍している。 

 

院内学会 

平成 28年 3月 12日(土)午前、第 3回鹿児島医療センター院内学会を開催した。17

題の発表があった。参加者は総数 103 名（医師 23名、看護部 31 名、薬剤部 5 名、臨

床検査科 11名、放射線科 5 名、臨床工学室 1 名、栄養管理室 3 名、歯科 1 名、事務

10 名、看護学校 13 名）であった。プログラム、および要旨については本業績集巻末に

示す。 

 

研究業績評価 

国立病院機構の臨床研究部の研究概要については、機構本部から毎年の業績評

価を受けている。その業績評価項目には、 

１. 国立病院機構が推進している治験、EBM推進のための臨床研究等  

２. 競争的資金獲得額  

３. 特許・知的財産収入  

４. 業績発表、独自研究 

の 4 大項目があり、それぞれが小項目に分かれている。 

今年度も「乳幼児突然死症候群（SIDS）および乳幼児突発性危急事態（ALTE）の病

態解明等と死亡数減少のための研究」（責任医師:吉永正夫）の研究において介入試

験による症例登録が 957例あり、1 例あたり 0.5ポイントが加算されたため、今年度の合

計は 1334.954 ポイントとなった。 

 

次頁に平成 27 年度の当院の臨床研究活動業績評価票を示す。 
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施設名 区分 治験・EBM等 競争的資金 特許・知財 業績発表 合計

1 名古屋医療センター 臨床研究センター 800.150 3238.050 30.500 2197.15 6265.850

2 大阪医療センター 臨床研究センター 1011.850 1298.600 0.000 3387.944 5698.394

3 東京医療センター 臨床研究センター 732.450 1675.645 0.000 2640.302 5048.397

4 京都医療センター 臨床研究センター 515.700 697.364 5.000 2848.376 4066.440

5 九州がんセンター 臨床研究センター 404.450 1558.230 0.000 2036.151 3998.831

6 九州医療センター 臨床研究センター 463.700 533.915 0.000 2833.706 3831.321

7 四国がんセンター 臨床研究センター 1280.700 253.171 67.325 1860.63 3461.826

8 相模原病院 臨床研究センター 737.550 745.282 0.000 1884.638 3367.470

9 長崎医療センター 臨床研究センター 679.250 586.067 11.500 1494.602 2771.419

10 呉医療センター 臨床研究部 464.650 165.940 0.000 1391.708 2022.298

11 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター 655.250 282.915 0.000 961.508 1899.673

12 岡山医療センター 臨床研究部 410.800 44.195 0.000 1432.886 1887.881

13 災害医療センター 臨床研究部 262.900 440.579 0.000 1065.134 1768.613

14 鹿児島医療センター 臨床研究部 846.150 80.225 50.000 358.57 1334.945

15 仙台医療センター 臨床研究部 287.050 105.736 0.025 865.984 1258.795

16 熊本医療センター 臨床研究部 347.900 25.450 25.000 855.44 1253.790

17 静岡てんかん・神経医療センター 臨床研究部 265.200 207.050 10.000 768.392 1250.642

18 北海道がんセンター 臨床研究部 253.250 131.400 0.000 824.838 1209.488

19 新潟病院 臨床研究部 67.150 881.500 0.000 234.766 1183.416

20 三重病院 臨床研究部 142.600 280.800 50.146 596.856 1070.402

21 金沢医療センター 臨床研究部 398.200 23.000 0.000 618.034 1039.234

22 四国こどもとおとなの医療センター 臨床研究部 204.400 70.125 0.000 749.74 1024.265

23 大阪南医療センター 臨床研究部 221.150 114.898 0.000 681.754 1017.802

24 刀根山病院 臨床研究部 139.500 192.250 0.000 641.122 972.872

25 別府医療センター 臨床研究部 402.950 53.625 0.000 515.836 972.411

26 千葉東病院 臨床研究部 226.900 103.875 0.000 574.434 905.209

27 北海道医療センター 臨床研究部 247.450 106.370 0.000 487.584 841.404

28 東京病院 臨床研究部 170.000 67.030 0.000 572.902 809.932

29 福山医療センター 臨床研究部 206.650 4.067 0.000 517.698 728.415

30 横浜医療センター 臨床研究部 251.200 15.124 10.000 444.178 720.502

31 岩国医療センター 臨床研究部 206.400 3.004 0.000 458.672 668.076

32 福岡病院 臨床研究部 275.950 43.555 10.000 318.35 647.855

33 宇多野病院 臨床研究部 183.250 143.750 0.000 299.544 626.544

34 仙台西多賀病院 臨床研究部 42.700 379.023 0.000 195.366 617.089

35 福岡東医療センター 臨床研究部 152.500 14.500 0.000 446.606 613.606

36 高崎総合医療センター 臨床研究部 274.750 4.550 0.000 328 607.300

37 姫路医療センター 臨床研究部 139.650 45.650 0.000 401.892 587.192

38 三重中央医療センター 臨床研究部 180.900 95.230 0.000 293.956 570.086

39 久里浜医療センター 臨床研究部 68.250 164.050 0.000 298.446 530.746

40 旭川医療センター 臨床研究部 288.500 10.750 0.000 230.962 530.212

41 嬉野医療センター 臨床研究部 208.300 26.450 0.000 277.602 512.352

42 熊本再春荘病院 臨床研究部 177.500 2.415 0.000 327.85 507.765

43 埼玉病院 臨床研究部 142.500 6.540 0.000 348.888 497.928

44 東広島医療センター 臨床研究部 137.200 9.750 0.000 348.764 495.714

45 村山医療センター 臨床研究部 44.450 97.285 50.000 302.958 494.693

46 水戸医療センター 臨床研究部 188.500 27.075 0.000 263.244 478.819

47 小倉医療センター 臨床研究部 86.850 6.000 0.000 377.77 470.620

48 神戸医療センター 臨床研究部 129.400 0.000 0.000 319.732 449.132

49 渋川医療センター 臨床研究部 99.800 2.500 0.000 335.678 437.978

50 徳島病院 臨床研究部 137.500 102.400 0.000 198 437.900

51 千葉医療センター 臨床研究部 89.250 2.500 0.000 338.83 430.580

52 下志津病院 臨床研究部 36.250 11.500 0.000 381.06 428.810

53 南岡山医療センター 臨床研究部 255.600 22.200 0.000 150.618 428.418

54 長崎川棚医療センター 臨床研究部 80.300 19.450 0.000 326.396 426.146

55 浜田医療センター 臨床研究部 224.750 0.000 0.000 199 423.750

56 西新潟中央病院 臨床研究部 87.150 23.575 0.000 302.194 412.919

57 山口宇部医療センター 臨床研究部 82.100 17.500 0.000 298.85 398.450

58 肥前精神医療センター 臨床研究部 61.250 82.440 0.000 248.226 391.916

59 まつもと医療センター 臨床研究部 35.700 20.000 0.000 329.156 384.856

60 東名古屋病院 臨床研究部 26.800 10.520 0.000 332.75 370.070

61 静岡医療センター 臨床研究部 59.350 0.000 0.000 306.178 365.528

62 宇都宮病院 臨床研究部 0.200 5.000 0.000 353.364 358.564

63 高知病院 臨床研究部 134.100 11.300 0.000 205.689 351.089

64 東埼玉病院 臨床研究部 129.050 11.531 0.000 204.884 345.465

65 南和歌山医療センター 臨床研究部 134.200 36.100 0.000 156.636 326.936

66 沖縄病院 院内標榜 22.600 2.250 0.000 298.36 323.210
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施設名 区分 治験・EBM等 競争的資金 特許・知財 業績発表 合計

67 栃木医療センター 臨床研究部 111.050 0.000 0.000 207.738 318.788

68 米子医療センター 臨床研究部 98.000 16.450 0.000 203 317.450

69 茨城東病院 臨床研究部 77.500 11.500 0.000 224.618 313.618

70 舞鶴医療センター 臨床研究部 172.750 4.500 0.000 128.038 305.288

71 弘前病院 臨床研究部 137.000 0.000 0.000 164.57 301.570

72 長良医療センター 臨床研究部 80.250 19.100 0.000 196.222 295.572

73 南京都病院 臨床研究部 31.250 25.650 0.000 231.524 288.424

74 函館病院 臨床研究部 105.600 10.788 0.000 171.956 288.344

75 鈴鹿病院 臨床研究部 7.450 238.590 0.000 42.2 288.240

76 愛媛医療センター 臨床研究部 141.100 13.293 0.000 126.07 280.463

77 信州上田医療センター 臨床研究部 78.450 3.500 0.000 190.68 272.630

78 あきた病院 院内標榜 5.050 10.195 0.000 240 255.245

79 広島西医療センター 臨床研究部 63.800 14.500 0.000 174.984 253.284

80 西別府病院 院内標榜 0.000 169.400 10.000 66 245.400

81 都城医療センター 院内標榜 1.600 3.250 0.000 236.404 241.254

82 北陸病院 院内標榜 102.750 11.500 0.000 118.316 232.566

83 豊橋医療センター 臨床研究部 100.300 0.000 0.000 132 232.300

84 鳥取医療センター 臨床研究部 28.800 3.500 0.000 196.5 228.800

85 大牟田病院 臨床研究部 48.400 27.273 0.000 130.232 205.905

86 佐賀病院 院内標榜 31.500 0.000 0.000 171.034 202.534

87 大分医療センター 院内標榜 70.000 4.000 0.000 115 189.000

88 南九州病院 臨床研究部 89.700 1.890 0.000 91.466 183.056

89 医王病院 院内標榜 22.500 0.000 0.000 160.312 182.812

90 西埼玉中央病院 院内標榜 17.700 3.500 0.000 143.888 165.088

91 琉球病院 院内標榜 93.750 13.650 0.000 53.5 160.900

92 関門医療センター 臨床研究部 12.800 1.260 0.000 138.804 152.864

93 松江医療センター 臨床研究部 9.300 0.000 0.000 131.524 140.824

94 霞ヶ浦医療センター 院内標榜 21.750 0.000 0.000 111.784 133.534

95 奈良医療センター 院内標榜 9.750 0.000 0.000 113.5 123.250

96 あわら病院 院内標榜 82.250 0.000 0.000 35.876 118.126

97 甲府病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 113.64 113.640

98 青森病院 院内標榜 53.650 8.890 0.000 46.5 109.040

99 七尾病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 106.454 106.454

100 米沢病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 100.354 100.354

101 天竜病院 院内標榜 55.400 0.000 0.000 39.188 94.588

102 宮崎東病院 院内標榜 2.200 8.250 0.000 80.5 90.950

103 さいがた医療センター 臨床研究部 32.750 0.000 0.000 57.488 90.238

104 帯広病院 院内標榜 0.000 1.000 0.000 85 86.000

105 宮城病院 臨床研究部 4.000 4.000 0.000 70.612 78.612

106 柳井医療センター 院内標榜 6.400 0.000 0.000 71 77.400

107 和歌山病院 院内標榜 20.100 0.000 0.000 56.302 76.402

108 熊本南病院 院内標榜 12.500 0.000 0.000 63.854 76.354

109 兵庫中央病院 院内標榜 25.250 10.500 0.000 38.5 74.250

110 岩手病院 院内標榜 18.300 0.000 0.000 47 65.300

111 榊原病院 院内標榜 27.500 11.250 0.000 24 62.750

112 小諸高原病院 院内標榜 14.000 13.650 0.000 34 61.650

113 八雲病院 院内標榜 1.000 7.295 0.000 52.5 60.795

114 山形病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 55.322 55.322

115 敦賀医療センター 院内標榜 20.750 0.000 0.000 34.5 55.250

116 東尾張病院 院内標榜 0.000 2.500 0.000 50.5 53.000

117 菊池病院 臨床研究部 1.500 0.000 0.000 45 46.500

118 東佐賀病院 院内標榜 2.500 0.000 0.000 39 41.500

119 盛岡病院 院内標榜 0.600 0.000 0.000 35.5 36.100

120 箱根病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 34.5 34.500

121 福島病院 院内標榜 5.750 0.000 0.000 24 29.750

122 高松医療センター 院内標榜 0.000 0.000 0.000 27.5 27.500

123 静岡富士病院 院内標榜 0.600 5.000 0.000 16 21.600

124 下総精神医療センター 院内標榜 2.500 0.000 0.000 16 18.500

125 やまと精神医療センター 院内標榜 1.500 0.000 0.000 16.882 18.382

126 東徳島医療センター 院内標榜 0.200 0.000 0.000 16 16.200

127 釜石病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 16 16.000

128 八戸病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 15 15.000

129 賀茂精神医療センター 院内標榜 0.250 0.000 0.000 11 11.250

130 花巻病院 院内標榜 0.000 3.000 0.000 7 10.000
131 神奈川病院 院内標榜 2.150 0.000 0.000 6.5 8.650
132 いわき病院 院内標榜 0.000 0.000 0.000 1.5 1.500
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【Ⅱ】 活動報告 

 

◇平成 27年度研究テーマ 

1. 動脈硬化性疾患の危険因子の性差と予防に関する多施設共同前向きコホート研究 

（Nationwide Gender-specific Atherosclerosis Determinants Estimation and Ischemic 

Cardiovascular Disease Prospective Cohort Study: NADESICO） 

（第一循環器内科） 

冠動脈 CT を用いて冠動脈狭窄・石灰化を評価し、関連因子の性差を明らかにし、

予防を検討する多施設共同研究である。現在 30 例を登録し、予後追跡調査中であ

る。 

 

2. 冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質

低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD） 

（第一循環器内科） 

日本人冠動脈疾患患者に対して、スタチン系薬剤の高用量投与により積極的に

LDL-C をコントロールすることで、心血管イベントの発症を抑制することができるかどう

かを明らかにする目的で、医師主導大規模臨床研究を行う。 

 

3. 実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント（BES）とエベロリムス溶出性ステント

（EES）の有効性及び安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較

試験（NEXT） 

（第一循環器内科） 

新規承認される薬剤溶出性ステントであるバイオリムス溶出性ステントの有効性およ

び長期安全性を評価する。 

 

4. 実臨床における Noboriバイオリムス A9エリューティングステントの至適二剤併用抗

血小板療法（DAPT）期間の検討（NIPPON） 

（第一循環器内科） 

NoboriバイオリムスA9エリューティングステントを用いるステント留置術後の二剤抗

血小板療法において、二つの異なる継続投与療法（6 か月と 18 か月）を比較し、6 か

月後の投与期間での臨床成績が 18 か月の投与期間に劣らないことを証明する。 

 

5. 非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバン

の有効性と安全性に関する登録観察研究（EXPAND study） 
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（第一循環器内科） 

非弁膜症性心房細動患者における脳卒中および全身性塞栓症の発症に対する新

規経口第 Xa 因子阻害剤リバーロキサバンの有効性と安全性を、実地診療下におい

て確認する。 

 

6. 腎動脈狭窄症に対するステント治療の治療反応群予測因子の検討（VERDICT 

trial） 

（第一循環器内科） 

高血圧もしくは進行する腎機能障害を有する高度腎動脈狭窄症に対して経皮的ス

テント治療の現在使用しうる臨床検査所見からの治療反応群予測因子の検索を行う。 

 

7. ARB・CCB併用降圧不十分患者に対するCCB増量時の降圧効果と中心血圧につい

ての検討 

（第一循環器内科） 

高血圧症は自覚症状を伴わないことが多いものの、脳心血管イベントの重要な危

険因子であることが明らかになっており、降圧治療により血圧を低下させるとともに、長

期間にわたり厳格に血圧を管理することが重要である。単剤療法のみで降圧目標を

達成できる頻度は高くなく、降圧目標を達成するために多くの場合 2剤以上の降圧薬

が併用されているのが現状である。しかしながら、治療薬併用によっても降圧目標値

に到達しないことが多く、適切な併用治療方法が求められている。また、中心血圧は

上腕などの末梢血圧とは異なり、より臓器の灌流圧に近いことから、高血圧性臓器障

害との関連性が強く、末梢血圧以上の臨床的意義を有していると考えられており、

CCB増量による中心血圧に対する効果について検討する。 

 

8. 冠動脈ステント留置術後 12か月超を経た心房細動患者に対するワーファリン単独療

法の妥当性を検証する多施設無作為化試験（OAC-ALONE Study） 

（第一循環器内科） 

心房細動を有し、冠動脈ステント留置術後 12か月超を経た患者を対象として、ワー

ファリンとアスピリンの併用療法に対するワーファリンの単独療法の非劣性を、多施設

前向き無作為化オープンラベル比較試験において評価する。 

 

9. 高尿酸血症に対するキサチンオキシダーゼ阻害剤フェブキソスタットの血管障害予

防効果に関する多施設共同ランダム化比較試験（PRIZE study） 

（第一循環器内科） 
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高尿酸血症患者にフェブキソスタットによる尿酸低下療法を実施する際の、頸動脈

エコーで測定した頸動脈内膜中膜複合体肥厚（IMT)を指標とする動脈硬化進展抑

制効果を評価する。 

 

10. IMPROVE HF Japan Pilot試験 

（第一循環器内科） 

本邦の心不全患者を対象とした慢性心不全治療ガイドラインの実施率を調査すると

共に、実施率向上を目的とした活動による実施率の変化を評価する。 

 

11. 心不全患者の実態調査及び予後に関する前向き観察研究（多施設共同研究） 

（第一循環器内科） 

心不全により入院した患者の原因疾患や重症度、治療内容を入院時および退院時

に評価し、退院時の転帰を評価する。また、心血管疾患による入院や死亡をエンドポ

イントとし、予後調査を行うことを目的とする。 

 

12. 2管球CTを用いた冠動脈狭窄、心筋虚血、心筋線維化の総合的評価に関する多施

設研究（AMPLIFiED） 

（第一循環器内科） 

Coronary CTA、dynamic stress CTP、CTDEを含む包括的心臓CT検査の fractional 

flow reserve（FFR）の低下した血行動態的に有意な冠動脈狭窄の検出における診断

能を明らかにすることである。第二の目的は、包括的心臓 CT の予後予測における有

用性について検討することである。 

 

13. 心筋 SPECT検査による心筋血流定量測定に関する研究 

（第一循環器内科） 

何種類かの心筋血流定量解析手法を用いて負荷（アデノシン負荷、または運動負

荷）時や安静時の心筋血流指標および負荷による血流増加率を求め、最適な手法を

選択するとともに、ソフトウェアの操作性や有用性を検討することを目的とする。 

 

14. 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン

単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study） 

（第一循環器内科） 

安定型 CAD を合併する NVAF 患者におけるリバーロキサバン単独療法の有効性

および安全性をリバーロキサバンと抗血小板薬単剤併用療法と比較検討する。 
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15. J-COMPASS試験～MPIおよび CT群における追跡調査～ 

（第一循環器内科） 

J-COMPASS 研究で登録された MRI 群と CTA 群を対象に、両群の長期予後につ

いて検討することを目的としている。 

 

16. SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験（PROTECT） 

（第一循環器内科） 

SGLT2阻害薬（イプラグリフロジン）を投与するイプラグリフロジン群とSGLT2阻害薬

を投与しない対照群とで、頸動脈内膜中膜複合体肥厚（IMT）による動脈硬化、糖・脂

質代謝、血圧、心血管機能の比較検討と安全性評価を行う。 

 

17. 日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧に関する観察研

究 

（第一循環器内科） 

日本人の糖尿病合併冠動脈疾患患者を対象とした、脂質および血圧の低下とアウ

トカム（心筋梗塞、脳卒中、死亡）の関連をみる前向き観察研究である。 

 

18. 日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と標準治療

のランダム化比較試験 

（第一循環器内科） 

日本人の、心筋梗塞や不安定狭心症など急性冠症候群の既往を持つ糖尿病合併

冠動脈疾患患者を対象とした、積極的脂質低下、降圧療法と標準治療の比較を行う、

医師主導型多施設共同、オープンラベル、ランダム化並行群比較試験である。 

 

19. ペースメーカ植込み患者におけるペーシング部位の相違と予後比較 鹿児島県内関

連病院での多施設共同研究（K2-registry） 

（第二循環器内科） 

登録中である。 

  

20. 心不全患者の実態調査及び予後に関する前向き観察研究（多施設共同研究） 

（第二循環器内科） 

登録中である。 

 

21. 冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質

低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD） 

（第二循環器内科） 
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日本人冠動脈疾患患者に対して、スタチン系薬剤の高容量投与により積極的に

LDL-C をコントロールすることで、心血管イベントの発症を抑制することができるかどう

かを明らかにする目的で、医師主導大規模臨床研究を行っている。 

 

22. 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI、J-EVT/SHD） 

（第二循環器内科） 

当科の PCIや PTA症例を WEB登録中（National Clinical Database）である。 

 

23. 植込み型除細動器（ICD）、CRT-D症例のWEB 症例登録（JCDTR） 

（第二循環器内科） 

当科の ICD、CRT-D植込み症例を WEB登録中である。 

 

24. 冠攣縮性狭心症・微小血管狭心症・たこつぼ心筋症に関する登録予後調査 

（第二循環器内科） 

現在解析中である。 

 

25. 非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバン

の有効性と安全性に関する登録観察研究 

（第二循環器内科） 

現在解析中である。 

 

26. 心房細動カテーテルアブレーションを施行予定の非弁膜症性心房細動患者を対象に、

心房細動アブレーション周術期におけるダビガトランの安全性及び有効性をワルファ

リンを対照薬として比較する前向き、多施設共同、並行群試験 

（第二循環器内科） 

現在解析中である。 

  

27. 脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模臨床

研究（RESPECT Study） 

（第二循環器内科） 

日本全国の脳卒中や高血圧症等の治療を専門とする医師たちによる降圧剤による

血圧の厳格な管理は、脳卒中の再発予防につながるかについて調査することである。 

 

28. 心房細動を合併する冠動脈疾患症例に対するアピキサバン併用下 DAPT 投与期間

に関する医師主導型臨床研究（SAFE-A） 

（第二循環器内科） 
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心房細動を合併した虚血性心疾患の患者さんで、PCI で DES を使用した患者さん

が対象。抗凝固剤（エリキュース）+DAPT、DAPTの期間を 1か月と 6か月の群に分け、

安全性、有効性を検証する。 

 

29. 切開心臓手術（僧帽弁手術）の適応拡大 

（心臓血管外科） 

総計 11例、僧帽弁形成術中の 3割に達した。小切開僧房弁形成術の経験を第 48

回日本胸部外科学会九州地方総会（佐賀）で発表した。現在論文作成中である。 

  

30. open stent graftを使用した弓部置換術 

（心臓血管外科） 

弓部大動脈瘤に使用した open stent graft 41 例の経験を第 46 回日本心臓血管外

科学会総会（名古屋）にて発表。さらに注意すべき合併症に関して現在検討中であ

る。 

 

31. 自己弁温存大動脈基部再建術 

（心臓血管外科） 

総計 12 例に達した。学会発表検討中である。 

 

32. 複合手術を要した大動脈基部再建術症例の検討。 

（心臓血管外科） 

大動脈基部再建を伴う僧房弁疾患や胸部大動脈瘤に対する合併手術症例の手術

成績より治療上の問題点を検討しを論文にまとめている。 

 

33. TEVAR症例の適応拡大 

（心臓血管外科） 

胸部大動脈瘤に対して導入したステントグラフト治療も 22例に達した。そのうち臓器

分岐の再建を伴った手術成績を検討し、学会発表を計画中である。 

 

34. マイクロチップ式血流下血栓形成能解析システム（T-TAS：Total Thrombus- 

formation Analysis System）を用いたダビガトランの薬効評価 

（脳血管内科） 

非弁膜症性心房細動に対し、ダビガトランの適応となる患者で、ダビガトランを新た

に処方される患者を対象として、投与前ならびに投与後の血液を約 12 ml 採取し、血

栓形成能を T-TAS を用いて解析する。これによりダビガトランの薬効モニタリングにお
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ける T-TASの有用性を検討する。一昨年度から研究を開始し、登録はすでに終了し、

現在解析中である。 

 

35. 心原性脳塞栓症におけるヘパリン投与のタイミングと至適投与量に関する研究 

（脳血管内科） 

国立病院機構ネットワーク研究としての共同研究である。心原性脳塞栓症急性期

における再発予防としての抗凝固療法の適切な開始時期や内容、およびその危険性

については現在明らかになっていない。これを明らかにするために心原性脳塞栓症

急性期症例を前向きに登録し、観察研究を行っており、現在症例登録が進行中であ

る。 

 

36. 脳動脈解離に対する内科的治療に関する研究 

（脳血管内科） 

特に若年者の脳卒中の原因として重要な脳動脈解離において、脳虚血で発症する

未破裂脳動脈解離症例の治療法は確立されていない。本研究では同病態の治療方

針確立を目的に、脳虚血で発症し解離性動脈瘤を有さない脳動脈解離症例を対象

に前向き登録を行い、抗血栓作用と内膜保護作用を有するシロスタゾールを投与し、

その安全性と再発予防効果について検証する。現在多施設共同での登録を行って

おり、症例集積中である。 

 

37. 新規開発のマイクロチップ式血流下血栓形成能解析システム（T-TAS®）を用いたリ

バーロキサバンの薬効評価（多施設共同研究） 

（脳血管内科） 

非弁膜症性心房細動に対し、リバーロキサバンの適応となる患者で、リバーロキサ

バンを新たに処方される患者を対象として、投与前ならびに投与後の血液を採取し、

血栓形成能を T-TASを用いて解析する。これによりリバーロキサバンの薬効モニタリン

グにおける T-TAS の有用性を検討する。本年度から研究を開始し、登録を進めてい

る。 

 

38. 頸動脈内膜剥離術（CEA）における周術期モニタリングに関する研究～Bis による覚

醒レベルの評価と SEP、NIRSへの影響の研究～ 

（脳神経外科） 

Bis フーリエ解析を進行中である。症例は少しずつ増えているが、データの解析が

遅れている。麻酔による脳機能低下と術中虚血による Bis 値の相互作用を如何に処

理していくのか難しいところである。現在進行中である。 
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39. 髄液中のサイトカインに関する研究 

A: くも膜下出血の予後因子と SIRSの関係について、特に髄液中、血漿中サイトカイ

ンの変動に関する研究 

（脳神経外科） 

進行中であるが難航している。 

 

40. 髄液中のサイトカインに関する研究   

B: 特発性水頭症 iNPHにおける髄液中サイトカインの測定について 

（脳神経外科） 

進行中である。 

 

41. 頸動脈プラークにおける病理学的検討 

（脳神経外科） 

進行中である。サンプルは十分集まっている。 

 

42. 当院の抗血栓療法中の脳出血についての研究 

（脳神経外科） 

当院に入院した脳出血患者の 30％以上が抗血栓療法中の患者さんである。脳卒

中学会および当院での院内講義で発表をした。また、新たに脳出血患者の微小出血

（MB）との関連を調べたが、抗血栓療法の有無と有意な関係は認められなかった。こ

のことは出血の機序が血管内因子とは関係なく、組織圧+血管強度＜血管内圧という

出血の不等式に依存していることを示している。平成 24 年の脳卒中総会にて発表し

た。また Antithrombotic Therapy Does Not Increase Cerebral Microbleeding. という演

題を International Storke Conferrence 2013 in Hawaii. (2013.2.7 米国ハワイ）にて発表

した。現在論文執筆中である。 

 

43. メタボリックシンドロームが内頸動脈プラーク形成にどのように関与しているかについ

て（本当に肥満や高脂血症がプラーク形成に関与しているのか？） 

（脳神経外科） 

実は、痩せている人が CEA 手術対象になっているのが現実であり、太った人の

CEA症例数はむしろ少ない状況である。その疫学的調査を進行中である。メタボの人

が頸動脈プラークを形成しやすいという根拠はなかった。むしろ何らかの酸化ストレス

がプラーク形成を進行させているようである。LDL-Chol との関連も見いだされなかっ

た。酸化コレステロール MDA コレステロール等の測定ができればと考えている。何ら

かのストレスシグナルとなるプラーク形成因子を検出し、リスク予見を可能にしたいと考
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えている。すでに脳ドックの者さんグループと CEA を受けた患者さんグループとの比

較を行っている。 

 

44. 海馬プロテクター（放射線防護プロテクター） 

（脳神経外科） 

特許認定され、特許証を頂戴した。臨床実用化に向けて、現在は営業活動を推進

させるべく数社に問い合わせているが、幾つかの関門がある。 

 

45. 小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学

的検査を反映した診療ガイドライン作成に関する研究（平成 27 年度難治性疾患政策

研究事業領域別基盤研究分野） 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

46. 遺伝性不整脈疾患の遺伝子基盤に基づいた病態解明と診断・治療法の開発に関す

る研究（平成 27年度難治性疾患政策研究事業領域別基盤研究分野） 

 （小児科） 

研究進行中である。 

 

47. 未成年者、特に幼児、小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のための総合検診

のあり方に関する研究 

 （小児科） 

研究進行中である。 

 

48. 未成年者、特に幼児、小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のための総合検診

のあり方に関する研究 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

49. 乳児突然死症候群（SIDS）および乳幼児突発性危急事態（ALTE）の病態解明等と

死亡数減少のための研究 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

50. HTLV -1 basic leucine zipper factor（HBZ）の mRNAの発現量と病態との関係 

（血液内科） 



 

 

- 16 - 

 

 

成人 T 細胞白血病（ATL）発症に関して、HTLV−1 感染細胞における HTLV−1 

basic leucine zipper factor（HBZ）の重要性が報告されている。ATL患者 29例につい

て ATL細胞における HBZ mRNA発現量と、臨床データ（診断時WBC、ATL細胞数、

LDH、sIL2R、病型など）との関連を検討した。結論：ATL 細胞における HBZ mRNA

発現量と診断時 WBC、ATL 細胞数、LDH、sIL2R との間には正の相関を認めた。

ATL細胞における HBZ mRNA発現量は病勢を反映している。 

 

51. 未治療の多発性骨髄腫の日本人患者を対象としたレナリドミドの低容量デキサメタゾ

ン併用による第Ⅱ相多施設共同単群オープンラベル試験 

（血液内科） 

１例登録した。 

 

52. DPP-4阻害薬の差別化～心血管バイオマーカーへの効果について～ 

（糖尿病・内分泌内科） 

第 57 回日本糖尿病学会学術集会においてその成果を発表し、現在論文を作成し

て投稿中である。 

 

53. 周術期血糖管理用インスリン持続静注アルゴリズムの開発 

（糖尿病・内分泌内科） 

第 57 回日本糖尿病学会学術集会においてその成果を発表し、研究を継続中、か

つ現在論文を作成中である。 

 

54. 糖尿病における効果的、効率的な患者教育の包括的検討 

（糖尿病・内分泌内科） 

第 52 回日本糖尿病学会九州地方会ワークショップ 2 においてその成果を発表し、

かつ「糖尿病セルフケアに関する運動自己効力感尺度作成の試み」のタイトルで論文

を作成、雑誌「糖尿病」に投稿して現在 in press の状態である。今後も研究を継続して

いく予定である。 

 

55. 糖尿病患者下肢爪白癬に対するオゾンナノバブル水を用いた足浴効果の検討 

（糖尿病・内分泌内科） 

現在研究継続中である。 

 

56. SGLT2阻害薬の効果並びに至適使用方法の検討 

（糖尿病・内分泌内科） 

現在研究継続中である。 
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57. J-LINK study （Japanese study of Linagliptin for type 2 diabetes patients with 

NAFLD in Kagoshima） NAFLDを有する日本人 2型糖尿病患者に対するリナグリ

プチン研究 

（糖尿病・内分泌内科） 

現在研究継続中である。 

 

58. SU薬の差別化 

（糖尿病・内分泌内科） 

第 52 回日本糖尿病学会九州地方会においてその成果を発表し、現在論文を作成

中である。 

 

59. ヘリコバクターピロリ陽性患者の QOL に除菌治療がもたらす効果-多施設共同臨床

研究 

（消化器内科） 

当院を含む鹿児島、宮崎県下 15 施設が参加する多施設共同研究で、当院からは

13 症例を登録した。研究期間は終了し、解析結果もほぼ出揃った。現在論文執筆中

である。 

 

60. 鹿児島県内外における切除不能膵癌に対するアブラキサンの治療の実態調査（多

施設共同研究） 

（消化器内科） 

当院を含む鹿児島、宮崎県下 29 施設が参加する多施設共同研究で、現在当院の

IRBで審査中である。2016 年 3 月承認後から症例登録開始予定である。 

 

61. 消化器外科緊急手術症例における術後死亡予測モデル CORES、NSQIP の比較検

証試験（NHO EBM研究） 

（外科） 

平成 27 年度 42例を登録した。 

 

62. 経会陰式前立腺針生検の採取本数と前立腺癌陽性率、PSA 値との相関、および全

摘標本での陽性部位との相関性について 

（泌尿器科） 

平成 27年 3月から平成 28年 2月まで 99例の前立腺生検を行った（仙骨麻酔下、

経直腸エコーを用い経会陰式）。陽性率は約 57.6%であった。今後、PSA 値との相関、

全摘標本での検討を行っていきたい。 
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63. 進行膀胱癌に対する新しい化学療法の有用性について～GC 療法と short M-VAC

療法の比較検討～ 

（泌尿器科） 

M-VAC療法にかわり、GC療法は進行性尿路上皮癌において現在ファーストライン

の治療になっていて、導入のほとんどが GC 療法になっているのがここ数年の動きで

ある。今後、それぞれのレジメンにおいて無効例、再発例でスイッチ療法を行い、奏効

率など検討していきたい。 

 

64. 局所進行子宮頚癌根治放射線療法施行例に対する UFT による補助化学療法のラ

ンダム化第Ⅲ相比較試験 

（産婦人科） 

症例を本年度 2 例登録しフォロー中である。 

 

65. Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Z-100 plus Radiation 

Therapy in Patients with Locally Advanced Cervical Cancer - A Phase 3 trial 

（産婦人科） 

症例を本年度 2 例登録しフォロー中である。 

 

66. ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、原

発性腹膜癌における化学療法単剤に対する化学療法＋ベバシズマブ併用のランダ

ム化第Ⅱ相比較試験（婦人科悪性腫瘍研究機構：JGOG3023） 

（産婦人科） 

現在症例登録中である。 

 

67. 頭頸部癌治療における分子標的薬の効果に関する研究 

（耳鼻咽喉科） 

頭頸部進行癌治療において、化学療法や放射線治療との併用で分子標的薬治療

も行っている。他の治療法と比較して、どのような症例に有効かについて、また、QOL

の観点から症例を集積し検討している。現在症例を集積する中で、infusion reaction

や皮膚障害などの副障害に対する対策が重要であり、より良い対応の確立が確立さ

れつつある。 

  

68. 頭頸部癌治療における支持療法の有用性に関する研究 

（耳鼻咽喉科） 
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頭頸部癌治療中に、リハビリ、口腔ケア、栄養管理や精神心理および社会的問題

に関する緩和ケア等の支持療法を体系化すべく、多職種介入とチームカンファレンス

を行っている。支持療法効果について、引き続き効果の確認、集積中である。 

 

69. 石綿関連疾患の画像診断に関する検討 

（放射線科） 

県医師会報 11 月号に掲載した。 

 

70. 希釈式自己血貯血が同種血輸血減少に及ぼす影響に関する研究 

（麻酔科） 

引き続き同種血輸血を出来るだけ避けるために手術中に希釈式自己血貯血を行っ

ているが、このことが同種血輸血減少にいかほど影響をおよぼしているかを検討中で

ある。 

 

71. 挿管困難症に対する色々な挿管器具（スタイレトスコープ、エヤウェイスコープなど）

の有用性に関する研究 

（麻酔科） 

引き続き色々な挿管器具（間接喉頭鏡）が開発され臨床で使用され始めているの

で、その有用性や使いやすさなどを検討中である。 

 

72. 脊髄クモ膜下麻酔効果に体位、腹圧が及ぼす影響に関する研究 

（麻酔科） 

今年度の日本麻酔科学会で発表済みである。引き続き症例数を増やして検討を重

ねる予定である。 

 

73. 当院の宗教的輸血拒否患者の検討 

（麻酔科） 

当院は宗教的輸血拒否患者が多く集まり、手術も多いので後ろ向きに手術内容、

術前の使用可能製剤、輸血回避方法、転帰などを調査予定である。 

 

74. ICUでの血液浄化により入室日数が延びるかの検討 

（麻酔科） 

ICU での血液浄化を施行した患者としなかった患者で入院日数、重症度、転帰に

ついて検討し学会発表を行った。 
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75. 心臓粘液腫における形質細胞浸潤の検討 

（病理診断科） 

平成 28 年病理学会春期総会にて発表予定である。 

 

76. 造血幹細胞移植における口腔ケアの有効性に関する研究 

（歯科口腔外科） 

造血幹細胞移植開始前から口腔ケアを実施し、治療期間中の口腔管理を継続的

に行うことによる口腔粘膜炎等の口腔有害事象の軽減効果について、第 12回日本口

腔ケア学会総会・学術大会で報告した。 

 

77. 入院患者に対する口腔ケアチーム介入とその効果に関する研究 

（歯科口腔外科） 

口腔ケアチーム介入による口腔衛生状態の改善と全身状態に対する効果につい

て、第 26 回日本老年歯科医学会総会・学術大会で報告した。また、ICU 挿管患者に

対して口腔ケアマニュアルを適応しその効果を検討し、その結果について第 12 回日

本口腔ケア学会総会・学術大会で報告した。 

 

78. HTLV-1感染症の発症リスクの解明に関する研究 

（腫瘍内科） 

JSPFAD (HTLV-1 感染者コホート共同研究班）に参加し、約 10名のキャリアの登録

を行っている。検体収集はその後も順調に増加している。 

  

79. 悪性軟部腫瘍の分子標的薬による治療 

（腫瘍内科） 

悪性繊維性組織球種、血管周皮腫、胞巣状軟部肉腫、脂肪肉腫、平滑筋肉腫、血

管肉腫の治療を継続中である。 

 

80. 甲状腺癌の分子標的薬による治療 

（腫瘍内科） 

根治切除不能な分化型甲状腺癌 6例に治療を行った。うち 2例は死亡、1例は治

療中断、残り 3 例は引き続き内服継続中である。さらに未分化癌の治療を 4 例開始し、

2 例は死亡したが、2例は引き続き治療継続中である。 

 

81. 成人 T細胞白血病の新規化学療法の開発 

（腫瘍内科） 
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再発・治療抵抗性の成人 T 細胞白血病（ALT）に対する砒素併用化学療法につい

て、論文作成中である。 

 

82. JCOG1309 病期Ⅱ期およびⅢ期皮膚悪性黒色腫に対するインターフェロンβ局所投

与による術後補助療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階であり、当院では 1 症例をエントリーしている 

 

83. メラノーマ患者に対する PD-1 阻害薬の免疫学的作用を検討する多施設共同臨床研

究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階であり、当院では 10 症例の検体を採取している。 

 

84. 掌蹠病変の取扱いに関する 3 段階アルゴリズムの有用性を検討する多施設共同臨

床研究  

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例追跡段階であり、当院では 8 症例のデータを追跡している。 

 

85. 皮膚悪性腫瘍（non-melanoma skin cancer）の Sentinel node同定に関する研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

進捗なし。 

 

86. 進行期乳房外パジェット病に対するドセタキセルを中心とした化学療法の効果と新規

TNM分類に関する多施設共同研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

The role of sentinel lymph node biopsy in the management of invasive 

extramammary paget’s disease: Multi-center, retrospective study of 151 patients.として

2015 年 7月に J Dermatol Sci に掲載、Usefulness of docetaxel as first-line 

chemotherapy for metastatic extramammary Paget's disease.として J Dermatol に 2015

年 11月に掲載された。 

 

87. メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リンパ節郭清範囲を

明らかにするための後方視的多施設共同研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 
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Frequency of level II and III axillary nodes metastases in patients with positive 

sentinel lymph nodes in melanoma: a multi-institutional study in Japan.として 2016 年 1

月に Int J Clin Oncol に掲載された。 

 

88. 血管肉腫患者における免疫学的状態を検討する多施設共同臨床研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階であり、当院では 2 症例の検体を採取している。  
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研究概要 1：臨床研究部部門 

 

 

病 態 生 理 研 究 室 

室 長 片岡 哲郎 

当院は年間 500-600 症例の虚血性心疾患患者に対して、冠動脈形成術を行っている。

その約 9 割の患者に薬剤溶出性ステントを使用しており、約 6－12 か月の抗血小板薬 2

剤併用が必要不可欠な状況となっている。 

抗血小板薬の継続は出血リスクを増加させ、抗血小板薬中止は塞栓症リスクを増加させ

る二面性の問題が常に存在している。当院では冠動脈疾患に対して冠動脈形成術後の抗

血小板治療が適切に行えているかを、血小板凝集能検査を用いて今後評価し、適切な治

療方針の提案ができないか今年度より臨床研究を開始した。 

 

 

医 用 工 学 研 究 室 

室 長 森山 由紀則 

High riskの胸部大動脈瘤症例に対して、TEVARを導入し 23 例に達した。弓部大動脈

瘤では既にdebranch TEVARを5例に施行し、内4例には3 debranch TEVARを施行した。

現在、胸部下行大動脈瘤と B 型解離症例にも積極的に適応を拡大している。従来の体外

循環下に施行した人工血管置換術症例との成績の比較を検討中である。開胸術の既往

や著明な呼吸機能障害を来した例では明らかに成績の改善を得ている。今後は手技上困

難な腹部 debranch を要する TEVAR 症例の安全性の向上を図る予定である。Open stent 

graft使用例は現在までに 23例施行し、早期の成績については学会にて発表した。現在、

髄液ドレナージの脊髄障害予防効果を検討中である。また、人工弁ではMitroflow生体弁

を 14例に移植し、術後半年間の心エコーによる follow up dataを解析中である。従来使用

してきた CEP 弁との成績を比較する。80 歳以上の高齢者大動脈弁狭窄症に対しては、こ

れまで外科的に弁置換術を施行してきた。総数も 67例に達した。緊急手術を要した 4例を

救命出来なかったが、残る 63 例は社会復帰した。これらの症例を Euro score, ATS risk 

score により分類し、成績を検討する。来年度に整備するハイブリッド手術室を使用し経カ

テーテル的大動脈弁置換術の患者選択基準を作成する予定である。 
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画 像 診 断 研 究 室 

室 長 今村 純一 

１. 脳血管の画像に関する種々のモダリティの信頼性について 

脳動脈瘤のサイズや脳血管のサイズについては、MRA で描出される動脈瘤サイズは

明らかに脳血管撮影や 3DCTA で描出されるサイズよりも小さく描出される。MRA では、

基本的に Flow voidを利用して血管の描出を行うために、流れの遅い部位での描出が

出来ない場合があるためである。これらの比較検討を行い、画像データの解析を行っ

ているところである。担当医の転勤等で現在進行していないが、引き続きこれを行って

いく。さらに最新の 4DCTA が導入されており、放射線科及びフィリップ社の協力を得て

動脈瘤の拍動画像を撮影する研究を行っている。これによる未破裂脳動脈瘤の破裂

危険性との関係を調査したいと思っている。現在 4DCTAでの脳動脈瘤描出、中でも拍

動に伴いどれほど脳動脈瘤の変化が生じているのかは視覚化が十分なされているとは

言えないので、この視覚化が出来ると危険性におけるより多くの情報が得られる可能性

がある。 

 

２. 脳血流についての研究 

脳血流を測定するうえで CT perfusion、MRI perfusion、SPECTなどが当院では行える

ので、それぞれについての特徴と各種モダリティーにおける特徴と差異について研究

したい。各種脳血流検査では、それぞれの病態に応じて時にその評価に discrepancy

が生じる症例がある。特に、沈着停滞型の脳血流マーカーを用いた SPECT と flow 

clearance curveから計算される CT perfusionあるいはMRI perfusionでは異なる評価が

出ることがあり、その評価に困難をきたすことがあるので、各種モダリティの特徴と差異

について研究し、臨床評価に役立てたい。研究成果：これは保険の問題、患者負担も

ありデータが取りがたいので、十分な資料が出ていない。最近は、認知症患者の

SPECT による脳血流パターンの検索を行っており、その他のモダリティとの差異を検討

したい。 

 

３. 頭部被爆線量の測定 

年々、intervetional radiology（IVR）の手技が増加しているが、患者はもとより医療者の

被爆の機会も格段に増えている。これまでは頭部の被爆防御はなされていなかったが、

neurogenesis の概念が確立されている現在、頭部の被爆は極力避けるべきものと思わ

れる。今回は関係する IVR 医に頭部被曝線量測定に協力してもらい、将来的に被爆

する予想線量を検討している。IVR 医の協力を得て術中頭部被曝線量を海馬周囲で

測定した。半数以上の方が基準被曝線量を遙かに越えており、このままの状態では一

般人の 7000年分を被曝される方もいた。これらの結果については、循環器科の先生が

循環器科学会で報告した。また脳神経外科学会での発表、国立病院総合医学会での
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発表を行った。しかし頭部被曝についての理解は全般的に極めて低い状態であったの

で、これからも何らかの形で発表していきたい。これに合わせて海馬の放射線被曝プロ

テクターを特許公開している。 

 

４. 海馬の脳容量の測定と認知症の予測について 

アルツハイマー型認知症を始めとして海馬に注目が集まっている。現在は MRI で撮っ

た画像を VSRAD という海馬容量測定ソフトにより海馬の容量を測定しているが、その

他の種々の海馬容量測定ソフトと比較している。これらと脳血流 SPECT などを組み合

わせて認知症の早期診断をつけられるようなシステムを確立したい。これについては

MCI等早期からの認知症リスクの検討ができるように ADAS‐OG等の検討も出来るよう

にしていき、正確なデータとして確立した手法を構築していきたい。 

 

 

臨 床 疫 学 研 究 室  

室 長 田中 裕冶 

１. 小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的

検査を反映した診療ガイドライン作成に関する研究（平成 27 年度難治性疾患政策研

究事業 領域別基盤研究分野） 

 

２. 小児期院外心停止 (out-of hospital cardiac arrest; OHCA) 予防に関する研究 

九州学校心臓検診協議会と協力し、九州管内における 20 歳未満の院外心停止 

(OHCA) 例の調査を平成 23 年度より開始した。現在、その予後解析中であり、論文発

表予定である。 

 

３. 日本における小児期肥満頻度の縦断的・横断的研究 

文部科学省発行の学校保健統計調査報告書の身長体重相関表から小児の肥満頻度

の縦断的・横断的変化について研究を続けている。 

 

４. 鹿児島における生活習慣病検診の効果に関する研究 

鹿児島市においては 1992 年より小学生の肥満児童に対して無料の生活習慣病検診

を行っている。この検診の費用対効果を含め、検診効果の検討を続けている。 
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臨 床 研 究 推 進 室   

室 長 薗田 正浩 

当院は循環器、脳卒中、がん専門施設としての臨床研究を行っている。特に循環器の

基幹病院としての特色を生かして、心不全、虚血性心疾患、不整脈、特に心房細動、肺血

栓塞栓症を中心に症例の集積をしている。治験などに積極的に参加しているが、抗血小

板・抗凝固薬等の治験が減り治験患者数が減っている現状であるが、今後も政策医療ネッ

トワーク、EBM 推進研究、多施設共同研究、治験などに積極的に参加していきたい。 

 

 

治 験 管 理 室 

室 長 城ヶ崎 倫久 

治験管理室は、室長に臨床研究部長、副室長に臨床研究推進室長、事務局長に薬剤

科長、契約担当として業務班長、そして専任治験コーディネーター2名（薬剤師 1名、看護

師 1名）の構成で治験の推進に努めている。また、非常勤の治験コーディネーター4名と治

験専任事務官が2名配置され、治験業務のサポートを担っている。EBM研究補助者として

2名配置されており、治験コーディネーターを支援している。  
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研究概要 2：臨床部門 

 

第一循環器内科  

 第一循環器内科部長 中島 均 

平成 27 年の第一循環器内科の臨床実績は、カテーテル検査 408 例（POBA 9 例、

STENT 216 例、ROTABLATER 7例、PTA 9例、PTRA 0 例、コイル塞栓 2 例）、ペースメ

ーカー植え込み 33 例、ジェネレーター交換 12 例、EPS/ABL 3 例、ステントグラフト 11 

例、心エコー 4,888 例、血管エコー 900 例、腎動脈エコー 104 例、経食道心エコー 32

例、心筋シンチ 1,060 例と循環器内科の実績としては、全国レベルにある。 

大動脈瘤ステントグラフト治療では、腹部大動脈瘤ステントグラフト挿入は順調に症例を

こなしている。また胸部大動脈瘤ステントグラフトを 5 例に施行した。経験をもとに適応を検

討し、施行症例をより厳格に考えている。 

研究では、安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症心房細動患者におけるリバーロキサ

バン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）をはじめ、心不全患者の実態調査及び予

後に関する前向き観察研究（多施設共同研究）、冠動脈ステント留置術後 12 か月超を経

た心房細動患者に対するワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試験

（OAC-ALONE Study）、高尿酸血症に対するキサチンオキシダーゼ阻害剤フェブキソスタ

ットの血管障害予防効果に関する多施設共同ランダム化比較試験（PRIZE study）など多

数参加しており、現在データを集積中である。 

 

 

第二循環器内科   

第二循環器内科部長 薗田 正浩 

虚血性心疾患、肺血栓塞栓症、心不全および不整脈を中心にチームに分かれて臨床

研究をしている。 

虚血グループは、虚血性心疾患、末梢動脈硬化、心血管インターベンションを中心に臨

床研究を行っている。 

不整脈グループは、カテーテルアブレーション、ペースメーカ植込み、植込み型除細動

器（ICD）および心臓再同期療法(CRT）植込みを中心に臨床研究をしている。 

心不全グループは、ガイドラインに沿って統一した加療をし、多職種による早期介入、パ

スを使用することにより平均在院日数と入院回数の改善を認めている。症例の集積をして

解析中であり、睡眠時無呼吸チェック、ASV導入による臨床データを集積している。 

肺高血圧に関しては、慢性肺血栓塞栓症CTEPHに対する肺動脈拡張術（BPA）の症例

集積しており、Dual-Energy Computed Tomographyを解析している。不整脈グループは、

カテーテルアブレーション、ペースメーカ植込み、植込み型除細動器（ICD）および
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心臓再同期療法（CRT）植込みを中心に臨床研究をしている。 

第 79 回日本循環器楽器学会に 5 演題発表し、東健作先生医長がシンポジウムで

「The Impact on the Hospitalization Cost by Carperitide Infusion for Long Periods.」のタイ

トルで発表した。 

国際学会では、9月にロンドンで欧州心臓病学会（ESC）があり、下川原裕人医長

が「The availability of dual-energy computed tomography for the optimal diagnosis and  

treatment in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension.」、11月にメル

ボルンで Asia Pacific Heart Rhythm Society 2015 があり、山下恵里香医師が「Usefulness 

of F scale to Recognize Periesophageal Complication after Pulmonary Vein Isolation in 

Patients with Atrial Fibrillation.」、田上和幸医長が「Improvement of Left Ventricular 

Function and Reduction of Left Atrial Volume after Pulmonary Vein Isolation in Patients 

with Atrial Fibrillation.」のタイトルで発表した。 

その他、研修医およびレジデントを含め、国内学会や地方会にも積極的に発表し

たので、これらを論文にしていきたいと思っている。 

 

 

心 臓 血 管 外 科 

心臓血管外科部長 森山 由紀則 

１．平成 25 年度から導入した自己大動脈弁温存大動脈基部再建術（David 法）の症例数

は 12 例に達した。器質的病変を抱えた大動脈弁を温存する手技を確立するための評

価法の検討を行う。これまで経験した大動脈基部再建術 150例を振り返り、新たに弁輪

補強を加えた Yacoub法との成績の比較検討を計画中である。 

 

２． 80 歳以上の高齢者腹部大動脈瘤症例のうち、ステントグラフト使用例を含む 169 例に

おける死亡例は 2例のみである。現時点での成績を検討し、High risk例の治療方針を

確認する。 

以上昨年度からの継続研究に加えて以下の研究をする。 

３． 再手術大動脈基部再建術症例の治療上の問題点を引き続き検討する。 

 

４． 僧帽弁形成術におけるMICS手術症例の割合は現在 30％に達したが、さらにM弁に

加えて三尖弁の縫縮術まで追加し、安全性と確実性を conventional な方法と比較す

る。 

 

５． A型大動脈解離手術における open stent graft の有効性を遺残解離発生率から従来の

elephant trunk 法と比較し検討する。さらに下行大動脈内遺残解離例に対する追加

TEVARの適応を検討する。 
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脳 血 管 内 科  

 医長 松岡 秀樹 

脳血管内科では脳卒中急性期の診断、治療と病態解明を主要テーマとして臨床研究

を行っている。 

まず当科では日常診療において系統的な臨床研究の基礎資料を得るべく、平成 12 年

以来、急性期脳卒中の全入院症例を電子化されたデータベースに登録している。 

大規模臨床試験にも積極的に取り組み、本年も引き続き心原性脳塞栓症におけるヘ

パリン投与のタイミングと至適投与量に関する研究：OPT-HEPA 研究 （NHO ネットワーク

研究）などの多施設共同研究および受託研究に参加している。当科でプロトコール作成

にも参画した「非心原性脳梗塞急性期における抗血小板薬多剤併用療法（アスピリン+シ

ロスタゾール）の有効性と安全性に関する多施設共同ランダム化比較研究」においては症

例登録を継続し、また独自の臨床研究として「マイクロチップ式血流下血栓形成能解析シ

ステム（T-TAS：Total Thrombus-formation Analysis System）を用いたダビガトランならび

にリバーロキサバンの薬効評価の研究」を計画し、症例登録を行うとともに解析、論文化を

進めている。さらに脳動脈解離に対する内科治療に関する観察研究、新規抗凝固薬投

与症例の追跡研究なども進行中である。 

 

 

脳 神 経 外 科 

副院長  今村 純一 

いくつかの研究調査を進行中である。主な研究課題を下記に記載する。 

１. 脳血管撮影やその他の IVR にて頭部被曝する線量の測定を行っている。関係する

IVR医の協力にて線量を測定し、将来的被曝線量を推定する。これについては数回学

会で発表し、循環器科の先生にも発表をして戴いている。海馬新生細胞と放射線被曝

についての理解は、放射線科医、血管内治療医の間でも、未だに十分な御理解を戴

いていない。医療従事者の更なる理解の普及に努めていかなければならないと思って

いる。 

 

２. 脳出血と抗血栓療法の関係についてデータの解析を行っている。脳出血患者の約 3

分の 1 が抗血栓療法を受けている患者さんである。そのうち、脳血管の脆弱性を示唆

する MB を有している患者さんは 6 割以上であった。しかし MB 検出率は抗血栓療法

の有無とは有意な差が認められなかった。このことの意味は、出血の不等式（Pi＞

Vs+Peｘ）が出血機序であり、血管内因子（抗血栓療法の影響）には関係しないこと示唆

している。脳卒中総会で発表予定である。日本脳卒中学会および国際脳卒中会議（米

国）で発表を行った。抗血栓療法自体はMBを増加させるものではないという結果が出

ている。それを支持する仮説についても提示している。 
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３. 頸動脈プラークの研究については、CEA 患者の BMI、コレステロール値、LDL-C 値な

どを比較研究している。BMI では明らかにコントロール群に比し低く、コレステロール値、

LDL-C 値についても頸動脈プラーク群では低値を示している。冠動脈プラークと異なり、

頸動脈プラーク群ではメタボ症候群がみられないのは何故か？頸動脈プラーク形成に

ついて今後の課題として取り組んでいきたい。これらについては学会発表予定である。 

 

４. 脳外科の患者さんでは時に長期に人工呼吸管理を要する、挿管している患者さんが多

い。検査に出したり、手術に出したりの移動等で抜管事故が起こりやすい。抜管事故予

防のため、患者移動時等には細心の注意と管理が必要である。さらに抜管警報モニタ

ー等が必要と思われるが、それに適した簡便な器具がないため、当科ではその器具の

開発に向けて研究中であり、試作品作りを行っている。近くカニクイザルでの動物での

使用を計画中である。将来的には臨床使用できるようにしたい。これは試作品を作った

が、研究費用等の関係、多忙等があり未だに行えていない。特許取得を目指して何と

かデータを集めていきたいと思う。さらに試作品の改良、特に半導体センサー等の活用

を検討している。 

 

５. 深部静脈塞栓予防のための機器の開発を考えている。99.9％深部静脈塞栓予防を果

たせるような、患者に負担の少ない機器の開発を考えている。 

 

６.  Bis の導入などにより、臨床的有用性はもとより、脳波のフーリエ変換による覚醒レベル

の数値化ができるようになり「意識と脳温」の検討ができるのではないかと思っている。 

 

７. 脳神経外科の研究範囲ではないが、薬物投薬システム機器の開発を進行させている。

現在ヒヤリハット報告で薬物の誤投与が報告の約 1/3 を占めていると思われる。これら

は単純なヒューマンエラーであるが、重大な結果を招くこともあり得る。それを予防する

ために、電子カルテと連動させて投薬時間を知らせる、投薬内容確認、投薬看護師の

指紋認証による確認、正確に服用されたかを自動で確認してくれる病棟投薬システム

機器の開発を機器業者と計画進行中である。 

 

 

小 児 科  

医 長 田中 裕治 

１. 小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的

検査を反映した診療ガイドライン作成に関する研究（平成 27 年度 難治性疾患政策研

究事業 領域別基盤研究分野） 
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２. 遺伝性心疾患の遺伝子解析に関する研究 

遺伝性心疾患の中でも遺伝性不整脈疾患での検討を続けている。QT延長症候群、

QT短縮症候群、Brugada症候群、カテコラミン誘発性心室頻拍など突然死を起こしうる

心疾患を対象に、遺伝子変異と臨床病型および予後との対比を行い治療に役立てる

ことを目的に行っている。特に QT 延長症候群では責任遺伝子が明らかになれば適切

な薬剤選択が可能になるため重点的に行ってきた。 

平成 27年 2月現在、日本全国から 177家系 313名の遺伝子解析を行っている。結

果は 2013年に Circulation Arrhythmia and Electrophysiology 誌に採用されている。 

 

３. 未成年者、特に幼児、小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のための総合検診の

あり方に関する研究 

(1) 包括的データ収集 

平成 24 年度、平成 25 年度に幼児期から小・中学生 1,845 名より下記の包括的デー

タ収集を行った。 

1) 健診時計測値：身長、体重、腹囲、血圧 

2) 血液データ収集：血液生化学、糖代謝関係、ｱﾃﾞｨﾎﾟｶｲﾝ 

3) 内臓脂肪量測定：内臓/皮下脂肪測定（インピｰダンス法） 

4) 血管硬化度の測定：脈波伝播速度測定 (Pulse wave velocity) 

5) 縦断的身長/体重値収集：乳幼児健診、学校での各学年時 

6) 本人/保護者の生活習慣調査：運動/食習慣、TV視聴時間 

7) 母親の妊娠中の尿糖等の調査：妊娠中の生活が及ぼす影響 

8) 本人/保護者の実測歩数、本人の実測睡眠時間（1 週間） 

(2) 介入試験の実施 

これらのデータを基に平成 26 年度は 8 月 20 日に UMIN に介入試験登録 (ID: 

UMIN000014896)を行い、介入試験を行った。 

介入試験名：未成年者、特に幼児、小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のため

の総合検診のあり方に関する研究｛行動療法（生活習慣改善）による小

学生の肥満予防と治療に関する研究｝ 

試験簡略名：小学生の肥満解消プロジェクト 

試験デザイン：平行群間比較、ランダム化、オープン 

介入方法    介入 1: 休日に 1万歩 歩く 

介入 2: スクリーンタイムを制限する 

介入 3: コントロール（記録のみを行う） 

(3) ガイドラインの作成 

ボランティアからの包括的データおよび介入試験の結果から、小児期の生活習慣病

予防のための一次、二次予防ガイドラインを作成し、関係諸学会、諸団体に配布予定



 

 

- 32 - 

 

 

である。また病院の HPに掲載予定である。 

 

 

血 液 内 科 

血液内科部長 大塚 眞紀 

現在骨髄移植推進財団認定施設、臍帯血バンク認定移植施設となっている。全身照射

も可能となり、平成 24年度には無菌室を増床し 7床の個室と 12床の 4人部屋の無菌室が

ある。造血幹細胞移植も積極的に行っており、平成 27年度には 4例の自己末梢血幹細胞

移植と７例の同種幹細胞移植を施行した。臨床研究面では、例年通り国立病院機構血液

疾患分野政策医療ネットワーク共同研究に参加している。また未治療多発性骨髄腫に対

するレナリドミド投与の治験にも参加した。同時に成人 T 細胞白血病についても

HBZmRNA発現の面から検討を加え一定の成果を得ている。一方、標準的治療に抵抗性

を示す悪性腫瘍患者を対象とする WT1 パルス樹状細胞療法についても院内外からの協

力で治療例が増加してきている。 

 

 

糖尿病・内分泌科 

医 長 郡山 暢之 

１. 周術期血糖管理用インスリン持続静注アルゴリズムの開発 

２. 糖尿病における効果的、効率的な患者教育の包括的検討 

３. 糖尿病患者下肢爪白癬に対するオゾンナノバブル水を用いた足浴効果の検討 

４.  SGLT2 阻害薬の効果並びに至適使用方法の検討 

５.  J-LINK study (Japanese study of Linagliptin for type 2 diabetes patients with NAFLD in 

Kagoshima) NAFLDを有する日本人 2 型糖尿病患者に対するリナグリプチン研究 

以上について、継続してデータを収集して、解析を行っていく予定である。 

６.  DPP-4 阻害薬の差別化 ～心血管バイオマーカーへの効果について～ 

７. SU薬の差別化 

以上について、論文発表を行っていく予定である。 

 

 

消 化 器 内 科 

医 長 藤田 浩 

１. 平成 27 年度は多施設共同研究 2 つに参加した。「ヘリコバクターピロリ陽性患者の

QOLに除菌治療がもたらす効果」は鹿児島、宮崎県下 15施設が参加する多施設共同

研究で、当院からは 13 症例を登録した。研究期間は終了し、現在論文執筆中である。

また、「鹿児島県内外における切除不能膵癌に対するアブラキサンの治療の実態調査」
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は、当院を含む鹿児島、宮崎県下 29施設が参加する多施設共同研究で、現在当院の

倫理審査委員会で審査中である。平成 28 年 3 月承認後から症例登録開始予定であ

る。 

 

２. 学会発表を 2 演題行った。第 90 回日本消化器内視鏡学会総会（東京）では坪内医長

が、「当院における抗血栓薬服用者に対する高危険度処置内視鏡の現状と問題点」に

ついて発表した。近年高齢化に伴い、抗血栓薬服用者の内視鏡検査も増えているが、

本演題ではガイドラインの順守と関連する診療科間の連携の重要性を強調した。また、

第 105 回日本消化器病学会九州支部例会（長崎）では小野医師が「PET 検査を契機

に発見された無症候性アメーバ性大腸炎の 1例」を発表した。 

 

３.  NHO 指定研究「疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援整備研究」に参加し、当院か

らクローン病患者 1 名を登録した。 

 

 

外 科  

外科部長 菰方 輝夫 

１． 難治の肝胆膵がんに対する外科治療 

２． 胃・大腸がんに対する腹腔鏡手術 

３． 保険収載された腹腔鏡肝切除・膵切除 

４． 心大血管疾患を有した症例に対する外科治療 

５． 抗血栓剤を服用中の症例に対する外科治療 

以上を中心に臨床研究を推進する。 

平成 27年度の臨床業績は、原著英語論文 1、国際学会発表１、国内学会・研究会発表

9であった。平成 27 年度の手術実績は 430例で、食道 5 例、胃・十二指腸 48 例（鏡視下

11例）、小腸 21例（鏡視下 0例）、大腸 87例（鏡視下 21例）、肝・脾 20例（鏡視下 4例）、

胆・膵 86 例（鏡視下 34 例）、その他 163 例（鏡視下 47 例）であり、平成 26 年度 383 例に

比し47例増加した。内視鏡手術は117例、高難度内視鏡手術（胃・大腸・膵体尾部切除等）

は 32例、高難度肝胆膵手術（肝葉切除、膵頭十二指腸切除等）は 31例で、以下に過去 4

年間の手術症例実績の推移を示す。 
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泌 尿 器 科  

医 長 恒吉 研吾 

当院では仙骨麻酔下、経直腸エコーを用い経会陰式に前立腺生検（12 本針生検）を行

っている。平成 27 年 3 月から平成 28 年 2月まで 99 例の前立腺生検を行った（仙骨麻酔

下、経直腸エコーを用い経会陰式）。陽性率は約 57.6%であった。今後、PSA 値との相関、

全摘標本での検討を行っていきたい。 

GC 療法は進行性尿路上皮癌において現在ファーストラインの治療になっており、導入

のほとんどが GC 療法になっているのがここ数年の動きである。今後、それぞれのレジメン

において無効例、再発例でスイッチ療法を行い、奏効率など検討していきたい。 

 

 

産 婦 人 科 

医 長 簗詰 伸太郎 

婦人科癌についての治験および臨床試験を中心に行っている。治験では「Randomized, 

double-blind, placebo-controlled trial of Z-100 plus radiation therapy in patients with locally 

advanced cervical cancer-A phase 3 trial」が開始となり、症例を蓄積中である。その他、婦

人科悪性腫瘍研究機構、西日本婦人科腫瘍グループ、北関東婦人科癌臨床試験コンソ

ーシアムなどでの多施設共同試験に参加している。さらに、当科としての臨床研究の症例

を蓄積中であり、学会発表及び論文化を予定している。 
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耳 鼻 咽 喉 科 

 耳鼻咽喉科部長 松崎 勉 

耳鼻咽喉科では、頭頸部癌診療と入院・手術が必要な耳鼻咽喉科領域疾患に対し、県

内の医療機関と連携し診療にあたっている。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域手術症例は、

本年度も約 600例を数えている。 

頭頸部癌においては、予後およびQuality of lifeに関する検討および耳鼻咽喉科・頭頸

部外科医療の質向上のためのチーム医療について引き続き、臨床研究に取り組んでい

る。 

１. 分子標的薬の導入により、放射線治療や化学療法との併用により、進行癌や再発がん

での治療効果について、どのような治療法の組合せが良いか症例集積中であり、副障

害対策や外来化学療法の体制を確立しつつある。 

２. 頭頸部癌の診療において、精神心理的・臨床倫理的問題を検討するために多職種を

加えたチームカンファレンスを行い、患者の自己決定を支えるための介入について、家

族の支援について、その有効性について症例を重ねている｡また、多職種介入による

職員の満足度も引き続き調査研究中である。 

３. 頭頸部がん治療に伴う合併症予防のための口腔ケアや機能低下予防のためのリハビリ

の介入の意義についても、引き続き検討中である。 

４. 当院で治療した、希少症例や手術手技につき、学会誌等で報告している。 

 

 

リハビリテーション科 

医 長 鶴川 俊洋 

平成 27 年度も臨床研究は実施できていないが、そのベースとなる臨床部門の活動を報

告する。 

１. 本邦における心臓リハビリテーションの効果と普及 

心臓リハビリテーション領域では外来心臓リハビリテーションの充実を図ることが第一目

標である。当科では日々の臨床業務において積極的に外来心臓リハビリテーションに

取り組んでおり、当科での急性心筋梗塞後外来心臓リハビリテーションの実績を日本

運動療法研究会（平成 27年 6 月、埼玉）で報告した。 

 

２. 本邦におけるがんのリハビリテーションガイドライン作成およびその普及 

「がんのリハビリテーションガイドライン」「がんのリハビリテーションベストプラクティス」の

発刊における最終的なまとめを日本リハビリテーション学会学術集会（平成 27年 5月、

新潟）ならびで講演した。その内容をまとめた特集が学会誌（平成 28年 2月号）に掲載

された。筆者は脳腫瘍・頭頸部がんのリハビリテーションについて講演・執筆した。実臨

床でも頭頸部がん患者へのリハビリテーション介入は積極的に実施した。 
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放 射 線 科   

放射線科部長 米倉 隆治 

｢石綿関連疾患の画像診断に関する検討の研究」について症例を集積している。 

 

 

麻 酔 科  

 医 長 佐保 尚三 

宗教的輸血拒否患者の使用可能製剤、輸血回避手技などを後ろ向きに検討中である。

同種血輸血を出来るだけ回避するために手術中に希釈式自己血貯血を行っているが、こ

のことがいかに同種血輸血の減少や血液凝固系、術後出血量への影響を及ぼすかを検

討している。また、最近挿管困難症例対策として色々な挿管補助器具（間接喉頭鏡）が開

発され臨床に導入されているので、それらの有用性を検討している。脊髄クモ膜下麻酔に

おいて、クモ膜下腔に投与した薬液の頭側への広がりに関しては不明なことも多く、体位

や腹圧が薬液の頭側への拡大にいかなる影響を及ぼすかを検討中である。また、ICU で

の血液浄化を施行した患者としなかった患者で入院日数、重症度、転帰について検討し、

学会発表を行った。 

 

 

病 理 診 断 科 

病理診断科部長 野元 三治 

リンパ節の捺印標本の集積を継続中である。 

平成 15年以降の心臓粘液腫の 23症例を用い、浸潤している形質細胞について検討して

いる。 

 

 

歯 科 口 腔 外 科  

医 長 中村 康典 

前年から継続して口腔ケアを含む口腔管理の介入により治療期間中の口腔合併症の

軽減、予防効果の検討や治療後の口腔機能の回復、維持に関する検討などの研究を行

ってきた。その中でも今年度は下記の造血幹細胞移植治療期間における口腔ケアによる

口腔有害事象軽減の効果および入院患者への口腔ケアチーム介入による効果について

の研究を行った。 

１. 造血幹細胞移植における口腔ケアの有効性に関する研究 

２. 入院患者に対する口腔ケアチーム介入とその効果に関する研究 
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腫 瘍 内 科  

 腫瘍内科部長 魚住 公治 

平成 25年 4月 1日に腫瘍内科として診療を開始し、3年目を終えた。3年目も医師の増

員は叶わず 1 名体制で診療を継続した。患者数は順調に増加し，外来患者は毎週 40 名

前後、入院患者は 1 日あたり 12 名前後で推移している。 外来患者総数は 2 月末までで

約 1,800 名、入院患者総数は 92 名であった。患者内訳は、およそ血液腫瘍 2 割、胃癌・

大腸癌 2 割、肺癌 1 割、肉腫 1 割、甲状腺癌 1 割、その他（乳癌、原発不明癌、食道癌、

胆膵癌、悪性黒色腫、腎細胞癌、膀胱癌、胚細胞腫瘍、卵巣癌、頭頸部癌など）3 割とな

っている。昨年に引き続き、様々な腫瘍の紹介が増加してきており、全身ほぼ全ての癌腫

を診療している。今年度は昨年度以上に、特に分子標的薬による治療が増加したが、この

傾向は今後も続くと考えられる。化学療法を専門とする診療科として、より一層の診療レベ

ルの向上を図りたい。 

 

 

皮膚腫瘍科・皮膚科 

医 長 松下 茂人 

皮膚腫瘍科・皮膚科では以下の研究を主に多施設共同で推進しており成果がみられて

いる。また当施設は JCOG（Japan Clinical Oncology Group）皮膚腫瘍グループのメンバー

であり、１のよう JCOG studyにも参加している。 

 

１. JCOG1309 病期 II期および III期皮膚悪性黒色腫に対するインターフェロンβ局所投

与による術後補助療法のランダム化比較第 III相試験 

遠隔転移を有さない皮膚悪性黒色腫に対する根治手術後の病理組織学的病期 II 期

および III 期の患者を対象とし、経過観察に対するインターフェロン β（IFN-β）を用いた

術後補助療法の全生存期間における優越性を検証する。 

 

２. 有棘細胞癌・乳房外パジェット病における新規化学療法レジメンの確立と個別化への

応用 

チミジンホスホリラーゼ (TP) はフッ化ピリミジン系抗がん剤の代謝酵素で、多

くの上皮系腫瘍で発現が亢進している。本研究は、進行期皮膚がん(有棘細胞癌、

乳房外パジェット病) において、フッ化ピリミジン系抗がん剤治療での TP の関

与、血管新生阻害効果・機序の解明を行い、フッ化ピリミジン系抗がん剤治療の

効果予測因子を同定して、新規化学療法レジメンの確立と個別化への応用を目指

すことを目的としたものである。 
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３. メラノーマ患者に対する PD-1阻害薬の免疫学的作用を検討する多施設共同臨床

研究 

免疫チェックポイント阻害剤である抗 PD-1 抗体（ニボルマブ）はメラノーマに

対する新規薬物療法である。ニボルマブによるメラノーマの治療前後の患者の免

疫状態を詳細に調べた研究は未だなく、また患者個体により効果に差があるとい

う問題点もある。本研究は京都大学を中心とした共同研究であり、ニボルマブ投

与前後で患者の血液を当院で採取し、採取した末梢血中の免疫関連バイオマーカ

ー（次項に詳述）を京都大学で比較し、ニボルマブによるヒトの免疫への影響を

詳細に解析する。また、この解析結果と、メラノーマ細胞の組織型や発現分子、

患者の治療予後とを比較し、予後関連因子を調べる。そして、ニボルマブがメラ

ノーマ患者において治療効果を発揮する詳細な免疫学的機序をより詳細に解明

する。 

 

４. 掌蹠病変の取扱いに関する 3段階アルゴリズムの有用性を検討する多施設共同臨

床研究 

信州大学皮膚科が提唱した、掌蹠の母斑とメラノーマの鑑別で行われるダーモス

コピー検査の3段階アルゴリズムの有用性を多施設の症例で検討することを目的

とする。信州大学皮膚科を主管機関として、当院を含めた各参加施設において、

カルテ上の臨床情報（病歴、年齢、性別、病変の掌蹠における部位・サイズ・ダ

ーモスコピー所見・臨床所見・病理組織所見）を集積する。 

 

５. 進行期乳房外パジェット病に対するドセタキセルを中心とした化学療法の効果

と新規 TNM分類に関する多施設共同研究 

本研究はがん・感染症センター都立駒込病院皮膚科・皮膚腫瘍科を中心とした

多施設共同研究であり、進行期乳房外パジェット病に対して行われた化学療法

を確認するとともに病期分類作成のための臨床調査を行い、ドセタキセルを中

心とした化学療法の検討と新規病期分類を作成することを目的としており、J 

Dermatol Sci. 2015 Jul; 79(1): 38-42と J Dermatol. 2015 Nov; 42(11): 1072-1077. doi: 

10.1111/1346-8138. 12987で報告された。 

 

６. メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リンパ節郭清範

囲を明らかにするための後方視的多施設共同研究 

本研究は国立がん研究センター中央病院を中心とした多施設共同研究であり、皮

膚原発メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移例に対して至適な腋窩リンパ

節郭清範囲を明らかにするために多施設におけるデータを集積し現況を明らか

にすることを目的としており、Frequency of level II and III axillary nodes metastases 
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in patients with positive sentinel lymph nodes in melanoma: a multi-institutional study in 

Japanとして Int J Clin Oncol 2016 Jan 13. [Epub ahead of print]で報告された。 

 

７. 皮膚悪性腫瘍（non-melanoma skin cancer）の Sentinel node 同定に関する研究 

本研究では、皮膚悪性腫瘍（non-melanoma skin cancer）患者の摘出リンパ節を用

いて、免疫染色法による検討を行い転移の有無を判定し、微小転移の有無を正確

に判断して、適切なリンパ節郭清の決定を目指すことを目的とする。 

 

８. 血管肉腫患者における免疫学的状態を検討する多施設共同臨床研究 

本研究では、難治性皮膚悪性腫瘍である血管肉腫の免疫状態を詳しく解析し予後

関連因子を解明することで、将来的に新たな治療のターゲット因子発見につなが

ることを目的とする。  
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研究概要 3：看護部門 

 看護部長 上別府 昌子 

今年度は、院外発表 26題、学術講演 2題、著書 2題、原著論文 1題であった。前年度

院内で発表した研究や専門性を活かして取り組んだ研究など、多方面で発表の機会を得

ることができた。今年度院内発表した研究は、次年度各学会等で発表できるように準備して

いく予定である。これらの研究で得られたことを看護実践に活かし、患者・家族に還元して

いきたい。 

平成 27 年度 院内看護研究発表 

病棟 演    題 発表者 

東 2 病棟 

ICU に緊急入室した患者家族のニードとコーピ

ングの調査～CNS-FACE 家族アセスメントツー

ルを使用して～ 

月見 祐子 

東 2 病棟 

ICU におけるせん妄患者によるルート・ライン自

己抜去防止への取り組み～CAM-ICU 導入前後の

評価と抜去要因の分析～ 

平佐田 育恵 

東 3 病棟 

急性期病院の混合病棟で勤務する看護師が抱え

るジレンマ～フライSの倫理原則にあてはまらな

い事柄のカテゴリ分類～ 

瀬戸 佳代子 

東 4 病棟 
ボディイメージ変化の理解による術後経過の影

響について 
松本 志保 

東 5 病棟 

看護師が脳血管障害患者へ行ったリハビリテー

ションの効果～看護師による休日リハビリを取

り入れて～ 

瀧山 絢子 

東 6 病棟 
慢性心不全患者の生活指導システムの構築～指

導率の向上を目指して～ 
児玉 和代 

東 7 病棟 

虚血性心疾患により生活指導を受けた患者の退

院後の行動変容に伴う思いと成功体験～困難感

を抱きながら生活習慣改善を行う患者の心理～ 

山﨑 瞳 

西 3 病棟 
がん患者における胃瘻造設後のスキントラブル

の現状 
荒木 信枝 

西 4 病棟 

化学療法を受ける患者の転倒予防に対する意識

や行動の変化～転倒アセスメントスコアシート

を用いて～ 

下之薗 留美 

手術室 
手術室クリニカルラダー導入後の意識・行動の変

化 
濱本 健二 

外 来 
夜間看護業務におけるストレスの傾向～病棟業

務と救急外来業務を比較して～ 
岡村 陽子 
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研究概要 4：看護学校 

副看護学校校長 有村 優子 

各自授業や学内演習、実習教育の方法等に関するテーマで研究的に取り組み、継続

中である。今年度は、学会等の発表には至っていない。 

 

 

 

研究概要 5：コメディカル部門 

 

薬 剤 部 

薬剤部長 平山 俊一 

平成 27 年度は、「薬剤部とクリティカルパスとの関わり～グルアセト 35 注編～」を第 17

回日本医療マネジメント学会学術総会、「高用量シスプラチン 100mg/㎡投与により腎機能

障害をきたした 2例」、「配合変化表を用いた薬剤師業務の改善」、「頭頸部放射線併用化

学療法に伴う栄養状態変化の調査」を第 25 回日本医療薬学会年会、「ICT による届出制

抗菌薬適正使用への取り組み」を第 31 回日本環境感染学会総会・学術集会、「悪性黒色

腫患者におけるニボルマブ使用状況について」を日本臨床腫瘍薬学会・学術大会、「配合

変化表を用いて薬剤師業務の改善」を第 39 回国立病院九州地区薬学研究会・総会、「頭

頸部放射線併用化学療法に伴う栄養状態変化の調査」を宮崎・鹿児島地区薬学研究会

で報告をした。 

また、九州地区国立病院機構薬剤師会学術・研究委員会の共同研究において、「移植

非適応の成人 T 細胞リンパ腫・白血病（ATLL）のサイトメガロウイルス（CMV）感染症リスク

因子の検討に関する後ろ向きコホート研究」に参加し、ATLL 患者の CMV 感染症に影響

を及ぼすリスク因子への取り組みを行った。 

 

 

臨 床 検 査 科 

検査科技師長 佐々木 康雄 

平成 27 年度は院内学会、研究会等の学会報告が 22 題あった。また、研究論文も 2 編

があり、各々の担当分野のスキルアップを目的に活発に研究が行われた。 
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放 射 線 室 

放射線技師長 本村 登 

今年度は、CT 検査及びカテーテル検査の被ばく低減の検討に取り組み、学会や研究

会等で発表を行なった。放射線室の研究テーマである画像処理技術と被ばく低減につい

ては引き続き検討を行なっていきたい。 

 

 

栄 養 管 理 室 

栄養管理室長 淵脇 美保子 

平成 27 年度は、前年度同様に NST、各科カンファレンス、患者の栄養管理の充実を図

った。NST は依頼患者が減少したため、低栄養患者のスクリーニングの充実や栄養管理

の勉強会を実施した。病院食は前年度に増して、患者の食に対する要望は詳細となり、栄

養士の個人対応献立や調理師の対応が複雑化した。治療食の充実とインシデントの発生

防止に努めた。 

管理栄養士のスキルアップとしては、専門分野の資格取得継続に努めた（TNT-D や日

本病態栄養専門師を取得）。また、国立病院機構の管理栄養士協議会では、糖尿病、腎

臓病の栄養食事指導に関する研究、研究デザインに関すること、給食委託全般に関する

勉強会、人材育成に関する研究をそれぞれ行った。 
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【Ⅲ】 原 著 

欧文原著 （以下、下線は当院職員） 

 

1. Tokito A, Koriyama N, Ijuin A, Ogiso K, Nishio Y, Jougasaki M. 

Switching from Sitagliptin to Alogliptin under Treatment with Pioglitazone 

Increases High Molecular Weight Adiponectin in Type 2 Diabetes: A Prospective 

Observational Study. 

Journal of Diabetes Mellitus; 5: 258-266, 2015 Nov. 

Abstract 

Background:  

There are few clinical trials addressing the difference in pleiotropic effects among 

dipeptidyl peptidase (DPP)-4 inhibitors. We aimed to identify difference in effects on 

biochemical markers of inflammation, oxidative stress, and atherosclerosis between 

two DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes. Methods: We prospectively 

observed twenty subjects with type 2 diabetes before and after a practical medication 

change from a treatment with pioglitazone and sitagliptin 50 mg to a combination 

tablet containing the same dose of pioglitazone and alogliptin 25mg, which was 

actually identical to switching from sitagliptin to alogliptin. After 3 months, changes 

from baseline in clinical data and various biochemical markers were evaluated. In 

particular, body mass index (BMI) and hemoglobin A1c (HbA1c) were additionally 

followed after 12 months for evaluation of chronic outcomes. Results: Among markers, 

serum levels of high molecular weight (HMW) adiponectin significantly increased 

from 6.9 ± 3.6 μg/ml to 8.2 ± 4.0 μg/ml (P = 0.0045). Although no clinical data 

changed after 3 months, significant improvements in HbA1c and BMI were observed 

after 12 months. Their rates of changes tended to inversely correlate with the increased 

percentages of serum HMW adiponectin levels during initial 3 months, but they did 

not reach statistical significance. Conclusions: In spite of pretreatment with 

pioglitazone, additional increase in serum HMW adiponectin levels was demonstrated 

after switching from sitagliptin to alogliptin. Given multiple favorable roles of 

adiponectin in metabolic and cardiovascular states, alogliptin, at least when combined 

with pioglitazone, would be beneficial in treatment of type 2 diabetes. 

 

 

2. Shimokawahara H, Ijuin S, Nuruki N, Sonoda M. 

Effectiveness of dual-energy computed tomography in providing information on 

pulmonary perfusion and vessel morphology in chronic thromboembolic 

pulmonary hypertension. 

Circ J; 79(11): 2517-2519, 2015. (Epub 2015 Aug 20) 
 

 

3. Okata T, Miyata S, Miyashita F, Maeda T, Toyoda K. 

Spontaneous heparin-induced thrombocytopenia syndrome without any 

proximate heparin exposure, infection, or inflammatory condition: Atypical 

clinical features with heparin-dependent platelet activating antibodies. 

Platelets; 26(6): 602-607, 2015. (Epub 2014 Nov 10) 

Abstract 
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Recent studies suggest that a thromboembolic disorder resembling heparin-induced 

thrombocytopenia (HIT), so-called spontaneous HIT syndrome, can occur in patients 

without any history of heparin exposure. It is likely due to anti-platelet factor 4 

(PF4)/polyanion antibodies induced by other polyanions, such as bacterial surfaces 

and nucleic acids. We describe an atypical case of spontaneous HIT syndrome. A 

70-year-old man suddenly presented with acute cerebral sinus thrombosis (CST). Soon 

after the initiation of unfractionated heparin (UFH) for the treatment of CST, his 

platelet count fell precipitously and he developed deep vein thrombosis, a clinical 

picture consistent with rapid-onset HIT but without any proximate episodes of heparin 

exposure, infection, trauma, surgery, or other acute illness. Antigen assays and a 

washed platelet activation assay indicated that the patient already possessed 

anti-PF4/heparin IgG antibodies with heparin-dependent platelet activation properties 

on admission. Cessation of UFH and initiation of argatroban resulted in prompt 

recovery of his platelet count without further thromboembolic events. We identified 

two similar cases in the literature. However, these patients do not meet the recently 

proposed criteria for spontaneous HIT syndrome. Even in atypical cases, however, 

inappropriate or delayed diagnosis of HIT appears to be associated with worse 

outcomes. We propose that these atypical cases should be included in the category of 

spontaneous HIT syndrome. 

 

 

4. Oyama S, Yokota C, Miyashita F, Amano T, Inoue Y, Shigehatake Y, Sakamoto Y, 

Toyoda K, Minematsu K. 

Effective Education Materials to Advance Stroke Awareness Without Teacher 

Participation in Junior High School Students. 

J Stroke Cerebrovasc Dis; 24(11): 2533-2538, 2015 Nov. (Epub 2015 Jul 28)  

Abstract 

BACKGROUND: 

Youth stroke education is promising for the spread of stroke awareness. The aim of this 

study was to examine whether our stroke awareness teaching materials without 

teacher's participation can increase student awarenessto act fast on suspected stroke 

signs. 

METHODS: 

We used the face, arm, speech, and time (FAST) mnemonic derived from the 

Cincinnati Prehospital StrokeScale. Seventy-three students of the second grade and 72 

students of the third grade (age range, 13-15 years) in a juniorhigh school were 

enrolled in the study. The students were divided into 2 groups: students who received a 

teacher's lesson (group I) and those who did not receive a teacher's lesson (group II). 

Students in group II watched an animated cartoon and read a Manga comic in class. All 

students took the educational aids home, including the Manga comic and magnetic 

posters printed with the FAST message. Questionnaires on stroke knowledge were 

examined at baseline and immediately and 3 months after receiving the intervention. 

RESULTS: 

At 3 months after the intervention, a significant improvement in understanding the 

FAST message was confirmed in both the groups (group I, 85%; group II, 94%). 

Significant increases in the knowledge of risk factors were not observed in each group. 

CONCLUSIONS: 

Our education materials include a Manga comic, an animated cartoon, and a magnetic 

poster, without an accompanying teacher's lesson can increase stroke awareness, 

including the FAST message, in junior high school students. 
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5. Imamura T, Tanaka Y, Ninomiya Y, Yoshinaga M. 

 Combination of flecainide and propranolol for congenital junctional ectopic 

tachycardia.   

 Pediatr Int; 57(4): 716-718, 2015 Aug. (Epub 2015 Mar 25) 

 Abstract 
Congenital junctional ectopic tachycardia is a rare tachyarrhythmia with high mortality. 

A pharmacological approach in early infancy is regarded as the first-line therapeutic 

option. Pharmacologically, amiodarone alone or in combination with other drugs is the 

most commonly reported effective agent for congenital junctional ectopic tachycardia, 

but it has many adverse effects. Here we report the case of a 40-day-old infant. The 

clinical course suggests that combined oral flecainide and propranolol is an effective 

alternative therapy for early infants. Esophageal lead electrocardiography may give a 

clear diagnosis of junctional ectopic tachycardia. 

 

 

6. Owatari S, Arai A, Tsuruta T, Haraguchi K, Otsuka M, Hanada S.  

 Acute Myeloid Leukemia Diagnosed 5 Years after Adult T-Cell Leukemia/ 

Lymphoma. 

 J Clin Exp Hematop; 55(1): 29-31, 2015. 

 Abstract 

A case of secondary acute myeloid leukemia (AML) was identified following adult 

T-cell leukemia/lymphoma (ATL), for which combination chemotherapy had been 

administered, including epipodophyllotoxin, anthracycline, and alkylating agents. 

AML with maturation was diagnosed by the cytological findings, cell surface markers, 

and chromosomal abnormalities. We previously reported two cases of AML 

accompanied by ATL. In this case of AML after chemotherapy for ATL, we considered 

that the AML was probably associated with previous chemotherapy for ATL. Although 

the ATL remained in remission, the therapy-related AML with complex chromosomal 

abnormalities proved resistant to chemotherapy, and the patient died from 

complications associated with AML. 

 

 

7. Katsuya H, Ishitsuka K, Utsunomiya A, Hanada S, Eto T, Moriuchi Y, Saburi Y, 

Miyahara M, Sueoka E, Uike N, Yoshida S, Yamashita K, Tsukasaki K, 

Suzushima H, Ohno Y, Matsuoka H, Jo T, Amano M, Hino R, Shimokawa M, 

Kawai K, Suzumiya J, Tamura K; ATL–Prognostic Index Project.  

Treatment and survival among 1594 patients with ATL. 

 Blood; 126(24): 2570-2577, 2015 Dec. (Epub 2015 Sep 11) 

 Abstract 

Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL) is a malignancy of mature T lymphocytes 

caused by human T-lymphotropic virus type I. Intensive combination chemotherapy 

and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation have been introduced since the 

previous Japanese nationwide survey was performed in the late 1980s. In this study, 

we delineated the current features and management of ATL in Japan. The clinical data 

were collected retrospectively from the medical records of patients diagnosed with 

ATL between 2000 and 2009, and a total of 1665 patients' records were submitted to 

the central office from 84 institutions in Japan. Seventy-one patients were excluded; 

895, 355, 187, and 157 patients with acute, lymphoma, chronic, and smoldering types, 

respectively, remained. The median survival times were 8.3, 10.6, 31.5, and 55.0 

months, and 4-year overall survival (OS) rates were 11%, 16%, 36%, and 52%, 

respectively, for acute, lymphoma, chronic, and smoldering types. The number of 
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patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation was 227, and their 

median survival time and OS at 4 years after allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation was 5.9 months and 26%, respectively. This study revealed that the 

prognoses of the patients with acute and lymphoma types were still unsatisfactory, 

despite the recent progress in treatment modalities, but an improvement of 4-year OS 

was observed in comparison with the previous survey. Of note, one-quarter of patients 

who could undergo transplantation experienced long survival. It is also noted that the 

prognosis of the smoldering type was worse than expected. 

 

 

8. Ogiso K, Koriyama N, Akao A, Otsuji M, Goto T, Fujisaki N, Minobe M, 

Kinowaki M, Matsuki S.  

Type 1 diabetes complicated with uncontrollable adult cyclic vomiting syndrome: 

a case report. 

J Diabetes Metab Disord; 14: 72, 2015 Sep.  

Abstract 

 We herein describe the case of a 29-year-old woman with type 1 diabetes from 10 

years of age who developed adult cyclic vomiting syndrome. Beginning at 25 years of 

age, she was frequently hospitalized for stress-induced vomiting. Her vomiting 

episodes developed acutely and remitted after severe vomiting of more than 30 times a 

day for a few days. The vomiting periods were accompanied by leukocytosis with a 

predominance of neutrophils, high blood pressure and fever. In addition, it was noted 

that her levels of both adrenocorticotropic hormone and antidiuretic hormone during 

the vomiting attacks increased and subsequently dramatically decreased immediately 

after symptom improvement; therefore, she was diagnosed with adult-type cyclic 

vomiting syndrome in accordance with the diagnostic criteria of Rome III, a system 

developed to classify functional gastrointestinal disorders. Though glycemic control 

had improved with continuous subcutaneous insulin infusion therapy, the vomiting 

frequency increased due to the failure of drug treatments and general psychotherapy to 

terminate the vomiting attacks, making discharge difficult and greatly interfering with 

everyday life. Eventually, hypnotherapy and miniature garden therapy were prescribed, 

which significantly reduced the vomiting frequency, making it possible to discharge 

her from inpatient medical care. In the treatment of this patient with type 1 diabetes 

and adult-type cyclic vomiting syndrome, continuous subcutaneous insulin infusion 

therapy and comprehensive psychotherapy were effective. 

 

 

9. Ogiso K, Koriyama N, Ijuin A, Nakamoto
 
Y, Nishio Y. 

 A Case of Occult Ectopic ACTH syndrome Treated with Octreotide. 

J J Clini Case Rep; 1(4): 019, 2015 Sep.  

 Abstract 

 BACKGROUND:  

It has been reported that in 19% of patients with ectopic ACTH syndrome, a tumor 

cannot be identified, despite extensive evaluation. We present a case of a 68-year-old 

woman admitted to our hospital for examination of moon facies, central obesity, 

hyperpigmentation, bilateral pretibial edema, hypokalemia and hypertension. Both 

adrenocorticotropin (ACTH) and cortisol levels were elevated with no circadian 

rhythm. Administration of corticotropin-releasing hormone (CRH) did not change 

ACTH and only stimulated serum cortisol to less than 10% of basal values. There was 

no overnight suppression of cortisol in either the low-dose (0.5mg) or high-dose (8mg) 

dexamethasone (Dex) suppression test, and we diagnosed her with ectopic ACTH 
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syndrome, although she rejected an inferior petrosal sinus sampling. The 

ACTH-producing tumor, however, could not be detected by various imaging 

modalities, including68Ga-1,4,7,19- tetraazacyclododecane-NI, NII, NIII, 

NIIII-tetraaceticacid-(D)-Phe1- Tyr3-octreotide (DOTATOC)-PET CT. Therefore, the 

patient required treatment with octreotide. After the first treatment, and even after 

complete remission and relapse, there was overnight suppression of cortisol on the 

low-dose Dex suppression test, and octreotide resulted in marked improvement of her 

hypercortisolemia. In the future, we will continue to carefully follow both ACTH and 

cortisol levels in this rare patient. 

 

 

10. Aryal B, Komokata T, Kadono J, Motodaka H, Ueno T, Furoi A, Imoto Y. 

First jejunal artery, an alternative graft for right hepatic artery reconstruction. 

World J Hepatol 2015; 7(4): 721-724, 2015 Apr.  

Abstract 

Common bile duct cancer invading right hepatic artery is sometimes diagnosed 

intraoperatively. Excision and safe reconstruction of the artery with suitable graft is 

essential. Arterial reconstruction with autologous saphenous vein graft is the preferred 

method practiced routinely. However the right hepatic artery reconstruction has also 

been carried out with several other vessels like gastroduodenal artery, right 

gastroepiploic artery or the splenic artery. We report a case of 63-year-old man 

presenting with history of progressive jaundice, pruritus and impaired appetite. 

Following various imaging modalities including computed tomography, endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography, magnetic resonance cholangiopancreatography, 

intraductal ultrasound extrahepatic bile duct cancer wzas diagnosed; however, none of 

those detected vessel invasion. Intraoperatively, right hepatic artery invasion was 

revealed. Right hepatic artery was resected and reconstructed with a graft harvested 

from the first jejunal artery (JA). Postoperative outcome was satisfactory with a 

long-term graft patency. First JA can be a reliable graft option for right hepatic artery 

reconstruction. 

 

 

11. Aryal B, Shimizu T, Kadono J, Furoi A, Komokata T, Inoue M, Ikeda S, 

Fukukura Y, Nakamura M, Yamakuchi M, Hashiguchi T, Imoto Y. 

A Switch in the Dynamics of Intra-Platelet VEGF-A from Cancer to the Later 

Phase of Liver Regeneration after Partial Hepatectomy in Humans. 

PLoS One; 11(3), 2016 Feb.  

Abstract 

BACKGROUND: 

Liver regeneration (LR) involves an early inductive phase characterized by the 

proliferation of hepatocytes, and a delayed angiogenic phase distinguished by the 

expansion of non-parenchymal compartment. The interest in understanding the 

mechanism of LR has lately shifted from the proliferation and growth of parenchymal 

cells to vascular remodeling during LR. Angiogenesis accompanied by LR exerts a 

pivotal role to accomplish the process. Vascular endothelial growth factor (VEGF) has 

been elucidated as the most dynamic regulator of angiogenesis. From this perspective, 

platelet derived/Intra-platelet (IP) VEGF-A should be associated with LR. 

MATERIAL AND METHODS: 

Thirty-seven patients diagnosed with hepatocellular carcinoma and undergoing partial 

hepatectomy (PH) were enrolled in the study. Serum and IP VEGF-A was monitored 

preoperatively and at four weeks of PH. Liver volumetry was determined on computer 
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models derived from computed tomography (CT) scan. 

RESULTS: 

Serum and IP VEGF-A was significantly elevated at four weeks of PH. Preoperative IP 

VEGF-A was higher in patients with advanced cancer and vascular invasion. 

Postoperative IP VEGF-A was higher after major liver resection. There was a 

statistically significant correlation between postoperative IP VEGF-A and the future 

remnant liver volume. Moreover, the soluble vascular endothelial growth factor 

receptor-1 (sVEGFR1) was distinctly down-regulated suggesting a fine-tuned 

angiogenesis at the later phase of LR. 

 

 

12. Dozono H, Yanazume S, Nakamura H, Etrych T, Chytil P, Ulbrich K, Fang J, 

Arimura T, Douchi T, Kobayashi H, Ikoma M, Maeda H. 

HPMA Copolymer-Conjugated Pirarubicin in Multimodal Treatment of a Patient 

with Stage IV Prostate Cancer and Extensive Lung and Bone Metastases. 

 Target Oncol; 11(1): 101-1016, 2016 Feb. 

Abstract 

Nanomedicine allows achievement of tumor-selective drug delivery because of the 

enhanced permeability and retention (EPR) effect of solid tumors. We report here the 

first clinical application of a new agent-HPMA copolymer-conjugated pirarubicin 

(P-THP)-with a molecular size of about 8 nm, or 38.5 kDa. A patient had advanced 

prostate cancer with multiple metastases in the lung, pelvis, femur, and perhaps the 

sacrum. In April 2013, this 60-year-old patient started treatment with leuprorelin and 

estradiol, which continued until July 2014, but the patient became refractory to this 

treatment. So the patient underwent proton beam radiotherapy targeted to the primary 

prostate cancer, and P-THP was administered for numerous metastatic tumor nodules 

concomitantly with radiotherapy. This combination therapy had remarkable results, 

with complete remission of multiple metastases in the lung and bone. The 

prostate-specific antigen (PSA) value was decreased from about 1000 ng/mL on April 

30, 2013, to about 100 ng/mL on June 24, 2013, with hormone therapy, but rose again 

to 964.2 ng/mL and then to 1472 ng/mL in July 2013, during leuprorelin 

administration. P-THP treatment administered concomitantly with proton beam 

irradiation was started in August 2013. The PSA value was decreased to 102 ng/mL on 

August 26, 2013, and then to 0.971 ng/mL on October 8, 2013, and 0.277 ng/mL on 

January 15, 2015. The P-THP doses ranged from 30 to 75 mg of free THP 

equivalent/patient every 2-3 weeks without signs of serious toxicity, such as 

cardiovascular side effects or a reduction in quality of life. No evidence of relapse was 

found more than 20 months after P-THP administration. This case demonstrates the 

value of hydrazone-bonded polymeric drugs in multimodal therapy. 

 

  

13. Ishida T, Jo T, Takemoto S, Suzushima H, Uozumi K, Yamamoto K, Uike N, 

Saburi Y, Nosaka K, Utsunomiya A, Tobinai K, Fujiwara H, Ishitsuka K, Yoshida 

S, Taira N, Moriuchi Y, Imada K, Miyamoto T, Akinaga S, Tomonaga M, Ueda R. 

Dose-intensified chemotherapy alone or in combination with mogamulizumab in 

newly diagnosed aggressive adult T-cell leukaemia-lymphoma: a randomized 

phase II study. 

Br J Haematol; 169(5): 672-682, 2015 Jun. 

Abstract 

This multicentre, randomized, phase II study was conducted to examine whether the 

addition of mogamulizumab, a humanized anti-CC chemokine receptor 4 antibody, to 
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mLSG15, a dose-intensified chemotherapy, further increases efficacy without 

compromising safety of patients with newly diagnosed aggressive adult T-cell 

leukaemia-lymphoma (ATL). Patients were assigned 1:1 to receive mLSG15 plus 

mogamulizumab or mLSG15 alone. The primary endpoint was the complete response 

rate (%CR); secondary endpoints included the overall response rate (ORR) and safety. 

The %CR and ORR in the mLSG15-plus-mogamulizumab arm (n = 29) were 52% 

[95% confidence interval (CI), 33-71%] and 86%, respectively; the corresponding 

values in the mLSG15 arm (n = 24) were 33% (95% CI, 16-55%) and 75%, 

respectively. Grade ≥ 3 treatment-emergent adverse events, including anaemia, 

thrombocytopenia, lymphopenia, leucopenia and decreased appetite, were observed 

more frequently (≥10% difference) in the mLSG15-plus-mogamulizumab arm. Several 

adverse events, including skin disorders, cytomegalovirus infection, pyrexia, 

hyperglycaemia and interstitial lung disease, were observed only in the 

mLSG15-plus-mogamulizumab arm. Although the combination strategy showed a 

potentially less favourable safety profile, a higher %CR was achieved, providing the 

basis for further investigation of this novel treatment for newly diagnosed aggressive 

ATL. This study was registered at ClinicalTrials.gov, identifier: NCT01173887. 

 

 

14. Fujisawa Y, Yoshino K, Kiyohara Y, Kadono T, Murata Y, Uhara H, Hatta N, 

Uchi H, Matsushita S, Takenouchi T, Hayashi T, Fujimoto M, Ohara K. 

The role of sentinel lymph node biopsy in the management of invasive 

extramammary Paget's disease: Multi-center, retrospective study of 151 patients. 

J Dermatol Sci; 79(1): 38-42, 2015 Jul. (Epub 2015 Apr18)  

Abstract 

BACKGROUND: 

Although extramammary Paget's disease (EMPD) mostly presents as intraepithelial 

carcinoma, we sometimes encounter patients with invasive EMPD (iEMPD) who have 

lymph node metastasis and may develop distant metastasis. Although sentinel lymph 

node biopsy (SLNB) is widely accepted for various cancers, there is no large study 

that has assessed its role in iEMPD. 

OBJECTIVE: 

The main objective of this study is to assess the role of SLNB in patients with iEMPD. 

MATERIALS AND METHODS: 

We retrospectively collected data on 151 iEMPD patients treated from 1998 to 2012 in 

11 institutes in Japan. All 151 patients received curative surgery for their primary 

tumor and none of them had distant metastasis. SLNB was performed on the 107 

patients without lymphadenopathy to determine their LN status. The 44 other patients 

with lymphadenopathy underwent one of the following procedures to determine their 

LN status: SLNB in 22 cases, immediate LN dissection in 21, and LN biopsy in 1. 

RESULTS: 

Compared to those without lymphadenopathy, patients with lymphadenopathy had 

advanced primary tumors (nodule in the primary tumor, thicker tumor, deeper invasion 

level, and lymphovascular invasion). The rate of LN metastasis in patients with 

lymphadenopathy was 80%, compared to 15% in patients without lymphadenopathy 

who underwent SLNB. Compared to those with negative SLN, patients with positive 

SLN had advanced primary tumors (nodule in the primary tumor, deeper invasion 

level, and lymphovascular invasion). Multivariate analysis revealed that dermal 

invasion (odds ratio 5.8, p=0.04) and lymphovascular invasion (odds ratio 18.0, 

p=0.0023) were independent factors associated with SLN positivity. Notably, there 

was no difference in survival between patients with or without SLN metastasis 
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(p=0.71). On the other hand, patients with lymphadenopathy showed worse survival 

than those with positive SLN (p=0.045). 

CONCLUSION: 

Clinical lymphadenopathy was strongly correlated with pathological LN metastasis 

and also associated with worse survival than absence of lymphadenopathy. The rate of 

occult LN metastasis detected by SLNB was 15%. Survival was not affected by SLN 

status even when an advanced primary tumor was present in patients with positive 

SLN. Our results raise the possibility that SLNB and subsequent LN dissection 

improved the survival of patients with early stage lymphatic spread. Our study 

indicates that SLNB should be considered for iEMPD if lymphadenopathy is not 

apparent. 

 

 

15. Sakaizawa K, Ashida A, Uchiyama A, Ito T, Fujisawa Y, Ogata D, Matsushita S, 

Fujii K, Fukushima S, Shibayama Y, Hatta N, Takenouchi T, Uehara J, Okuyama 

R, Yamazaki N, Uhara H. 

Clinical characteristics associated with BRAF, NRAS and KIT mutations in 

Japanese melanoma patients. 

J Dermatol Sci; 80(1): 33-37, 2015 Oct. (Epub 2015 Jul 26) 

Abstract 

BACKGROUND: 

The importance of the genetic background of melanoma cells to the individual 

susceptibility to treatment has become apparent. In Caucasians, BRAF mutations are 

frequently detected in lesions on the skin of younger patients compared to NRAS and 

KIT mutations. However, clinical and pathological characteristics associated with 

BRAF, NRAS and KIT mutations have not been fully evaluated in East Asians. 

OBJECTIVE: 

To clarify clinical and pathological characteristics associated with BRAF, NRAS and 

KIT mutations in Japanese melanoma patients. 

METHODS: 

Clinical data were retrospectively collected from 11 hospitals in Japan. BRAF, NRAS 

and KIT mutations were evaluated with polymerase chain reaction and Sanger 

sequencing. The relationships between these gene mutations and pathological and 

clinical findings were analyzed. 

RESULTS: 

The number of cases examined was 171 (primary: 135, metastases: 11, paired: 25), and 

all were Japanese patients. The detection rates of BRAF, NRAS and KIT mutations 

were 30.4%, 12.3% and 12.9%, respectively. Compared with the wild type, the 

presence of BRAF mutations was significantly associated with younger age (median, 

50.0 years vs. 70.0 years, p<0.001). BRAF mutation was frequently detected in the 

lesions of the scalp (80%; 4/5), trunk (72.0%; 18/25), extremities (56.7%; 17/30) and 

neck (44.4%; 4/9), and the least prevalent were the face (22.2%; 2/9), nail (12.5%; 

3/24), palm or sole (8.9%; 4/45) and mucosa (0%). NRAS mutations were prevalent in 

the face (33.3%) and palm or sole (20.0%), and the median age of these patients was 

70.5 years. A KIT mutation was observed in the nail apparatus (25%), palm or sole 

(15.6%) and mucosa (18.2%). The median age of the patients with a KIT mutation was 

63.0 years. Heterogeneity of mutations between primary and metastatic lesions was 

detected in six of 25 cases (24%). Solar elastosis was identified in 12 of 71 cases 

(15.3%), among which four cases harbored BRAF(V600E) (2 cases), BRAF(V600K), 

NRAS(Q61K) or NRAS(Q61L), respectively. 

CONCLUSION: 
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Some clinical characteristics associated with BRAF, NRAS and KIT mutations were 

observed in Japanese patients, and we observed both similarities to and differences 

from those of Caucasians. Our findings could provide useful information in efforts to 

clarify the tumor genesis of malignant melanomas. 

 

 

16. Yoshino K, Fujisawa Y, Kiyohara Y, Kadono T, Murata Y, Uhara H, Hatta N, 

Uchi H, Matsushita S, Takenouchi T, Hayashi T, Ohara K. 

Usefulness of docetaxel as first-line chemotherapy for metastatic extramammary

Paget's disease. 

J Dermatol; 43(6): 633-637, 2016 Jun. (Epub 2015 Nov 25) 

Abstract 

In invasive extramammary Paget's disease (EMPD), distant metastases may develop 

and the condition may become fatal; however, no standardized treatment has been 

established. Although based on only a few cases, severalchemotherapy regimens were 

reported to be promising. We conducted a multicenter, retrospective study to evaluate 

the efficacy of docetaxel for metastatic EMPD. We retrospectively collected data on 18 

metastatic EMPD patients treated using docetaxel from 1998 to 2012 in 12 institutes in 

Japan. The following clinical data were collected: tumor response, time to progression, 

overall survival and adverse effects. Of those, three patients treated combined with S-1, 

one patient treated with weekly schedule and one patient treated combined with 

radiotherapy were excluded from the further analysis. All 13 patients received monthly 

docetaxel as the first-line treatment. The average number of treatment cycles was 9.1. 

Among the 12 patients with a confirmed response, seven (58%) showed a partial 

response, three (25%) stable disease and two (17%) progressive disease. The disease 

control rate (partial response + stable disease) was as high as 83%. The time to 

progression and median overall survival were 7.1 and 16.6 months, respectively. The 

1-year overall survival rate determined by the Kaplan-Meier method was 75.0%. All 

adverse effects were manageable and no treatment-related deaths were observed. The 

high disease control rate and overall survival shown by this study suggest that 

first-line use of docetaxel may be a promising treatment formetastatic EMPD. A 

prospective clinical trial is required to confirm our results. 

 

 

17. Tsutsumida A, Takahashi A, Namikawa K, Yamazaki N, Uhara H, Teramoto Y, 

Takenouchi T, Fukushima S, Yokota K, Uehara J, Matsushita S, Shibayama Y, 

Hatta N, Masui Y, Uchi H, Fujisawa Y, Ogata D. 

Frequency of level II and III axillary nodes metastases in patients with positive 

sentinel lymph nodes in melanoma: a multi-institutional study in Japan. 

Int J Clin Oncol ; 2016 Jan. [Epub ahead of print] 

Abstract 

BACKGROUND: 

Axillary lymph node dissection (ALND) has been recommended to include levels I-III 

for melanomapatients who have evidence of metastasis in the axillary sentinel lymph 

node (SLN). The extent of the subsequentaxillary dissection is in debate. The objective 

of this study was to determine the frequency of metastasis of level IIInodes in addition 

to that of level II nodes in this setting. 

METHODS: 

A multi-institutional retrospective study was undertaken in 14 melanoma treatment 

centers in Japan. 

RESULTS: 
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Between 2007 and 2012, 69 patients with involved axillary SLNs underwent a 

subsequent ALND and 55 underwent level I and II dissections. Level III metastatic 

nodes, which is our primary endpoint, were seen in only 1 patient (1.5%). The level II 

metastatic rate was 4.4%. 

CONCLUSIONS: 

Our study sample size was small, but melanoma patients with positive SLN rarely had 

level IIIdisease, suggesting that level III dissection may be unnecessary. We also found 

that level II metastasis was not so frequent. More evidence is needed to standardize the 

extent of ALND and to identify the patients who would have the most benefit with 

undergoing level II dissection for positive axillary SLNs. 
 

 

18. Matsushita S, Krähenbühl L, Otsuka A, Mihic-Probst D, Cheng P, Dummer R, 

Goldinger SM. 

Histological evaluation of a "residual" metastasis after ipilimumab therapy in a 

patient with advanced melanoma. 

; 42(9): 927-928, 2015 Sep. (Epub 2015 Jun 5) J Dermatol

 

 

19. Arimura A, Hatanaka M, Katsue H, Matsushita S, Kanekura T. 

Granulocyte and monocyte adsorption apheresis for paradoxical reaction to 

infliximab.  

J Dermatol; 42(4): 438-439, 2015 Apr. (Epub 2015 Feb 6)  

 

 

20. Aoki M, Matsushita S, Kawai K, Kanekura T. 

Scleromyxedema Clinically Resembling to Scleroderma. 

Indian J Dermatol; 61(1): 127, 2016 Jan-Feb. 

 

 

21. Baba A, Fujii K, Arimura A, Tada K, Higashi Y, Matsushita S, Kanekura T. 

Psoriasis with verrucous appearance. 

Int J Dermatol; 2016 Feb. [Epub ahead of print] 
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和文原著 
 

1. 向原公介、山下正文、豊平 均、四本剛一、福元祥浩、上野隆幸、松本和久、 

森山由紀則、井本 浩 

エホバ証人派信者に対する心大血管手術 

胸部外科; 69(3): 171-177, 2016 

要旨 

Cardiovascular surgery in Jehovah’s Witness is challenging for surgeons on the ground 

that they refuse blood transfusion. We report 11 cases of cardiovascular surgery. All of 

the patients underwent elective surgery with cardiopulmonary bypass. Two cases 

underwent minimally invasive procedures. The mean preoperative hemoglobin level 

was 13.0 g/dl, and hematopoietic medicines were preoperatively administrated in 4 

patients. Although 10 patients recovered satisfactory without blood transfusion, 1 

surgical case was lost due to uncontrollable postoperative bleeding. The clinical 

outcomes of the Jehovah’s Witness patients are considered to be satisfactory. However, 

careful indication is recommended in high risk cases. 

 

 

2. 濵田祐樹、大山徹也、鎌田博之、脇田政之、松岡秀樹 

脳梗塞を契機に偶発的に診断された遺残前環椎動脈 1型  

神経内科; 82(4): 448-450, 2015 

 

 

3. 武井 藍、大石華子、脇田政之、松岡秀樹 

大動脈弓から分岐し第 4頸椎横突孔に侵入する左椎骨動脈起始異常の超音波所見 

神経内科; 83(6): 531-533, 2015 

 

 

4. 田中裕治 

抗凝固、抗血小板療法中に梗塞、出血のイベントを起こしたフォンタン術後患者の検

討 

Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery; 31(5): 229‒237, 2015 

要旨 

Background: Although many patients undergoing the Fontan procedure require 

anticoagulants or antiplatelet drugs, there is no consensus regarding 

thromboprophylaxis after this procedure. Methods: To clarify the incidence of 

thrombotic or bleeding complications and their characteristics, we retrospectively 

studied 49 patients (34 male and 15 female) who underwent the Fontan procedure 

between 1989 and 2012. Their average age was 16.3±7.7 years, the average age at 

which total cavopulmonary connection surgery was performed was 4.5±3.7 years, and 

the mean duration of postoperative observation was 59.1±45 months. Results: All 

patients received warfarin and all but one received aspirin. Three patients developed 

cerebral infarction, one of whom also developed renal infarction. With prompt 

treatment, all three patients recovered without sequelae. With regard to bleeding 

complications, one of three patients who developed pulmonary hemorrhage died. 

Gastrointestinal bleeding occurred on six occasions in three patients, only one of 

whom had associated abdominal pain. Urgent blood transfusions were necessary on 

five of these occasions. Additionally, subcutaneous hemorrhage, macrohematuria, 

ovarian hemorrhage, and polyhypermenorrhea also occurred. In patients with bleeding 
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complications, the mean prothrombin time/international normalized ratio was 1.9±0.5. 

These hemorrhagic events were managed by the discontinuation of aspirin and 

reduction of the warfarin dosage. Conclusion: It is necessary to determine whether a 

combination of aspirin and warfarin is indicated for maintaining adequate circulation 

after the Fontan procedure. Because combination treatments are likely to cause more 

bleeding complications, the use of individual drugs should be investigated. 

 

 

5. 尾辻真由美、郡山暢之、木ノ脇真弓、赤尾綾子、三反陽子、蓑部町子、藤崎夏子、 

小林友里恵、藤崎佑貴子、後藤隆彦、田上さとみ、上別府昌子、小木曽和磨、 

竹下綾子、西尾善彦 

糖尿病セルフケアに関する運動自己効力感尺度作成の試み 

糖尿病; 58(3): 174-182, 2015 

要旨 

患者の自己効力感レベルの評価とそれを高めるアプローチは重要である。今回我々

は、運動療法に対する尺度（ESESD；Exercise Self-Efficacy Scale for Diabetes 

self-care）を開発した。当センター外来通院中の糖尿病患者 283名を対象として実施

した ESESD の解析結果から、Cronback α係数は 0.93、平均点数は 32.6±0.44 点

で、高齢者で効力感が高い傾向が認められた。また、BMI及びHbA1cと有意な負の

相関を示し（p=0.0010 及び p=0.0270）、SESD（Self-Efficacy Scale for Diabetes 

self-care）と有意な正の相関を示した（p=0.0005）。ESESD は、糖尿病患者の運動自

己効力感レベルの評価やチームでの介入方法、個別性を重視した療養指導に有意

義な情報源となる可能性が推察された。 

 

 

6. 伊集院太生、郡山暢之、伊集院綾子、小木曽和磨、赤尾綾子、尾辻真由美、 

後藤隆彦、小林友里恵、藤崎夏子、藤崎佑貴子、蓑部町子、堂園文子、西尾善彦 

スルフォニル尿素薬の差別化：グリクラジドとグリメピリドをいかに使い分けるか？ 

Progress in Medicine; 35(7)： 117(1217)- 124(1224), 2015 

要旨 

スルフォニル尿素（SU）薬であるグリクラジド（Gz）とグリメピリド（Gm）の臨床上の差別

化は明確にされていない。2 型糖尿病患者 26 名において、Gm 1mg から Gz 20mg

に相当する比率での切り替えを行い、前と 3 か月後に血液をサンプルして諸種臨床

指標についての統計学的に検討を行った。グリコヘモグロビン A1c、グリコアルブミン、

1,5-アンヒドロ-D-グルシトールを含む糖代謝指標に有意な変化は認められず、今回

の切り替え比率が血糖降下作用において同力価であると考えられた。切り替え前後

で、全体として高密度リポ蛋白 3 コレステロールとアポリポ蛋白 E に有意な低下を認

め（p=0.004 と p=0.010）、Body Mass Index (BMI) 25未満群で低密度リポ蛋白コレス

テロール、アポリポ蛋白 B とアポリポ蛋白 E に有意な低下を認めた（p=0.043、

p=0.024 と p=0.013）。また、BMI 25 未満群でアディポネクチンの有意な上昇を認め

た（p=0.042）。更に、Gz 40mg 以上使用群において、高密度リポ蛋白 3 コレステロー

ル、アポリポ蛋白 B とアポリポ蛋白 E に有意な低下を認めた（p=0.009、p=0.017 と

p=0.017）。BMI 25 未満で、Gz 40mg 以上を使用している症例において、脂質代謝

やアディポネクチンへの影響による抗動脈硬化の観点から、Gzの有用性がGmを上

回る可能性が推察された。SU 薬の使用においては、Gz と Gm のきめ細かな使い分

けが重要である。 
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7. 佐々木文郷、沼田政嗣、川平正博、鮫島洋一、軸屋賢一、中澤潤一、上村修司、 

船川慶太、藤田 浩、井戸章雄 

難治性直腸狭窄に対し Radial Incision and Cutting (RIC)法を用いた狭窄解除術が

有効であった１例 

Japan Gastroenterological Endoscopy Society; 57(2): 159-64, 2015 

要旨 

症例は 52 歳、男性、直腸狭窄による大腸イレウスを発症し当院に入院。直腸 Ra 部

に高度狭窄を認めた。同病変に対し、数回の内視鏡的バルーン拡張術を施行するも

改善ないため、難治性直腸狭窄の診断にて、Radial Incision and Cutting 法（RIC 法）

を用いた狭窄解除術を施行した。以降，再狭窄症状なく経過している。難治性直腸狭

窄に対する RIC 法による内視鏡的狭窄解除術は有効な治療法であると考え報告し

た。 

 

 

8. 吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉 

頸部リンパ節結核の 6例 

耳鼻と臨床; 61(2): 35-40, 2015 

 

 

9. 吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉、牛飼雅人 

頸部悪性リンパ腫による神経調節反射性失神の１症例 

日本耳鼻咽喉科学会会報; 118: 776-781, 2015 

 

 

10. 吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉 

頬部に発生した小唾液腺由来多形腺腫の１症例 

頭頸部外科; 25(2): 223-226, 2015 

 

 

11. 西元謙吾、馬越瑞夫、吉福孝介、松崎 勉 

耳鼻咽喉科領域における単クローン性形質細胞性腫瘍（髄外性形質細胞腫）の臨床

的検討 

耳鼻と臨床; 61(6): 223-229, 2015 

 

 

12. 田所 慎、吉福孝介、吉永里香子、西元謙吾、松崎 勉、塩谷彰浩 

永久気管孔内部の気管粘膜炎に対してグリセリン加ネブライザー療法が有効であった 

1 症例 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科; 87(12): 1035-1039, 2015 

下咽頭癌や食道癌に対する咽喉食摘術後や喉頭全摘術後の永久気管孔内部の気

管粘膜は、炎症をきたして痂疲が多量に付着し、術後の気道管理の妨げとなることを

しばしば経験する。今回われわれは下咽頭癌に対して咽喉食摘術を施行し、永久気

管孔内部に急性気管粘膜炎をきたして多量の痂疲が付着し、当初治療に難渋したが、

グリセリン加ネブライザー療法を施行して軽快した 1 症例を経験したので報告する。 
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13. 吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉、松下茂人 

上顎癌に対する化学放射線併用療法中に Stevens-Johnson syndromeを発症した症

例 

日本耳鼻咽喉科学会会報; 118(12): 1436-1442, 2015 

Stevens-Johnson syndrome（以下 SJS）は、発熱を伴う口唇、眼粘膜、外陰部などの皮

膚粘膜移行部における重症の粘膜疹および皮膚の紅斑を呈し、しばしば水疱、表皮

剥離など表皮の壊死性障害を認め、早期診断・治療がなされなければ致死的となる

重篤な皮膚疾患である。今回われわれは、56 歳女性の上顎洞癌症例に対して化学

療法併用放射線治療中に口腔粘膜炎を来し、当初、治療による急性期有害事象によ

るものと考えていたが、全身皮膚症状が出現後に SJS と診断し得た 1 症例を経験し

た。本症例では，皮膚科専門医に診察を依頼し、早急にステロイドミニパルス療法を

施行し重症化することを免れた。頭頸部癌照射治療中の患者において、照射範囲外

に至る口腔粘膜炎や、全身皮膚症状を伴う重症な口腔粘膜炎が出現した際には SJS 

の可能性も念頭に置くことが必要であると考えられた。 

 

 

14. 田所 慎、吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉、昇 卓夫、塩谷彰浩 

失神を伴う声門上癌の１例 

防医大誌; 40(4): 265～270, 2015 

 

 

15. 吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉 

口蓋腫瘍手術に対するポリグリコール酸シートとフィブリン糊使用に関する術後出血

の検討 

耳鼻と臨床; 62(1): 25-32, 2016 

 

 

16. 黒木弘志、吉田和史、山下真由子、田場 要、石原亮一、鶴川俊洋 

当院のがん患者リハビリテーションにおける作業療法士の役割 

鹿児島リハビリテーション医学研究会会誌; 26(１): 3-7 

 

 

17. 石原亮一、椎原香美、田原葉月、鶴川俊洋 

理学療法士が担当する高齢心臓術後患者への退院時リハビリテーション指導内容

の見直し 

心臓リハビリテーション; 20(2): 373-377, 2015 

要旨 

【目的】当院術後高齢心臓リハビリテーション対象患者への退院時リハビリテーション

指導の内容を再考した。  

【方法】術後患者群を最終到達歩行距離別に A群（500m以上）、B群（200～499m）、

C 群（199m 以下）に分類した。予備調査期間 37 例における各群の最終ゴール設定

の方法、指導内容を策定した。また、その後の術後患者 42 例の退院時リハビリテー

ション指導の実施状況を検証した。 



 

 

- 57 - 

 

 

【結果】各群の退院時リハビリテーション指導の要点は、A 群は実際のウォーキングコ

ースの説明、B群は運動制限が生じる医学的理由の説明、C群はADLの説明とした。

本調査期間 42 例における退院時リハビリテーション指導実施率は A 群 48%、B 群

50%、C群 15%であった。 

【結論】術後高齢心臓リハビリテーション患者に対し、有効な初回心臓リハビリテーシ

ョン介入時から推測可能なゴール設定、個別性、具体性のある退院時リハビリテーシ

ョン指導内容を作成することができた。 

 

 

18. 中村康典 

鹿児島医療センターにおける医科歯科医療連携の現状 

鹿児島市医報; 55（3）: 14-19, 2016 

 

 

19. 青木恵美、松下茂人、金蔵拓郎 

メルケル細胞癌における腫瘍巣への CD8陽性細胞の浸潤と予後の検討 

形成外科; 58（9）: 1029-1034, 2015 

要旨 

メルケル細胞癌(Merkel cell carcinoma:以下、MCC)は、高齢者の露光部に好発す

る予後不良な皮膚悪性腫瘍である。原発巣が 1cm 以上あるもの、持続する免疫抑

制状態にあるもの、CD3あるいは CD8陽性 T細胞の腫瘍内への浸潤が少ないもの、

脈管浸潤があるもの、などは予後不良であるとされる。CD8 陽性 T 細胞の腫瘍内浸

潤については、 2011 年に Paulson らが、CD8 陽性 T 細胞の密な腫瘍内への浸潤

が、独立した予後良好因子であると報告した。われわれは、CD8陽性T細胞の腫瘍

内への浸潤の程度が MCC の治療方針を選択する指標になるか否かを検討するた

め、過去 7 年 6 カ月間に経験した MCC16 例を CD8 陽性 T 細胞の腫瘍内への浸

潤の程度別に分けて、治療法および予後との関連を比較検討した。「I 対象・方法」

2005 年 10 月～2013 年 4 月の 7 年 7 か月間に鹿児島大学皮膚科で MCC と診断

した 18 人のうち、後ろ向きに調査し得た 16 人を対象とした。 

 

 

20. 川俣洋生、湊本康則、林 稔展、吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉、平山俊一 

腫瘍滲出液に対する Mohs 亜鉛華軟膏の有用性 

医療薬学; 42(1): 7-13, 2016 

要旨 

Mohs chemosurgeryは 1930年代に Frederic E Mohsによって始められた皮膚病変を

化学的に固定し除去する方法である。処置に用いる Mohs ペースト(MP)は塩化亜鉛

を主成分としており、その蛋白変性作用により表在性腫瘍や壊疽組織を固定する。

国内で報告されている MP の多くは、入手可能な試薬への変更と改良を行った重山

らの組成に基づいており、近年 Mohs 法は切除不能な腫瘍皮膚浸潤・転移巣におけ

る出血・滲出液・悪臭などのコントロールに有益であると報告されている。当院におい

ても MP を薬剤部で調製し、耳鼻咽喉科・産婦人科で良好な使用結果を得ており、

薬剤部の取り組みについても報告している（兜坂智浩、子宮頸がん患者へのモーズ

軟膏使用、日本緩和医療薬学会年会、2012年 10月、神戸）。しかしMPは、粘り気と
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粘着性があるため凹凸面に塗りにくい一方、粘り気を下げるためにグリセリン添加量

を増やすと正常組織に垂れて皮膚障害を起こしやすいという問題がある。 

 

 

21. 橋本剛志、梅橋功征、富園正朋、高永 恵、橋本恵美、佐々木康雄 

Ankle Brachial Pressure Index (ABI)検査による大動脈弁閉鎖不全症の評価 

医学検査; 65(1): 18-24, 2016 

要旨 

大動脈弁閉鎖不全症(Aortic Regurgitation; AR)は大動脈弁の閉鎖不全により大動

脈から左心室へ血流の逆流を生じる病態で、重症化し症状が出現すると外科的治療

を要するため重症度を評価することは重要である。足関節上腕血圧比 (Ankle 

Brachial Pressure Index; ABI)は閉塞性動脈硬化症のスクリーニング検査として用い

られ、AR 患者において偽高値になると言われている。今回、ABI 検査にて計測され

る項目と心エコー図検査による AR の重症度を後方視的に比較検討した。対象は期

間内に当院にて ABI 検査と心エコー図検査による逆流率の計測を同時期に行った

患者 85 名（平均年齢 70.2±10.8 歳、男性 60 名、女性 25 名）に対して検討した。結

果、ABI 検査にて得られる項目のうち、 AR 重症度と有意差を認めたのは下肢脈圧

（p<0.01）と ABI（p<0.01）だった。下肢脈圧は AR 軽度・重度間（p<0.01）と中等度－

重度間（p<0.05）に有意差を認めた。ABIは全ての重症度間（軽度・中等度; p<0.05、

中等度・重度; p<0.01、軽度・重度; p<0.01）に有意差を認めた。AR逆流率との相関

関係は、下肢脈圧（r=0.43, p<0.01）と ABI（r=0.45, p<0.01）に有意な相関関係を認め

た。ROC 解析では重度 AR となる下肢脈圧の cut off 値は 104mmHg、ABI の cut 

off 値は 1.32 だった。今回の検討より、下肢脈圧と ABI は AR の重症度と関連が示

唆され、ABI検査は ARの重症度評価の一助になり得ると考えられた。 

 

 

22. 橋本恵美、竹内保統、大山愛子、佐々木道太郎、橋本剛志、佐々木康雄 

心エコー図検査で経過観察できた周産期心筋症の 2 症例 

国臨協九州; 16(2): 9-13, 2015 
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【Ⅳ】 著書・総説 

 

1. 中島 均 

 腹部大動脈瘤の診療～ステントグラフト時代を迎えて～ 

鹿児島市医報; 54(9): 44-47, 2015. 9 

 

2. 高口 剛、桑城貴弘、松岡秀樹、高嶋 博、岡田 靖 

TIAマネジメントの重要性 

Mebio 32(12): 26-31, 2015.12 

 

3. 髙口 剛、矢坂正弘、松岡秀樹、髙嶋 博、岡田 靖 

急性期の抗血栓療法（抗血小板薬，抗凝固薬）～いつから始めるか～ 

動脈硬化予防; 15: 39-46, 2016.3 

 

4. 菰方輝夫 

腹腔鏡下脾切除の普及と定型化へ向けての課題～市中病院の立場から～  

鹿児島市医報; 55(2): 34-37, 2016.2 

 

5. 吉福孝介 

耳鼻咽喉科の疾患・症候別薬物療法 喉頭急性炎症  

JOHNS; Vol.31 No.9：1324-1327, 2015.9  

 

6. 鶴川俊洋、生駒一憲 

脳腫瘍・頭頸部がんのリハビリテーション  

メディカル朝日; 10：40-41, 2015.9  

 

7. 鶴川俊洋、生駒一憲 

脳腫瘍・頭頸部がんのリハビリテーション 

The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine; 53(2): 124-129, 2016 

 

8. 米倉隆治 

「広範囲胸膜プラーク」について 

鹿児島県医師会報; 773: 51-52  
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9. 松下茂人 

有棘細胞癌をはじめとする Non-Melanoma Skin Cancerに対する皮膚腫瘍病理の診

方  

PEPARS; 100: 42-51, 2015.4 

 

10. 松下茂人 

日光角化症の診断･治療 日光角化症に対する外科的療法   

皮膚病診療; 437(5)別冊: 1-8 

 

11. 松下茂人 

病院勤務医だより 地方公立病院での皮膚腫瘍診療 

日臨皮会誌; 32(6): 737-9, 2015.11  

 

12. 田代祐子 

最近の PCPSの特徴って？ 

ICNR; 2(4): 54-55, 2015.11 

 

13. 木下天翔、八代利香 

看護学生が臨床実習で体験する倫理的ジレンマ 

日本看護倫理学会誌; 8(1): 39-47, 2016.3 
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【Ⅴ】 学会報告 

国際学会・国際会議 

1. Kataoka T, Kusumoto K. 

Young female case of acute myocardial infarction and subsequent stent thrombosis with 

quantity of thrombus derived from multiple ruptured plaque with thin-cap 

fibroatheroma.  

20th CARDIOVASCULAR SUMMIT TCTA, Souel, Korea, 2015.4.29 

 

2. Shimokawahara H, Ijuin S, Higashi K, Tomomatsu N, Matsumoto H, Ishikawa Y, 

Yamashita E, Hiramine K, Tanoue K, Tanaka H, Nuruki N, Sonoda M. 

The availability of dual-energy computed tomography for the optimal diagnosis and  

treatment in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension.   

ESC CONGRESS 2015, London, 2015.9.1 

 

3. Tanoue K, Nuruki N, Yamashita E, Matsumoto H, Ijuin S, Ishikawa Y, Hiramine K, 

Shimokawahara H, Higashi K, Tanaka H, Sonoda M. 

Usefulness of F scale to Recognize Periesophageal Complication after Pulmonary Vein 

Isolation in Patients with Atrial Fibrillation. 

Asia Pacific Heart Rhythm Society 2015, Melbourne, 2015.11.19 

 

4. Yamashita E, Nuruki N, Tanoue K, Matsumoto H, Ijuin S, Ishikawa Y, Hiramine K, 

Shimokawahara H, Higashi K, Tanaka H, Sonoda M. 

Improvement of Left Ventricular Function and Reduction of Left Atrial Volume after 

Pulmonary Vein Isolation in Patients with Atrial Fibrillation. 

Asia Pacific Heart Rhythm Society 2015, Melbourne, 2015.11.19 

   

5. Shimokawahara H. 

The impact of Riociguat on segmental lung perfusion in patients with chronic 

thromboembolic pulmonary hypertension. 

National Proceedings: CTEPH 2016, La Jolla, 2016.2.26 

 

6. Yoshinaga M, Ogata H, Suzuki H, Ushinohama H, Sumitomo N, Horigome H, Tateno S, 

Sato S, Tauchi N, Nagashima M.  



 

 

- 62 - 

 

 

Cumulative risk of symptoms in pediatric patients with long QT syndrome (LQTS) who 

were diagnosed by school-based screening programs in Japan. 

European Society of Cardiology Congress (ESC) 2015, London, 2015. 8.30 

 

7. Komokata T, Fukueda M, Kaieda M, Ueno T, Iguro Y, Imoto Y, Sakata R. 

Surgical strategy for combined cardiac disease and intra-abdominal malignancy. 

The 1st Annual World Congress of Digestive Disease-2015, China, 2015.12.19 

 

 

国内学会 

①筆頭演者が鹿児島医療センターの職員 

1. 安﨑和博、片岡哲郎、上坊翔太、毛利翔悟、楠元啓介、久保忠弘、薗田正浩、 

中島 均、皆越眞一 

機械的合併症を伴った急性心筋梗塞患者における院内死亡に及ぼす影響について

の検討 
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60. 鶴川俊洋、田原葉月 

リハビリテーション科単独運営の外来心臓リハビリテーションに登録した急性心筋梗塞

患者の転帰 

第 40 回日本運動療法学会学術集会、埼玉、2015年 6 月 13日 

 

61. 鶴川俊洋 

Caccer rehabilitation for eating,swallowing,speech and articulation dysfunctions on the 



 

 

- 71 - 

 

 

basis of the guidelines. 

第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会、北海道、2015 年 7 月 18 日 

 

62. 石原亮一、椎原香美、近藤泰彦、吉田和史、田原葉月、鶴川俊洋 

高齢心臓術後患者への退院時リハビリテーション指導内容の見直し続報 

第 21 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会、福岡、2015 年 7月 19 日 

 

63. 田場 要、加來正之、廣石さやか、鶴川俊洋 

脳卒中急性期患者における栄養管理と経口摂取再獲得に関する調査～単一施設で

の現状報告～ 

第 31 回日本静脈経腸栄養学会学術集会、福岡、2016 年 2月 26 日 

 

64. 村上杏理、中村康典、内 洋子、西 恭宏 

鹿児島医療センターにおける口腔ケアチームの活動とその現状 

第 26 回日本老年歯科医学会総会・学術大会、横浜、2015 年 6 月 18日 

 

65. 山口泰弘、林淳一郎 

薬剤部とクリティカルパスとの関わり～グルアセト 35注編～ 

第 17 回日本医療マネジメント学会 学術総会、大阪、2015 年 6 月 13日 

 

66. 大園ゆかり、川俣洋生、吉永里香子、林淳一郎、平山俊一 

高用量シスプラチン 100mg/㎡投与により腎機能障害をきたした 2 例 

第 25 回日本医療薬学会年会、横浜、2015年 11月 21 日 

 

67. 山口泰弘、川俣洋生、林淳一郎、平山俊一 

配合変化表を用いた薬剤師業務の改善 

第 25 回日本医療薬学会年会、横浜、2015年 11月 22 日 

 

68. 川俣洋生、大園ゆかり、山口泰弘、山元光平、林淳一郎、平山俊一 

頭頸部放射線併用化学療法に伴う栄養状態変化の調査 

第 25 回日本医療薬学会年会、横浜、2015年 11月 23 日 

 

69. 平峯侑恵、渡邊真裕子、吉永正夫、花田修一 

ICT による届出制抗菌薬適正使用への取り組み 

第 31 回日本環境感染学会総会・学術集会、京都、2016 年 2月 20日 
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70. 松島静香、川俣洋生、吉永里香子、林淳一郎、平山俊一 

悪性黒色腫患者におけるニボルマブ使用状況について 

日本臨床腫瘍薬学会・学術大会、鹿児島、2016 年 3 月 12 日 

 

71. 橋本剛志、竹内保統、梅橋功征、高永 恵、佐々木道太郎、大山愛子、橋本恵美、 

佐々木康雄 

ABI検査による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価に関する検討 

第 64 回日本医学検査学会、福岡、2015 年 5 月 15日 

 

72. 橋本恵美、富園正朋、橋本剛志、宮崎いずみ、大渕一葉、佐々木康雄、皆越眞一 

当院で経験した心臓原発肉腫の 3 症例 

日本超音波医学会第 25回九州地方会学術集会、鹿児島、2015 年 9月 27日 

 

73. 福田 勝、牟田正一、花田修一 

急性骨髄単球性白血病の形態像を呈した t(6;9)(p23;q34)の一例 

第 16 回日本検査血液学会学術集会、名古屋、2016 年 11月 12日 

 

74. 橋本剛志、梅橋功征、橋本恵美、宮崎いずみ、高永 恵、富園正朋、佐々木康雄 

心房細動を契機に発見された成人三心房心の 1 症例 

第 50 回日臨技九州支部医学検査学会、鹿児島、2015 年 11 月 14 日 

 

75. 宮﨑いずみ、橋本剛志、橋本恵美、髙永 恵、富園正朋、竹内保統、佐々木康雄 

超音波にて腫瘤内の血流を検出した 1症例 

第 50 回日臨技九州支部医学検査学会、鹿児島、2015 年 11 月 14 日 

 

76. 大渕一葉、橋本剛志、梅橋功征、櫛田千晴、髙永 恵、富園正朋、佐々木康雄 

マスター運動負荷試験にて著明な ST上昇を認めた一症例 

第 50 回日臨技九州支部医学検査学会、鹿児島、2015 年 11 月 14 日 

 

77. 森千奈美、櫛田千晴、波野真伍、福田 勝、吉野 歩、山下正治、牟田正一、 

佐々木康雄 

抗 KANNO と温式・冷式自己抗体を保有し輸血に苦慮した症例 

第 50 回日臨技九州支部医学検査学会、鹿児島、2015 年 11 月 14 日 

 

78. 櫛田千晴、梅橋功征、髙永 恵、富園正朋、佐々木康雄 

低形成右冠動脈の ACSに伴う Brugada様心電図変化 
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第 50 回日臨技九州支部医学検査学会、鹿児島、2015 年 11 月 15 日 

 

79. 山下一也、瀬筒美紀、羽田里美、増井飛沙人、野田一也、本村 登 

CT 撮影における管電圧自動調整機能 

第 69 回国立病院総合医学会、北海道、2015 年 10月 2 日 

 

80. 羽田里美、大浦美樹、熊野純泰、野田一也、本村 登 

201Tl 負荷心筋血流 SPECT 検査におけるデータベースの作成と臨床的評価 

平成 27 年度九州国立病院療養所放射線技師会学術大会、福岡、2015 年 10 月 17

日 

 

81. 田上俊平、花房豊宜、熊野純泰、野田一也、本村 登  

Stent Boost の使用経験 

平成 27 年度九州国立病院療養所放射線技師会学術大会、福岡、2015 年 10 月 17

日 

 

82. 瀬筒美紀、山下一也、平川 遼、増井飛沙人、野田一也、本村 登 

アブレーション治療前の心臓ＣＴにおける管電圧自動調整機能(CARE KV)を用いた

被ばく低減の検討 

平成 27 年度九州国立病院療養所放射線技師会学術大会、福岡、2015 年 10 月 17

日 

 

83. 羽田里美、伊集院駿、下川原裕人 

Dual-energy CTを使用した慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者の肺区域別部分定量評

価の有用性 

第 80 回日本循環器学会学術集会、宮城、2016 年 3 月 18 日 

 

84. 加來正之 

頭頚部化学放射線施行患者における栄養管理～PEG と非 PGE との比較～ 

第 69 回総合医学会、北海道、2015年 10 月 2 日 

 

85. 加來正之 

中・下咽頭部癌患者に対する化学放射線治療下の胃瘻による経腸栄養管理の有用

性 

第 31 回日本静脈経腸栄養学会、北海道、2015 年 10 月 2 日 
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86. 平峯郁恵、渡邊真裕子、吉永正夫、花田修一 

ICT による届出制抗菌薬適正使用への試み 

第 31 回日本環境感染学会総会・学術集会、京都、2016 年 2月 20日 

 

87. 渡邊真裕子、平峯郁恵、吉永正夫、花田修一 

ICT による届出制抗菌薬開始時の介入効果 

第 31 回日本環境感染学会総会・学術集会、京都、2016 年 2月 20日 

 

88. 後藤隆彦、尾辻真由美、河野紀子、和田久美 

インスリン注射・血糖測定のインシデント防止への取り組み 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会、大阪、2015 年 6月 12日 

 

89. 大迫朋子、松崎 勉、緒方義史 

チーム医療の充実化を図るための電子カルテシステムの取り組みと問題点 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会、大阪、2015 年 6月 13日 

 

90. 原ノ園亜矢、久保田詳子、米森初枝 

皮膚科皮弁術のクリティカルパス 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会、大阪、2015 年 6月 13日 

 

91. 久保田詳子、原ノ園亜矢、米森初枝 

新たな分岐方法での皮膚科パス 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会、大阪、2015 年 6月 13日 

 

92. 田山麻衣、金城莉紗、篠崎亜樹子、池田智子 

放射線治療パスの分析と今後の課題 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会、大阪、2015 年 6月 13日 

 

93. 東 美希、中村康典、新元理絵、鶴田里絵、内 洋子、村上杏理、西 恭宏、 

堂園文子 

造血幹細胞移植治療を受ける患者の口腔粘膜障害軽減へ向けた看護介入 

日本口腔ケア学会総会・学術大会、山口、2015 年 6 月 27 日 

  

94. 永井野香織、中村康典、野中美里、釜付 愛、村上杏理、西 恭宏、岡本洋子 

挿管患者に対する口腔ケアマニュアルを用いた看護とその効果 

日本口腔ケア学会総会・学術大会、山口、2015 年 6 月 27 日 
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95. 小林友里恵、川嵜順子、今村朋子、後藤隆彦、田上さとみ 

心不全患者のセルフモニタリングの向上と心不全の増悪予防との関連性 

第 46 回日本看護学会学術集会 慢性期看護、福島、2015年 9 月 2日 

 

96. 小谷由紀、上田玲子、濱山真理子、是枝孝子、内田智子、赤尾綾子 

外来看護師による退院前外来オリエンテーションの効果 

第 46 回日本看護学会学術集会 慢性期看護、福島、2015年 9 月 3日 

 

97. 上野みゆき、栄 順子、渡邊真裕子、栗脇千春 

看護職の中間管理者におけるワークライフバランス（WLB）と職業性ストレスの関係

性 

第 46 回日本看護学会学術集会看護管理、福岡、2015 年 9月 9 日 

 

98. 有村由美、矢﨑成華、堀千奈美、梅下陽子 

心臓血管外科手術を受ける患者家族の思いの分析 

日本手術医学会総会、大阪、2015年 10 月 2 日 

 

99. 西 優香、河野仁美 

エンゼルケアにおいて看護師が抱いている思い～達人レベルの看護師のインタビュ

ーを通して～ 

第 69 回国立病院総合医学会、札幌、2015年 10月 2 日 

 

100. 渡邊真裕子、吉岡 薫 

インフルエンザ発症者一覧と発生病棟マップを活用した情報管理・病床管理の効果 

第 69 回国立病院総合医学会、札幌、2015年 10月 2 日 

 

101. 平原慶子、日髙光知子、中迫朋恵、田上明奈、栄 順子、養田尚美 

脳梗塞急性期患者のツボ療法を用いた排便コントロールの検討 

第 69 回国立病院総合医学会、札幌、2015年 10月 3 日 

 

102. 大重沙也佳、牧野洋子 

術後訪問の導入による患者看護に対する ICU看護師の思い 

第 12 回日本循環器看護学会、東京、2015年 10月 18 日 
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103. 吉田亜希子、上浦さとみ、園田喜子 

補助換気療法継続のための看護介入の効果～ASV の有効性に対する患者認識に

焦点を当てて～ 

第 19 回日本心不全学会学術集会、大阪、2015 年 10 月 23日 

 

104. 東真梨奈、東 健作、園田喜子 

心不全患者の退院指導実施に与える患者側の影響因子 

第 19 回日本心不全学会学術集会、大阪、2015 年 10 月 23日 

 

105. 大迫朋子、松崎 勉、緒方義史 

電子カルテシステム導入後に発生したインシデント内容の分析と対策の評価 

第 35回医療情報学連合大会（第 16回医療情報学会学術大会）、沖縄、2015年 11

月 4 日 

 

106. 東真梨奈、東 健作、園田喜子 

心不全患者生活指導の実態と効果 

第 16 回日本クリニカルパス学術集会、東京、2015年 11月 4日 

 

107. 馬籠さつき 

在宅療養を希望する患者の地域連携とチーム医療～切れ目のない緩和ケアの提供

を目指して～ 

日本医療マネジメント学会第 14 回九州・山口連合大会、熊本、2015 年 11月 20 日  

 

108. 東真梨奈、東 健作、園田喜子 

SAS検査・ASV/CPAP 導入パス作成 

日本医療マネジメント学会第 14 回九州・山口連合大会、熊本、2015 年 11月 20 日   

 

109. 山岡めぐみ、久保田詳子 

経尿道的術後 24時間の膀胱刺激症状と安楽の関係性 

日本医療マネジメント学会第 14 回九州・山口連合大会、熊本、2015 年 11月 21 日 

 

110. 藤崎香織、畠野 綾、崎田綾美、瀧山絢子、井手智子、宮崎里美、濱田祐樹、 

松岡秀樹 

脳卒中急患対応パス使用状況の把握と問題点の抽出 

日本医療マネジメント学会第 14 回九州・山口連合大会、熊本、2015 年 11月 21 日 
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111. 梅下陽子、平 誠也、薮田由紀子、中元めぐみ 

オペラマスター導入による手術室の効率的運営の報告 

日本医療マネジメント学会第 14 回九州・山口連合大会、熊本、2015 年 11月 21 日 

 

112. 渡邊真裕子、平峯侑恵、吉永正夫 

ICT における届出制抗菌薬開始時の介入効果 

第 31 回日本環境感染学会総会・学術集会、京都、2016 年 2月 20日 

 

113. 迫田亜由美、新野成子、片平智子 

術前患者と関わる看護師の役割～手術が決定した患者との関わりを通して～ 

鹿児島県保健看護研究学会、鹿児島、2016年 2 月 22 日 

 

 

② 筆頭演者が鹿児島医療センターの職員以外 

 

1. 室屋英人、羽田里美、大塚佳純、増井飛沙人、下川原裕人、福居重和 

肺高血圧症領域における Dual energy CT の有用性 

79 Annual Scientific Meeting of Japanese Circulation Society、大阪、2015年 4月 24

日 

 

2. 野村裕一、吉永正夫、上野健太郎、江口太助、益田君教、田中裕治、西畠 信 

学校心臓検診の自動解析正常で医師判読により二次検診へスクリーニングされ

た心電図の検討 

第 51回日本小児循環器学会総会・学術集会、東京、2015年 7月 16日 

 

4. 岩本眞理、長嶋正實、吉永正夫、住友直方  

学校管理下における突然死と心肺蘇生の状況について 

第 51回日本小児循環器学会総会・学術集会、東京、2015年 7月 17日 

 

5. 林 立申、堀米仁志、岩本眞理、宮崎あゆみ、徳田正邦、久保俊英、吉永正夫 

幼児の心血管危険因子値に与える本人、保護者の生活習慣の影響～全国調査～ 

第 51回日本小児循環器学会総会・学術集会、東京、2015年 7月 18日 

 

6. 宮崎あゆみ、吉永正夫、高橋秀人、青木真智子、濱島 崇、堀米仁志、篠宮正樹、

伊藤善也、徳田正邦、久保俊英 

Latent class growth model による小児期肥満出現時期の検討 
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第 36回日本肥満学会、名古屋、2015年 10月 3日 

 

7. 西村元伸、田中剛史、瀧 秀樹、斎藤美穂、郡山暢之、河部庸次郎、鴻山訓一、

山田和範、利根淳仁、加藤泰久 

糖尿病性腎症（DN）第 2 期進展阻止のための家庭血圧目標値（国立病院機構

EBM 研究 HBP-DN班）． 

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会、下関、2015年 5月 23日 

 

8. 大井秀久、鮫島洋一、中馬 豊、帆北修一、石澤 隆、小野陽平、藤田 浩 

当院の潰瘍性大腸炎症例の併存疾患についての検討 

第 70回日本大腸肛門病学会学術集会、名古屋、2015年 11月 19日 

 

9. 西 恭宏、松井竜太郎、西山 毅、三浦尚子、手塚征宏、後藤雄一、中村康典  

口腔ケアと摂食嚥下スクリーニングテストの基礎実習への導入 

第 21回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会、京都、2015年 9月 12

日 

 

 

その他・研究会 

1. 安﨑和博、片岡哲郎. 

A Case with peri-stent contrast staining after implanting 2 types of second- generation 

drug-eluting stents, resulted in stent thrombosis during intravascular ultrasound 

procedure 

OCT 2015 Coronary、神戸、2015 年 10 月 29日 

 

2. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

循環器連携セミナー、鹿児島、2015 年 4月 15 日 

 

3. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

新規抗凝固薬を考える会～ラストステージ NOAC について～、鹿児島、2015 年 4 月

16 日 
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4. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

エドキサバンフォーラム in 鹿児島～血栓症のトータルマネジメント～、鹿児島、2015

年 5 月 25日 

 

5. 田中秀樹 

心不全治療のトレンドと当院の現状 

第 31 回 黎明心臓フォーラム、鹿児島、2015 年 6月 6 日 

 

6. 東 健作 

心臓手帳の作成（地域連携とクリティカルパスの重要性） 

第 31 回黎明心臓フォーラム、鹿児島、2015 年 6月 6 日 

 

7. 田上和幸 

心房細動に対するカテーテルアブレーション治療 

第 31 回 黎明心臓フォーラム、鹿児島、2015 年 6月 6 日 

 

8. 田上和幸 

 心房細動に対するカテーテルアブレーション治療 

第 31 回 黎明心臓フォーラム、鹿児島、2015 年 6月 6 日 

 

9. 薗田正浩 

経皮的冠動脈形成術後の抗血小板療法、抗凝固療法について 

第 31 回 黎明心臓フォーラム、鹿児島、2015 年 6月 6 日 

 

10. 塗木徳人 

心房細動の最近の話題 

心房細動と抗凝固療法セミナー、鹿児島、2015年 6月 12 日 

 

11. 薗田正浩 

心房細動の最近の話題・循環器疾患における抗血栓療法の現状と今後の展望 

心房細動と抗凝固療法セミナー、鹿児島、2015年 6月 12 日 

 

12. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

屋久島医療圏セミナー、鹿児島、2015 年 6月 17日 
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13. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

DS Thrombosis Up To Date～いま何故エドキサバンなのか？～、鹿児島、2015 年 6

月 24 日 

 

14. 東 健作 

re-try CTOの 1 例 

Resolute Hour in 鹿児島、鹿児島、2015 年 7月 17日 

 

15. 田上和幸 

ILR（植込み型ループレコーダ）について 

Resolute Hour in 鹿児島、鹿児島、2015 年 7月 17日 

  

16. 田上和幸 

ペースメーカ基礎・感染 

第 6 回宮崎地区デバイス勉強会、宮崎、2015 年 9月 19 日 

 

17. 田上和幸 

左冠尖からの通電で根治した左脚ブロック・下方軸心室期外収縮の１例 

第 2 回鹿児島循環器カンファレンス、鹿児島、2015年 10 月 3日 

 

18. 田中秀樹 

心不全・不整脈の薬物治療のトレンド 

第 3 回鹿児島市域循環器臨床薬剤師カンファランス、鹿児島、2015 年 10 月 8日 

 

19. 田上和幸 

デバイス治療と運転免許/MRI撮影 

鹿児島不整脈セミナー、鹿児島、2016 年 1月 22日 

 

20. 松本洋之 

肺塞栓様の病態を示した急性大動脈解離の１例 

Kagoshima Young Cardiologist Conference、鹿児島、2016 年 2月 28 日 

 

21. 伊集院駿 

Lung PBV-CT を用いた急性肺血栓塞栓症の治療効果判定について 

鹿児島循環器疾患ピットフォールカンファレンス、鹿児島、2016 年 2月 13 日 
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22. 塗木徳人  

心房細動の最近の話題 

プライマリケア医の為の高齢者医療を語る会、鹿児島、2016年 2 月 26 日 

 

23. 武井 藍、濵田祐樹、宮下史生、脇田政之、松岡秀樹 

救急搬送された NOAC服用患者から得られた知見 

第 4 回イグザレルト医療連携カンファレンス、鹿児島、2015 年 7 月 21日 

 

24. 宮下史生 

鹿児島における急性期再開通治療の現状と今後の展望 

第 1 回軽井沢脳血管内治療セミナー、軽井沢、2015年 7 月 22日 

 

25. 是枝め衣、濱田祐樹、宮下史生、武井 藍、脇田政之、松岡秀樹 

急性期脳梗塞に対する治療開始時間短縮への取り組み 

鹿児島ストローク研究会、鹿児島、2016 年 2月 26日 

 

26. 郡山暢之、郡山暢之、小木曽和磨、伊集太生、尾辻真由美、蓑部町子、赤尾綾子、 

後藤隆彦、小林友里恵、藤崎夏子、藤崎佑貴子、木ノ脇真弓 

制御困難な成人型周期性嘔吐症を合併した 1型糖尿病の 1 例 

第 2 回糖尿病医療学研究会、京都、2015 年 10 月 10 日 

 

27. 安村拓人、向原公介、豊川健二、松葉智之、重久喜哉、松本和久、山元裕之、 

四元剛一、吉原秀明、井本 浩 

外傷性右室損傷の 2 救命例 

第 70 回鹿児島県臨床外科学会、鹿児島、2015 年 8 月 8 日 

 

28. 安田 洋、海江田衛、菰方輝夫、野元三治 

転移性肝腫瘍（S1）に対する下大静脈合併尾状葉単独切除の１例 

鹿児島肝癌研究会』症例検討会、鹿児島、2015 年 11 月 7日 

 

29. 安村拓人、安田 洋、海江田衛、菰方輝夫、野元三治 

再発性巨大後腹膜脂肪肉腫の 1 切除例 

平成 27 年度鹿児島市外科医会秋季例会、鹿児島、2015 年 11 月 19 日 
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30. 菰方輝夫、安村拓人、安田 洋、海江田 衛 

腹腔鏡下脾切除の普及と定型化へ向けての課題 

第 1 回城山消化器疾患連携セミナー、鹿児島、2015年 12 月 16 日 

 

31. 海江田衛、安田 洋、安村拓人、菰方輝夫 

胆道癌に対して膵頭十二指腸切除と肝床切除を行った 2 例 

第 1 回城山消化器疾患連携セミナー、鹿児島、2015年 12 月 16 日 

 

32. 安村拓人、安田 洋、アリヤル・ビベック、海江田 衛、菰方輝夫 

巨大後腹膜脂肪肉腫の 2切除例 

第 71 回鹿児島県臨床外科学会、鹿児島、2016 年 3 月 12 日 

 

33. 湯田大介、田場 要、黒木弘志、安永容子、仮上 透、鶴川俊洋 

急性期左大脳半球脳梗塞 rt-PA施行後症例における ST 介入について 

第 30 回鹿児島リハビリテーション医学研究会、鹿児島、2016年 3 月 5日 

 

34. 山口泰弘、川俣洋生、林淳一郎、平山俊一 

配合変化表を用いて薬剤師業務の改善 

第 39 回国立病院九州地区薬学研究会・総会、福岡、2015 年 7 月 12日 

 

35. 吉永里香子、川俣洋生、大園ゆかり、山口泰弘、山元光平、林淳一郎、平山俊一 

頭頸部放射線併用化学療法に伴う栄養状態変化の調査 

宮崎鹿児島地区薬学研究会、都城、2015 年 10 月 17 日 

 

36. 橋本恵美 

当院で経験した心臓原発肉腫の 2 症例 

第 248 回鹿児島超音波研究会、鹿児島、2015 年 6月 25 日 

 

37. 梅橋功征 

ホルター心電計における頻脈性不整脈の解析ポイント 

鹿児島県生理機能検査部門研修会、鹿児島、2015年 7 月 4日 

 

38. 富園正朋 

心エコーレポート どこまで書く？ 

国立病院臨床検査技師会九州支部卒後教育セミナー、福岡、2015 年 9 月 26日 
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39. 橋本剛志、梅橋功征、大渕一葉、橋本恵美、宮崎いずみ、高永 恵、富園正朋 

心房細動を契機に発見された成人三心房心の 1 症例 

鹿児島県超音波研究会、鹿児島、2015 年 10 月 22日 

 

40. 富園正朋 

心タンポナーデを疑った１症例 

鹿児島超音波医学研究会、鹿児島、2016 年 11月 28 日 

 

41. 福田 勝 

急性骨髄芽球性白血病の形態像を呈した t(8;21)(p22;p22)」の症例提示・解説 

日臨技九州支部卒後研修会 第 27回血液検査研修会、宮崎、2016 年 2 月 13日 

 

42. 富園正朋 

脳死判定を経験して感じた事 

脳死移植に関する研修会、熊本、2016 年 2月 20 日 

 

43. 山下一也 

大規模災害時（地震）における減災に向けた取り組み 

鹿児島県放射線技師会 霧島姶良地区研修会、姶良、2015年 7 月 25 日 

 

44. 増井飛沙人 

CT における線量評価 

第 31 回 CT 研究会、鹿児島、2015年 8 月 19 日 

 

45. 平川 遼、増井飛沙人、瀬筒美紀、山下一也、野田一也、本村 登 

頭部 3DCTA時におけるフィルターの検討 

平成 27年度九州国立病院療養所放射線技師会第 63 回南九州地区研修会、宮崎、

2015 年 9月 5 日 

 

46. 大浦美樹、羽田里美、熊野純泰、野田一也、本村 登 

201Tl 負荷心筋血流 SPECT 検査におけるデータベース及びスコア閾値の作成 

平成 27年度九州国立病院療養所放射線技師会第 63 回南九州地区研修会、宮崎、

2015 年 9月 5 日 

 

47. 大塚佳澄、山下一也、野田一也、本村 登 

血管造影装置更新に伴う画質評価及び線量評価 
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平成 27年度九州国立病院療養所放射線技師会第 63 回南九州地区研修会、宮崎、

2015 年 9月 5 日 

 

48. 増井飛沙人 

施設認定と CT における線量測定 

第 38 回大隅地区研修会、鹿屋、2016 年 2月 20 日 
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【Ⅵ】 学術講演 

 

1. 中島 均 

NOAC最新の話題～エドキサバンへの期待～ 

新規抗凝固薬を考える会、鹿児島、2015 年 4 月 16日 

 

2. 中島 均 

冠動脈疾患に対する脂質治療戦略 

鹿児島市脂質異常症勉強会、鹿児島、2015年 6 月 11 日 

 

3. 中島 均 

NOAC 最新の話題 ～エドキサバンへの期待～ 

DS Thrombosis Up To Date、鹿児島、2015年 6 月 24 日 

 

4. 中島 均 

虚血心疾患の病態と診断 

第 23 回鹿児島 RIカンファレンス、鹿児島、2015 年 9 月 19 日 

 

5. 中島 均 

PCI と抗凝固療法 

第 4 回循環器イグザレルトカンファレンス、鹿児島、2015 年 9月 11日 

 

6. 中島 均 

心房細動患者のアドヒアランスを考える 

イグザレルト発売 3周年記念講演会、鹿児島、2015年 9 月 30日 

 

7. 片岡哲郎 

 若年女性の急性心筋梗塞を考える 

 第 16 回鹿児島インターベンション・カンファレンス、鹿児島、2015 年 5月 9 日 

 

8. 安﨑和博、片岡哲郎、上坊翔太、毛利翔悟、楠元啓介、久保忠弘、薗田正浩、 

中島 均、皆越眞一. 

機械的合併症を有する急性心筋梗塞患者の心臓外科手術における術後生存に及

ぼす影響についての検討 

第 2 回鹿児島循環器カンファレンス、鹿児島、2015年 10 月 3日 
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9. 毛利翔悟、安﨑和博、楠元啓介、久保忠弘、片岡哲郎、薗田正浩、中島 均、 

皆越眞一 

トルバプタンを使用した左室収縮能が保たれた心不全の 1 例～当科におけるト

ルバプタン使用 24 例の検討を交えて～ 

鹿児島救急医学会第 78回医師部会、鹿児島、2015 年 9 月 12 日 

 

10. 塗木徳人 

心房細動の最近の話題 

大島郡医師会学術講演会、奄美、2016 年 3月 12 日 

 

11. 下川原裕人 

静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略 

第 169 回鹿児島県病院薬剤師会研修会、鹿児島、2015 年 5月 30 日 

 

12. 塗木徳人 

心原性脳梗塞の予防～薬剤師が抑えるべき新規抗凝固薬のポイント～ 

第 374 回医師会病院薬物療法研修会、鹿児島、2015 年 9 月 15 日 

 

13. 薗田正浩 

透析患者の虚血性心疾患・弁膜症について  

第 14 回北薩透析講演会、薩摩川内、2015年 10 月 8 日 

 

14. 塗木徳人 

心房細動の最近の話題 

第 10回南薩学術講演会第 232回南薩心臓疾患研究同好会、南さつま、2016年 1月

20 日 

 

15. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症治療の新展開 ～抗凝固療法について～知っておきたいこと・知っ

ておくべきこと～ 

日向市東臼杵郡医師会学術講演会、日向、2015 年 4 月 8 日 

 

16. 松岡秀樹 

脳卒中予防 病診連携への期待 

第 2 回宮崎医療連携カンファレンス、宮崎、2015 年 7 月 17 日 
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17. 松岡秀樹 

脳卒中予防 病診連携への期待 

荒尾市医師会学術講演会、荒尾、2015 年 11 月 16日 

 

18. 松岡秀樹 

脳卒中予防 病診連携への期待 

第 133 回地域医療連携講演会、小郡、2015年 11月 30 日 

 

19. 松岡秀樹 

脳卒中治療ガイドライン 2015～脳卒中に対する内科治療の要点～ 

平成 27 年度 地域医師のための生涯研修セミナー、福岡、2015 年 12月 19 日 

 

20. 松岡秀樹 

脳卒中の病態生理および治療と合併症について フィジカルアセスメント 

鹿児島県脳卒中リハビリテーション看護研修会、福岡、2016 年 2 月 6 日 

 

21. 松岡秀樹 

脳血管障害予防におけるリスク管理 

第 4 回糖尿病と血管障害研究会、鹿児島、2016 年 2 月 25 日 

 

22. 吉永正夫 

乳幼児突然死症候群の予防 

認可外保育施設等保育従事者研修会、鹿児島、2016 年 3 月 1 日 

 

23. 田中裕冶 

ターナー症候群の循環器合併症 

MIRAIの会（ターナー症候群家族の会）、鹿児島、2015 年 3月 27日 

 

24. 郡山暢之 

当院における SGLT2 阻害薬の使用経験 

フォシーガ発売一周年記念講演会 in Kagoshima、鹿児島、2015 年 6月 26日 

 

25. 郡山暢之 

糖尿病患者の心理と療養指導 効果的な声かけ、言ってはいけない一言 

第 6 回糖尿病医療連携体制講習会、鹿児島、2015年 11月 17 日 
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26. 郡山暢之 

糖尿病治療の標準化を目指して～SDM カスタマイズド鹿児島における SGLT2 阻害

薬のポジション～ 

第 6 回糖尿病医療連携体制講習会、鹿児島、2016年 3 月 10日 

 

27. 郡山暢之 

予防的糖尿病フットケア臨床の実際～今後の課題を含めて～ 

第 53 回鹿児島糖尿病教育ナース研修会、鹿児島、2016 年 3月 13日 

 

28. 藤田 浩 

炎症性腸疾患診療に関わる最近のトピックス 

第 161 回南薩胃腸疾患検討会、南さつま、2015 年 3月 19 日 

 

29. 藤田 浩 

上部消化管疾患診療の新たな展開 

第 84 回南薩医学研究会、南九州、2015 年 4月 23日  

 

30. 藤田 浩 

上部消化管疾患診療の新たな展開 

大隅地区学術講演会、鹿屋、2015年 5 月 21 日 

 

31. 藤田 浩 

上部消化管疾患診療の新たな展開 

第 159 回姶良地区薬剤師研修会、姶良、2015 年 6月 4 日 

 

32. 藤田 浩 

炎症性腸疾患 最新の診断と治療 

難病相談支援センター巡回医療相談、奄美、2015年 7 月 4日 

 

33. 鶴川俊洋 

がんのリハビリテーションの概要 

平成 27 年度日本理学療法士協会主催がんのリハビリテーション研修会、鹿児島、

2015 年 5月 23日 

 

34. 山下真由子 

  周術期リハビリテーション 
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平成 27 年度日本理学療法士協会主催がんのリハビリテーション研修会、鹿児島、

2015 年 5月 23日 

 

35. 鶴川俊洋 

 心臓リハビリテーション～基本的事項と有効性について～ 

 第 1 回鹿児島心臓リハビリテーションセミナー、鹿児島、2015年 6 月 24 日 

 

36. 田原葉月 

  心臓リハビリテーション～患者教育指導について～ 

 第 1 回鹿児島心臓リハビリテーションセミナー、鹿児島、2015年 6 月 24 日 

 

37. 田場 要 

摂食嚥下障害『がん患者への対応』 

  平成 27 年度 理学・作業療法士特定技能派遣研修（Ⅰ）、福岡、2015年 7 月 2 日 

 

38. 鶴川俊洋 

明日から実践！心臓リハビリテーションと他職種・多職種連携 

  大隅地区心臓リハビリテーション講演会、鹿児島、2015 年 8 月 21 日 

 

39. 中村康典 

鹿児島医療センターにおける院内口腔管理と医科歯科医療連携の現状 

第 5 回出水郡医科歯科連携勉強会、出水、2015 年 5 月 16 日 

 

40. 松下茂人 

  教育講演 21「非メラノーマ皮膚癌：最新の治療と予後」基底細胞癌 

第 114回日本皮膚科学会総会、横浜、2015年 5 月 29 日 

 

41. 松下茂人 

 ランチョンセミナー8 表皮水疱症（EB）患者から学んだ脆弱皮膚へのアプローチ 

第 24 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会、東京、2015 年 5 月 30日 

 

42. 波野真伍 

過去の事例から学ぶ～インシデントやヒヤリハットを踏まえて～ 

日臨技九州支部卒後教育研修会 第 8 回生物化学部門研修会、福岡、2015年 8 月

29 日 
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43. 波野真伍 

これだけは覚えておきたい生化学検査の基礎知識 

鹿児島県臨床検査技師会 新人・新任スキルアップ研修会、鹿児島、2015 年 12 月 5

日 

 

44. 宮﨑いずみ 

超音波にて腫瘤内の血流を検出した 1症例 

鹿児島超音波研究会症例検討会、鹿児島、2015 年 8 月 27 日 

 

45. 大渕一葉 

Let's study あなたはこの心電図どう思いますか？ 

平成 27 年度 新人・新任スキルアップ研修会、鹿児島、2015年 12 月 5 日 

 

46. 大渕一葉 

急性心不全を伴った成人房室中隔欠損症の一症例 

平成 27 年度第 5 回九州地区循環器エコーカンファレンス、鹿児島、2015 年 2 月 27

日 

 

47. 淵脇美保子 

心不全の食事について 

第 5 回心臓・血管病市民公開講座、鹿児島、2015年 2 月 18日 

 

48. 田代祐子 

看護の視点での安全管理 

第 2 回補助循環機器セミナー～PCPS編～、鹿児島、2015年 8 月 2日 

 

49. 渡邊真裕子 

感染症発生時の対応～見えない敵との戦い～ 

第 15 回院内感染防止対策に関する講演会、鹿児島、2015年 8 月 22 日 
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【Ⅶ】 助成金による研究 

I. 公費臨床試験 

1. 皆越眞一 

ST 上昇型急性心筋梗塞患者におけるβ遮断薬の有効性を検証する多施設共同無作

為化比較試験（CAPITAL-RCT） 

 

2. 中島 均 

実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント（BES）とエベロリムス溶出性ステインと

（EES）の有効性および安全性についての多施設前向き無作為オープンラベル比較

試験【NOBORI Biolims-Eluting versus XIENCE/PROMUS Everolimus-eluting Stent 

Trail】（NEXT） 

 

3. 中島 均 

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質

低下療法のランダム化比較試験（Randomizesd Evaluation if Aggressive or Moderate 

Lipid Lowering Therap with Pitavastatin in Coronary Artery Disease) （REAL-CAD） 

 

4. 中島 均 

｢動脈硬化性疾患の危険因子の性差と予防に関する多施設共同横断研究」

（Nationwide Gender-specific Atherosclerosis Determinants Estimation and Ischemic 

Cardiovascular Disease Prospective Cohort Study)（NADESICO） 

  

5. 中島 均 

腎動脈狭窄症に対するステント治療の治療反応群予測因子の検討（VERDICT 

trial） 

 

6. 中島 均 

冠動脈ステント留置術後 12 か月超を経た心房細動患者に対するワーファリン単独療

法の妥当性を検証する多施設無作為化試験（OAC-ALONE Study） 

 

7. 中島 均 

心筋 SPECT 検査による心筋血流測定に関する研究  
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8. 中島 均 

高尿酸血症に対するキサンチンオキシダーゼ阻害剤フェブキソスタットの血管

障害予防効果に関する多施設ランダム化比較試験(PRIZE Study） 

 

9. 中島 均、久保忠弘 

SGLT2 阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験 2管球 CT

を用いた冠動脈狭窄、心筋虚血、心筋線維化の総合評価に関する多施設共同研

究(AMPLIFiED） 

 

10. 中島 均 

SGLT2 阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験（PROTECT） 

 

11. 片岡哲郎 

日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と標準治

療のランダム化比較試験（CHD介入・観察） 

 

12. 中島 均、片岡哲郎 

エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板剤２剤併用療法

(DAPT）期間を１か月に短縮することの安全性を評価する研究(STOPDAPT2） 

 

13. 中島 均、薗田正浩 

実臨床における Noboriバイオリムス A9エリューティングステントの至適二剤

併用抗血小板療法(DAPT）期間の検討(NIPPON） 

 

14. 中島 均、薗田正浩 

日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と標準治

療のランダム化比較試験(IMPROVE HF Japan Pilot 試験） 

 

15. 中島 均、薗田正浩、東 健作 

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバ

ン単剤療法に関する臨床研究(AFIRE Study） 

 

16. 中島 均、薗田正浩 

心不全患者の実態調査および予後に関する予後に関する前向き観察研究（多施設

共同研究） 
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17. 中島 均、薗田正浩、松岡秀樹 

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性閉塞症に対するリバーロキサバン

の有効性と安全性に関する登録観察研究（EXPAND研究）  

 

18. 塗木徳人 

心房細動アブレーションを施行予定の非弁膜症心房細動患者を対象に、心房細動ア

ブレーション周術期におけるダビガトランの安全性及び有効性をワルファリンを対照薬

として比較する前向き、多施設共同、並行群間試験（ABRIDGE-J） 

 

19. 塗木徳人 

心房細動を合併する冠動脈疾患症例に対するアピキサバン併用下ＤＡＰＴ投与期間

に関する医師主導型臨床研究（SAFE-A） 

 

20. 塗木徳人、今村純一 

脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模臨

床研究(RESPECT Study） 

 

21. 松岡秀樹 

脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬へ尿療法の有効性及び安全性の検

討（CSPS.com研究） 

 

22. 松岡秀樹 

非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/ＴＩＡにおけるリバーロキサバンの投与開始

時期に関する観察研究（RELAXED） 

 

23. 郡山暢之 

NAFLDを有する日本人２型糖尿病患者に対するリナグリプチン研究（J-LINK study） 

 

24. 大塚眞紀 

WT1 mRNA測定キットの成人急性リンパ性白血病（ALL）における臨床性能試

験(WT1 成人 ALL臨床性能試験） 

 

25. 簗詰伸太郎 

局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行令に対するＵＦＴによる補助科学療法のラ

ンダム化第Ⅲ相比較試験（GITIC002）  
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26. 魚住公治 

ヨンデリス点滴静注用 0.25 ㎎/1㎎（症例登録） 

 

27. 木村 登 

塩化タリウムを用いたノーマルデータベース及びスコア閾値の作成と評価 
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II. EBM推進のための大規模臨床研究 

国立病院機構の病院グループで大規模な臨床研究を行い、EBM（科学的根拠に基

づいた医療）の普及促進に貢献する目的で「EBM推進のための臨床研究」が実施され

ている。この「EBM 推進のための臨床研究」には治験コーディネーターが研究補助担当

者への支援を行っている。当院が参加している課題を以下に示す 

 

平成 22 年度採択課題 

郡山暢之（施設臨床研究責任医師） 

「2 型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンの心肥大・心機能に対

する効果の検討」（ABLE-MET） 

研究代表者 尾野 亘（京都医療センター） 

 

平成 27年 12 月に症例登録を終了した。 

 

 

平成 24 年度採択課題 

城ヶ崎倫久（施設臨床研究責任医師） 

「酸素投与による心臓カテーテル後造影剤腎症の予防効果に関する研究」 

（OptionCIN） H24-NHO（介入）-02 

研究代表者 網代 洋一（横浜医療センター） 

 

平成 27 年度中に 5症例の登録を行い、平成 27年 11月に研究を終了した。 

 

 

城ヶ崎倫久（施設臨床研究責任医師） 

「我が国における尿酸排泄動態に関する基準範囲の検討」 

（RICE-U） H24-NHO（介入）-02 

研究代表者 津谷 寛（あわら病院） 

 

現在症例登録作業中である。 
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平成 26 年度採択課題 

菰方輝夫（施設臨床研究責任医師） 

「膵がん切除後の補助化学療法における S-1単独療法と S-1とメトホルミンの併用

療法の非盲検ランダム化第Ⅱ相比較試験」 

（ASMET） H26-EBM(介入）-03 

研究代表者 古川 正幸（九州がんセンター） 

 

平成 27 年度より研究を開始した。 

 

 

平成 26 年度指定研究 

城ヶ崎倫久（施設臨床研究責任医師） 

｢疾患特異的 iPS細胞作製研究基盤支援整備研究｣ 

H26-指定-05 

研究代表者 川井 充（東埼玉病院） 

 

平成 27 年度中に 5症例の登録を行い、現在も症例登録作業中である。 

 

 

 

III.  NHOネットワーク共同研究・政策医療ネットワーク 

ⅰ) 文書患者の同意の必要なもの 

1. 大塚眞紀（分担研究者） 

｢未治療 75歳以上（移植非適応）の多発性骨髄腫患者を対象とする Bd/Ld交替

導入療法の安全性・有効性に関する臨床研究」 

NHOネットワーク共同研究 H24-NHO（血液）-01 

研究代表者 宮田 泰彦（名古屋医療センター）  

 

2. 大塚眞紀（分担研究者） 

｢多発性骨髄腫の遺伝子異常と治療効果および予後に関する研究」  

NHOネットワーク共同研究 H24-NHO（血液）-01 

研究責任者 宮田 泰彦（名古屋医療センター） 
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3. 大塚眞紀（分担研究者） 

｢再発又は難治性の高齢者びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫に対するR-GDP療

法に関する第ＩＩ相試験」  

NHOネットワーク共同研究 H24-NHO（血液）-01 

研究責任者 宮田 泰彦（名古屋医療センター） 

 

4. 今村純一（分担研究者） 

｢未破裂脳動脈瘤患者における動脈瘤増大・破裂危険因子に関する計算流力学

(CFD)解析を用いた研究｣（CFD ABO Study） 

NHOネットワーク共同研究 H25-NHO（脳卒中）-01 

主任研究者 福田 俊一（京都医療センター） 

 

5. 松岡秀樹（分担研究者） 

 ｢心原性脳塞栓症におけるヘパリン投与のタイミングと至適投与量に関する研究」 

NHOネットワーク共同研究 H25-NHO（脳卒中）-02 

主任研究者 岡田 靖（九州医療センター） 

 

 

ⅱ) 患者の同意が必要ないもの 

 

1. 大塚眞紀（分担研究者） 

｢NHO血液・造血器疾患ネットワーク参加施設に新たに発生する多発性骨髄腫

の予後に関する臨床的要因を明らかにするコホート研究」 

NHOネットワーク共同研究 H25-NHO（血液）-02 

研究代表者 横山 明弘（東京医療センター） 

 

2. 菰方輝夫（分担研究者） 

｢消化器外科緊急手術症例における術後死亡予測モデル CORES、NSQIP の比

較検証試験」 

NHOネットワーク共同研究 H26-NHO（外科）-01 

研究代表者 芳賀 克夫（熊本医療センター） 
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IV. 作成プロトコール（承認順） 

当院で独自に作成したプロトコールは 33題あった。倫理審査委員会の承認順に以下に

記す。 

 

1. 糖尿病・内分泌科 小木曽和磨 

食後血糖に対する基礎インスリン補充効果の検証 

 

2. 臨床検査科 橋本剛志 

ABI検査と大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価に関する検討 

 

3. 小児科 吉永正夫 

「小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学

的検査を反映した診療ガイドラインの作成に関する研究」1.健常児の心臓超音波所

見の基準値(正常値)作成に関する研究 

 

4. 小児科 吉永正夫 

「小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学

的検査を反映した診療ガイドラインの作成に関する研究」2.心筋症患児の臨床的デー

タ収集に関する研究 

 

5. 血液内科 大塚眞紀 

WT1成人 ALL臨床性能試験～WT1 mRNA測定キットの成人急性リンパ性白血病

（ALL）における臨床性能試験～ 

 

6. 糖尿病・内分泌科 小木曽和磨 

摘出副腎腫瘍組織における遺伝子解析についての摘出副腎腫瘍組織を用いた分

子生物学的解析による褐色細胞腫の分子病態の検討 

 

7. 血液内科 原口浩一 

成人 T 細胞白血病におけるモガムリズマブ（ポテリジオ）の有用性と予後の検討 

 

8. 臨床検査科 山元将義 

心臓原発腫瘍における生理活性物質の発現及び分泌とその役割についての研究 
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9. 看護部 児玉和代 

慢性心不全患者の生活指導システムの構築～指導率の向上を目指して～ 

 

10. 小児科 吉永正夫 

QT 延長症候群患児の管理基準作成に関する研究 

 

11. 看護部 松本志保 

ボディイメージ変化の理解による術後経過の影響について 

 

12. 看護部 瀬戸佳代子 

急性期病院の混合病棟で勤務する看護師が抱えるジレンマ～フライ Sの倫理原則

にあてはまらない事柄のカテゴリ分類～ 

 

13. 看護部 下之薗留美 

化学療法を受ける患者の転倒予防に対する意識の変化～転倒アセスメントスコアシ

ートを用いて～ 

 

14. 看護部 樋園琴美 

リハビリスタッフと看護師が連携し、脳卒中患者に行ったリハビリテーションの取り組

みについて～脳卒中患者へ休日リハビリを取り入れて～ 

 

15. 小児科 吉永正夫 

「小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝子

学的検査を反映した診療ガイドラインの作成に関する研究」3.小児心電図の基準値

（正常値）作成に関する研究 

 

16. 看護部 山崎 瞳 

心筋梗塞や狭心症により生活指導を受けた患者の退院後の行動変容に伴う思いと

成功体験 

  

17. 看護部 荒木信枝 

癌患者における胃瘻造設後のスキントラブル予防の取り組み 

 

18. 看護部 平佐田育恵 

ICUにおけるせん妄患者によるルート・ライン自己抜去防止への取り組み～

CAM-ICU導入前後の評価と抜去要因の分析～ 
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19. 看護部 濱本健二 

手術室クリニカルラダー導入後の意識の変化 

 

20. 第 2 循環器内科 田上和幸 

「ペースメーカ植え込み患者におけるペーシング部位の相違と予後比較」鹿児島県

内の関連病院での多施設共同研究 Kagoshima 2nd Internal Medicine Pacemaker 

Registry(K-registry) 

 

21. 看護部 三角明恵 

夜間看護業務におけるストレスの傾向～病棟業務と救急外来業務を比較して～ 

  

22. 臨床工学科 井上順一 

脳卒中患者における麻痺側上肢の自主訓練と機能的な使用のための問題解決に

対する介護効果 

 

23. 臨床検査科 山本将義 

頸動脈プラークにおける炎症性サイトカイン及びケモカインの発現についての研究 

 

24. 小児科 吉永正夫 

児童生徒の QT 短縮の頻度とスクリーニング基準に関する研究 

 

25. 小児科 吉永正夫 

より正確な乳幼児心電図を記録するための研究 

 

26. 第 2 循環器内科 田中秀樹 

急性心筋梗塞における側副血行路の発現を規定する因子の解明とその予後との関

連についての研究 

 

27. 臨床工学科 井上順一 

作業療法士の共感的理解と作業療法に対する患者満足度の調査 

 

28. 放射線科 米倉隆治 

3D子宮頸癌内照射（3D-image guided brachtherapy （3D-IGBT）） 

 

29. 看護部 中元めぐみ 

看護管理者のコンピテンシー・モデルを用いた事例検討会の評価と課題 
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30. 皮膚科・皮膚腫瘍科 松下茂人 

ニボルマブによる有害事象の発現と末梢血リンパ球減少率の相関についての検討 

 

31. 看護部 江口洋子 

鹿児島医療センター病棟看護師の口腔ケアに関する意識調査～口腔ケアチーム導

入から 3 年後の現状と課題～ 

 

32. 看護部 月見佑子 

ICUに緊急入院した患者家族のニードとコーピングの調査～CNS-FACE家族アセス

メントツールを使用して 

 

33. 救急科 堂籠 博 

救急外来受診症例のバイタルサインの検討 

 

 

 

V. 競争的資金獲得額 

 

１. 厚生労働科学研究費 

1. 吉永正夫（主任研究者） 

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事

業）） 

｢小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学

的検査を反映した診療ガイドライン作成に関する研究」（14427326） 

研究代表者 

7,490,000円 

 

2. 吉永正夫（分担研究者） 

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業  

｢乳幼児突然死症候群（SIDS）及乳幼児突発性危急事態（ALTE）の病態解明と死亡

数減少のための研究」（14427966） 

研究代表者：埼玉医科大学 加藤 稲子 

4,000,000円 
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3. 吉永正夫（分担研究者） 

難治性疾患等政策研究事業 

｢遺伝性不整脈疾患の遺伝子基盤に基づいた病態解明と診断・治療法の開発に関す

る研究」（13800699） 

研究代表者：国立循環器病研究センター 清水 渉 

150,000 円 

 

 

 

２. 文部科学省科学研究費 

1. 松下茂人（主任研究者） 

｢有棘細胞癌・乳癌外パジェット病における新規化学療法レジメンの確立と個別化へ

の応用」 

科学研究費助成事業 平成 25 年度基盤研究(C) 

910,000 円 

 

2. 中村康典（分担研究者） 

 ｢ケアの負担軽減に繋げるための義歯に付与するプラーク付着抑制能の研究」 

 科学研究費補助金事業 平成 27 年度基盤研究(C)  

 主任研究者：鹿児島大学 西 恭宏 

 195,000 円 

 

 

３. 民間セクターからの寄付金 

1. 森山由紀則 

｢心臓血管外科の弁膜症及び不整脈治療の発展に対する寄附」（センチュリーメディ

カル株式会社） 

300,000円 

 

2. 森山由紀則（主任研究者） 

｢心臓血管外科 合併症予防に関する研究」（タキロン株式会社） 

300,000円 

 

3. 森山由紀則（主任研究者） 

｢心臓病治療に対して助成」（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

500,000円 
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4. 森山由紀則（主任研究者） 

｢高齢者の心臓・血管疾患に対する外科治療の研究」（日本ライフライン株式会社代

表取締役社長 鈴木啓介） 

500,000円 

 

5. 菰方輝夫、森山由紀則 

｢外科における研究を助成するため」（科研製薬株式会社福岡支店） 

300,000 円 

 

6. 郡山暢之 

｢糖尿病患者の療養指導における自己効力感評価スケールの有用性に関する検討」

（田辺三菱製薬株式会社 総務人事部長 平社和之） 

300,000 円 

 

7. 松下茂人 

｢皮膚腫瘍科・皮膚科における研究を助成するため」（科研製薬株式会社福岡支店） 

100,000 円 

 

8. 木村 登 

｢放射線画像診断における撮像技術向上研究の支援」（富士フィルム RIファーマ株式

会社代表取締役社長 熊野嘉郎） 

500,000 円 

 

9. 木村 登 

｢放射線画像診断技術に関する研究助成」（日本メジフィジックス株式会社社長 竹内

豊） 

500,000 円 
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【Ⅷ】治験実績 

 

以下に平成 27 年度の治験の実績を示す。 

 第Ⅱ相試験 第Ⅲ相試験 製造販売後臨床試験 

件数 
3 

（新規：1） 

7 

（新規：3） 

0 

（新規：0） 

実施症例数  

（人数） 

新規：0 

継続：1 

新規：13 

継続：10 

新規： 0 

継続： 0 

その他 

実施率： 100% 

受託研究：74 件 

請求額：26,600,570 円 

 

治験の推進は臨床研究部が最も力を入れる目標である。最近はドラッグ・ラグ解消の

ため、国際共同治験が増えてきている。治験の会計制度も一括方式ではなくパフォーマ

ンス・ベイスト・ペイメントという出来高制になっている。 

 

【第Ⅱ相試験】 

2015.4～2016.3 

責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

大塚眞紀  
セルジーン 

株式会社 

再発又は再燃の成人

T 細胞白血病リンパ腫

患者におけるレナリドミ

ドの安全性及び有効

性を検討する第Ⅱ相

多施設共同非対照オ

ープンラベル試験 

化学療法治療歴のある再発又は再燃の

成人 T 細胞白血病リンパ腫患者で急性

型、リンパ腫型及び予後不良因子を有

する慢性型を対象とする。レナリドミド 25

㎎を 1日 1回経口投与し、有効性、安全

性を検討する。治験薬の投与は、進行

又は再発と判断された場合、もしくは有

害事象の発現又は他の理由により投与

継続不可能と判断された時まで継続す

る。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

大塚眞紀  
セルジーン 

株式会社 

未治療の多発性骨髄

腫の日本人患者を対

象としたレナリドミドの低

用量デキサメタゾン併

用による第Ⅱ相多施設

共同単群オープンラベ

ル試験 

65 歳以上又は造血幹細胞移植の適応

とならない未治療の日本人多発性骨髄

腫患者を対象に 1 サイクルを 28 日間と

し、レナリドミドをデキサメタゾンとの併用

で投与し有効性、安全性を検証する。

投与は、病勢進行又は何らかの理由で

中止するまで継続する。 

大塚眞紀  

ブリストル・マイ

ヤーズ株式会

社 

未治療の多発性骨髄

腫患者を対象とした、

Elotuzumab/レナリドミド

/低用量デキサメタゾン

併用療法とレナリドミド/

低用量デキサメタゾン

併用療法のランダム化

オープンラベル国内第

2 相臨床試験 

新たに診断された未治療多発性骨髄腫

の被験者において、Elotuzumab+レナリ

ドミド/低用量デキサメタゾン（ELd 療法）

とレナリドミド/低用量デキサメタゾン（Ld

療法）を比較して、ELd療法の奏効割合

を評価する。 
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【第Ⅲ相試験】 

責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

松岡秀樹  
第一三共 

株式会社 

CS-747S 第Ⅲ相試験 

虚血性脳血管障害患者

を対象としたクロピドグレ

ル硫酸塩に対する非劣

性検証試験 

虚血性脳血管障害患者を対象に、

CS-747S の脳心血管系イベント抑

制効果についてクロピドグレル硫酸

塩との非劣性を検証する。また、長

期投与時の安全性を検討する。副

次的に、脳心血管系イベント抑制

効果または安全性に影響を及ぼす

背景因子を検討する。 

簗詰伸太郎 
ゼリア新薬工

業株式会社 

Randomized,Double-blin

d,Placebo-controlled Trial 

of Z-100 plus Radiation 

Therapy in Patients with 

Locally Advanced 

Cervical Cancer-A Phase 

III trial 

FIGO Stage ⅢB 期の子宮頸癌患

者を対象として、全生存期間を用

いて、Z-100 の 0.2μg/ｍｌのプラセボ

に対する優越性を検証する。 

中島 均  

オーバスネイ

チメディカル株

式会社 

オーバスネイチComboス

テントの無作為化多施設

共同試験による日米共

同試験（HARMONEE試

験）：虚血性心疾患患者

を対象とした経皮的冠動

脈血行再建での新規

DESプラットフォームの評

価 

最先端技術の第 2世代 EESと比較

して、以下の点で非劣性であること

を実証する。 

1. 1 年目の標的血管不全

（TVF）：心臓死・標的血管の心筋

梗塞・虚血に基づく経皮的方法又

は外科的方法による標的血管再血

行再建術（TVR） 

2. 1 年目の FFRによってみる主

要標的血管の虚血回避率（FFR

値：0.80 以上） 

・BMS（Historical コントロール群）と

比較して 1年目 TVFにおいて優越

性を実証する。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

松岡秀樹  
アストラゼネカ 

株式会社 

急性虚血性脳卒中又は

一過性脳虚血発作

（TIA）患者を対象として

主要血管性イベントに対

するチカグレロルの予防

効果をアスピリン（ASA）

と比較する無作為化二

重盲検多施設共同試験

（SOCRATES – Acute 

Stroke Or Transient 

IsChaemic Attack 

TReated with Aspirin or 

Ticagrelor and Patient 

OutcomES） 

急性虚血性脳卒中又は一過性脳

虚血発作（TIA）患者を対象として、

主要血管性イベント（脳卒中、心筋

梗塞及び死亡から成る複合イベン

ト）に対するチカグレロル（Day1 に

負荷量 180mg[90mg錠 2錠]、その

後の維持用量 90mg１日 2 回）とア

セチルサリチル酸（ASA）-アスピリ

ン TM2 （Day1 に負荷量 300mg 

[100mg 錠 3 錠]、その後に維持用

量 100mg1 日 1 回）の 90 日投与の

予防効果を比較する。 

薗田正浩 
アストラゼネカ

株式会社 

2型糖尿病患者を対象と

して、心血管死、心筋梗

塞及び脳卒中に対する

チカグレロル1日2回投与

の予防効果をプラセボと

比較する国際共同無作

為化二重盲検プラセボ

対照並行群間比較試験

（THEMIS - effect of 

Ticagrelor on Health 

outcomes in diabEtes 

Mellitus patients 

Intervention Study） 

心血管性（CV）イベントの発生リス

クが高く、心筋梗塞（MI）又は脳卒

中の既往ないし 2 型糖尿病

（T2DM）患者を対象として、主要

CV イベント（心血管死、MI 及び脳

卒中からなる複合イベント）に対す

るチカグレロル 1 日 2 回 bd の長期

投与の予防効果をプラセボと比較

する。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

松岡秀樹  

日本ベーリン

ガーインゲル

ハイム株式会

社 

塞栓源不明の脳塞栓症

を発症した患者を対象

に、経口直接トロンビン

阻害剤であるダビガトラ

ンエテキシラート（110mg

又は150mg、経口1日2

回）の脳卒中の再発予防

における有効性及び安

全性をアセチルサリチル

酸（100mg経口1日1回）

と比較するランダム化、

二重盲検試験

（RE-SPECT ESUS） 

塞栓源不明の脳塞栓症（ESUS）を

発症した患者を対象として、脳卒中

の再発予防に関して、ダビガトラン

エテキシラート（DE）（110mg1 日 2

回又は 150mg1 日 2 回、年齢及び

腎機能に応じて用量を決定する）

の有効性がアセチルサリチル酸（ア

スピリン（ASA））（100mg1日 1回）と

比較して優れているか否かを検証

する。また、本対象患者におけるダ

ビガトランエテキシラートの安全性

を検討する。 

松岡秀樹  

日本ベーリン

ガーインゲル

ハイム株式会

社 

ダビガトランエテキシラー

トによる治療中で、止血

困難な出血を発現してい

る患者又は緊急手術若

しくは緊急処置を要する

患者を対象に、

idarucizumab（BI655075) 

5.0g を静脈内投与し、ダ

ビガトランの抗凝固作用

に対する中和効果を検

討する第Ⅲ相症例集積

試験（RE-VERSE AD 試

験：A study of the 

RE-VERSal Effects of 

Idarucizumab on Active 

Dabigatran） 

ダビガトランエテキシラートによる治

療中に、止血困難な出血又は生命

を脅かす出血を発現しており緊急

処置を要する患者、及び緊急の手

術又はその他の侵襲的処置を要す

る患者を対象に、ダビガトランの抗

凝固作用に対する中和効果を明ら

かにする。 

副次的な目的は、出血の軽減又は

止血、臨床的転帰、安全性及び

idarucizumab 投与時のダビガトラン

の薬物動態を評価する。 
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【市販後調査等】 

責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

郡山暢之 あすか製薬㈱ 
ゴナトロピン 5000 

使用成績調査 

低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症

における精子形成の誘導に対する本剤

使用患者の背景情報並びに本剤の安全

性および有効性を把握する。 

田中秀樹 ファイザー㈱ 

レバチオ錠 20mg 

特定使用成績調査 

－長期使用に関す

る調査－（プロトコー

ル No.: A1481263） 

日常診療における本剤の長期使用の安

全性および有効性について検討する。

また、調査期間中の未知の副作用、使

用実態下における副作用発生状況の把

握に努めると共に、特定使用成績調査、

製造販売後臨床試験の必要性の有無を

検討する。本調査は承認条件に基づき、

製造販売後、一定症例数に係るデータ

が集積される間、本剤が使用される全症

例を対象として実施する。 

花田修一 藤本製薬㈱ 

サレドカプセル 100 

（サリドマイド） 

特定使用成績調査 

（長期投与に関する 

調査) 

サレドカプセル 100の長期使用に関する

有効性、安全性の検討および重篤な副

作用の把握を目的とする。 

郡山暢之 
アストラゼネカ

株式会社 

エキセナチド(バイエ

ッタ®皮下注) 

長期使用に関する

特定使用成績調査 

目的：日本人2型糖尿病患者に対するエ

キセナチドの使用実態下における長期

使用時の安全性および有効性を確認す

る。 

内容：エキセナチド(バイエッタ®皮下注)

長期使用に関する特定使用成績調査実

施計画書に従って調査を実施する。 

郡山暢之 
武田薬品工業

㈱ 

ネシーナ錠 特定

使用成績調査 2 型

糖尿病 

使用実態下における本剤の有効性およ

び安全性を検討すること 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

中島 均 
グラクソ・スミス

クライン㈱ 

ヴォリブリス®錠

2.5mg使用成績調

査 

本剤の承認条件に基づき、一定数の症

例に係るデータが集積されるまでの間、

全投与症例を対象として本剤の使用実

態下での長期的な安全性および臨床経

過について調査を行い、未知の副作用

医薬品の使用実態下における副作用の

発現状況、安全性に影響をおよぼす要

因、有効性に影響をおよぼす要因、患

者の予後、長期使用時の有効性および

安全性を把握することを目的とする。重

点調査項目として、貧血、体液貯留、心

不全、肝障害、出血の発現状況、肝障

害を有する患者における有効性および

安全性を検討する。 

大塚眞紀 
ヤンセンファー

マ㈱ 

ドキシル注 20mg使

用成績調査（エイズ

関連カポジ肉腫） 

エイズ関連カポジ肉腫の患者を対象と

し、ドキシル注20mgの使用実態下にお

ける安全性および有効性に関する情報

を収集・評価することを目的とする。な

お、国内ではエイズ関連カポジ肉腫を適

応症とした治験を行っておらず、また患

者数も限られていることから、製造販売

後の一定期間は、本剤を使用した全例

を対象にして使用成績調査を実施する。 

花田修一 藤本製薬㈱ 

サレドカプセル 100

（サリドマイド）特定

使用成績調査（長

期投与に関する調

査） 

サレドカプセル 100の長期使用に関する

有効性、安全性の検討及び重篤な副作

用の把握を目的とする。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

花田修一 
ノバルティスファ

ーマ㈱ 

レボレード®錠使用

成績調査 

本剤の承認条件に基づき、一定数の症

例に係るデータが集積されるまでの間、

全投与症例を対象として本剤の使用実

態下での長期的な安全性ならびに有効

性に関する情報を収集し、それらに影響

を与えると考えられる要因を把握すること

を目的とする。 

大塚眞紀 
ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ㈱ 

アラノンジー®静注

用 250mg 使用成績

調査 

アラノンジー静注用250mg使用患者の背

景情報を把握するとともに、使用実態下

における安全性および、成人および小

児における再発・難治性のT細胞急性リ

ンパ性白血病・T細胞リンパ芽球性リンパ

腫を対象とした有効性に関するデータを

早期に収集し、本剤の適性使用に必要

な措置を講じることを目的とします。 

原口浩一 
協和発酵キリン

㈱ 

ロミプレート皮下注

250μg 調製用 特定

使用成績調査 「長

期使用に関する調

査」 

本剤の使用実態下における  (1)未知の

副作用の検出 (2)副作用発生状況の把

握 (3)安全性及び有効性に影響を及ぼ

すと考えられる要因の把握 (4)重点調

査事項 等を検討し長期使用における

安全性、有効性について確認する。  

花田修一 
協和発酵キリン

㈱ 

ポテリジオ点滴静注

20mg特定使用成績

調査 「全例調査」 

本剤の使用実態下での 

(1)未知の副作用の検出 

(2)副作用発生状況の把握 

(3)安全性および有効性に影響を及ぼす

と考えられる要因の把握 

(4)重点調査事項 等を検討し、安全性

および有効性を確認することを目的とす

る。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

中島 均 田辺三菱製薬㈱ 

ノバスタン HI 注 10

㎎/2mL使用成績調

査 

ヘパリン起因性血小

板減少症（HIT）Ⅱ

型（発症リスクのある

場合を含む）におけ

る経皮的冠インター

ベンション（PCI）施

行時の血液凝固防

止 

本調査は承認条件に基づき実施し、以

下の事項を把握することを目的とする。 

1)本剤の使用実態下における副作用の

発生状況の把握 

2)安全性又は有効性等に影響を与える

と考える要因 

3)重点調査事項 

《安全性》重篤な出血関係の副作用発現

状況の把握 

肝障害を有する患者における出血関係

の副作用発現状況の把握 

《有効性》経皮的冠インターベンション

（以下PCI）施行の結果 

①イベント（血栓・塞栓症）フリーでのPCI

終了 

②投与開始後初回測定時のACT（250

秒以上）の達成 

③PCI施行翌日までの新たな血栓塞栓

発症の有無 

④肝障害を有する患者における上記①～

③ 

藤田 浩 
バイエル薬品

㈱ 

スチバーガ錠 40mg 

使用成績調査

（CRC） 

本調査は、使用実態下における安全性

及び有効性を把握するため、以下の事

項を確認するために実施します。 

① 主に重点調査項目と定めた有害事

象及びそのリスク因子の探索 

② 安全性、有効性等に影響を与えると

考えられる要因 

③ 未知の副作用及び使用実態下にお

ける副作用発生状況 

中島隆宏 
ブリストル・マイ

ヤーズ㈱ 

エリキュース錠

2.5mg・5mg 副作

用・感染症報告 

市販後の医薬品の副作用、感染症、不具

合等に関する情報を収集する為。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

薗田正浩 
バイオトロニッ

クジャパン㈱ 

ペースメーカ患者 

フォローアップにお

ける遠隔モニタリン

グと定期通院の有

効性と安全性の比

較 

本研究の目的は、バイオトロニック社の

心臓植込み型ペースメーカ（Evia）を植

込まれた患者が遠隔モニタリング（HM）

を利用することによって、外来フォローア

ップの回数を安全に減らすことができる

ことを日本の状況に基づいて調査し、証

明することである。被験者を 2 年間にわ

たり HM のみでフォローアップする群

（HM 群）と HM＋従来の外来フォローア

ップ群（コントロール群）とに無作為に二

分し、両群間で HM の安全性および有

効性を比較する。主要目的であるHMの

安全性は、死亡、脳卒中、植込み型デ

バイス若しくは循環器系疾患に対する外

科的介入を複合エンドポイントとするセ

ーフティイベントレートを両群間で比較

する。両群間に同等性（非劣性）が認め

られれば、HM による患者フォローアップ

は安全であることが示される。副次目的

の HM の有効性に関しては、被験者一

人当たりの外来フォローアップの回数と

それにかかる診療報酬の平均を両群間

で比較する。HM 群での結果がコントロ

ール群のそれより有意に少ないことが示

されれば、HM の有効性が証明される。 

藤島弘光 
ノバルティスフ

ァーマ㈱ 

アフィニトール錠 

特定使用成績調査 

「膵神経内分泌腫

瘍に対する特定使

用成績調査」 

膵神経内分泌腫瘍に対する本剤の長期

使用例における製造販売後の使用実態

下での本剤の使用患者の背景情報を把

握するとともに、本剤の安全性及び有効

性の確認、並びに問題点等を迅速に把

握し、医療関係者へ評価結果等を遅滞

なく情報提供することを目的とする。な

お、本特定使用成績調査において得ら

れた調査結果は、厚生労働省へ提出す

る再審査申請のための資料とする。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

郡山暢之 
ノバルティスフ

ァーマ㈱ 

エクア錠 50mg 特

定使用成績調査 

「糖尿病合併症と患

者背景・治療経過と

の関連性の評価」 

ビルダグリプチン（エクア錠 50mg）の使

用実態下において以下の目的で実施

し、本剤の安全性および有効性につい

て評価・検討し厚生労働省へ提出する

再審査申請のための資料とする。 

・エクア錠長期使用時（2 年間）の安全性

の確認 

・エクア錠長期使用時（2 年間）の糖尿病

合併症の発症及び増悪の頻度と治療経

過（HbA1c 推移、HbA1c 変化量）との関

係の検討 

・エクア錠長期使用時（2 年間）の有効性

に確認 

森山由紀則 
日本ライフライ

ン㈱ 

生体弁マイトロフロ

ーの有用性に関す

る探索的検討 

心機能の回復に関して、被験器具の有

効性および術中操作性の評価を行う。 

大塚眞紀 
協和発酵キリン

㈱ 

ロミプレート皮下注

250μg調製用 特

定使用成績調査 

「長期使用に関する

調査」 

本剤の使用実態下における  1)未知の

副作用の検出 2)副作用発生状況の把

握 3)安全性及び有効性に影響を及ぼ

すと考えられる要因の把握 4)重点調査

事項 等を検討し長期使用における安

全性、有効性について確認する  

森山由紀則 
日本ライフライ

ン㈱ 

被覆人工血管 

J-Graft SHIELD 

NEO の有用性に関

する臨床評価 

術中の出血、止血時間、体外循環時

間、術後の発熱の有無、術後のドレーン

留置期間を検討し、総合的な評価を行

う。 

下川原裕人 
バイエル薬品

㈱ 

アデムパス錠 

使用成績調査 

本剤の使用実態下における安全性及び

有効性等の医薬品を有効かつ安全に使

用するための情報の検出または確認を

行う。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

松岡秀樹 
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰ

ｽﾞ㈱ 

エリキュース錠

2.5mg・5mg 特定使

用成績調査 

（長期使用） 

本剤が投与された症例の臨床経過を調

査し、未知の副作用、医薬品の使用実

態下における副作用の発生状況の把

握、安全性及び有効性等に影響を与え

ると考えられる要因を調査することを目

的とする。なお、重点調査項目として身

体各部位の出血を設定し、出血の発現

状況及び出血に影響を与えると考えられ

る要因（好発する背景因子、好発出血部

位、好発時期、併用薬）を調査検討す

る。 

中島 均 
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰ

ｽﾞ㈱ 

エリキュース錠

2.5mg・5mg 特定使

用成績調査 

（長期使用） 

本剤が投与された症例の臨床経過を調

査し、未知の副作用、医薬品の使用実

態下における副作用の発生状況の把

握、安全性及び有効性等に影響を与え

ると考えられる要因を調査することを目

的とする。なお、重点調査項目として身

体各部位の出血を設定し、出血の発現

状況及び出血に影響を与えると考えられ

る要因（好発する背景因子、好発出血部

位、好発時期、併用薬）を調査検討す

る。 

魚住公治 

ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ㈱(㈱EP ﾌｧｰ

ﾏﾗｲﾝ) 

マラロン®配合錠使

用成績調査（治療） 

選定した施設において、一定期間、マラ

リアの治療のためにマラロン®配合錠（以

下、本剤）を使用した全症例を対象とし

て本剤の使用実態下での安全性及び有

効性について調査を行い、以下の事項

を把握することを目的とする。 

1) 未知の副作用   2) 本剤の使用実

態下における副作用の発現状況 

3) 安全性及び有効性に影響を及ぼす

要因 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

花田修一 
武田薬品工業

㈱ 

アドセトリス点滴静

注 特定使用成績

調査 「血液内科に

おける再発又は難

治性の CD30 陽性

のホジキンリンパ腫

又は未分化大細胞

リンパ腫」 

日常診療の使用実態下での再発又は難

治性の CD30 陽性のホジキンリンパ腫又

は未分化大細胞リンパ腫に対する本財

の安全性を検証する。また、参考までに

有効性に関する情報も収集する。 

魚住公治 
武田薬品工業

㈱ 

アドセトリス点滴静

注 特定使用成績

調査 「腫瘍内科に

おける再発又は難

治性の CD30 陽性

のホジキンリンパ腫

又は未分化大細胞

リンパ腫」 

日常診療の使用実態下での再発又は難

治性の CD30 陽性のホジキンリンパ腫又

は未分化大細胞リンパ腫に対する本財

の安全性を検証する。また、参考までに

有効性に関する情報も収集する。 

郡山暢之 
武田薬品工業

㈱ 

ネシーナ錠 特定

使用成績調査 「2

型糖尿病 血糖降

下薬（インスリン製

剤、速効型インスリ

ン分泌促進薬）併

用」 

食事療法、運動療法に加えて、インスリ

ン製剤、速効型インスリン分泌促進剤等

の血糖降下薬を使用しても十分な効果

が得られない 2 型糖尿用患者に対する

ネシーナ錠の長期投与時の安全性及び

有効性を検討する。 

松崎 勉 
バイエル薬品

㈱ 

ネクサバール錠 200

㎎使用成績調査 

「根治切除不能な分

化型甲状腺癌」 

本調査は、ネクサバール錠の根治切除

不能な分化型甲状腺癌患者に対する使

用実態下における副作用発生状況及び

有効性を把握するために実施する。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

魚住公治 
バイエル薬品

㈱ 

ネクサバール錠 200

㎎使用成績調査 

「根治切除不能な分

化型甲状腺癌」 

本調査は、ネクサバール錠の根治切除

不能な分化型甲状腺癌患者に対する使

用実態下における副作用発生状況及び

有効性を把握するために実施する。 

松下茂人 
小野薬品工業

㈱ 

オプジーボ点滴静

注 使用成績調査 

「根治切除不能な悪

性黒色腫」 

オプジーボ（以下、本剤）の製造販売後

における副作用（有害事象）、特に医薬

品リスク管理計画書（以下 RMP）に重要

な特定されたリスクとして記載された事象

の発現状況を把握し、安全性及び有効

性に影響を与えると考えられる要因につ

いて検討を行うことを目的とする。なお、

本調査は承認条件「国内での治験症例

が極めて限られていることから、製造販

売後、一定数の症例に係るデータが集

積されるまでの間は、全症例を対象に使

用成績調査を実施することにより、本剤

使用患者の背景情報を把握するととも

に、本剤の安全性及び有効性に関する

データを早期に収集し、本剤の適正使

用に必要な措置を講じること。」に基づい

て実施する。 

薗田正浩 
日本バイオセ

ンサーズ㈱ 

テルモ社製薬剤溶

出型冠動脈ステント

Nobori の研究 

PCIにおける Noboriステントの通過性及

び血管追従性の評価 

松岡秀樹 
ブリストル・マイ

ヤーズ㈱ 

エリキュース錠

2.5mg・5mg 副作

用・感染症報告 

市販後の医薬品の副作用、感染症、不

具合等に関する情報を収集する為。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

郡山暢之 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 

フォシーガ錠 

長期使用に関する

特定使用成績調査 

本調査は使用実態下における安全性及

び有効性を把握するため、以下の事項

を確認するために実施する。 

 ・主に重点調査項目と定めた副作用の

発現状況及びそのリスク因子の検索 

 ・安全性、有効性等に影響を与えると

考えられる要因 

 ・未知の副作用及び使用実態下にお

ける副作用発生状況 

藤田 浩 
アステラス製薬

㈱ 

アコファイド錠

100mg 使用成績調

査 

〔プロトコル No.ACO 

001〕 

使用成績調査 

承認申請時には、安全性の懸念事項

は特にありませんでしたが、製造販売後

には承認申請時までに得られていない

安全性及び有効性のデータを幅広い患

者から収集する必要があると判断し、次

の事項を把握することを目的に実施しま

す。 

1. 未知の副作用（特に重篤な副作用に

ついて） 

2. 使用実態下での副作用発生状況 

3. 安全性、有効性に影響を与えると考

えられる要因 

恒吉研吾 
アステラス製薬

㈱ 

イクスタンジカプセ

ル 40mg 

長期特定使用成績

調査 

〔プロトコル No. 

XTA001〕 

特定使用成績調査 

本剤長期使用時の安全性及び有効性

について確認するとともに、以下の事項

について検討する。 

1. 未知の副作用 

2. 使用実態下での副作用の発生状況 

3. 安全性及び有効性に影響を与えると

考えられる要因 

《重点調査項目》痙攣発作 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

薗田正浩 
大日本住友製

薬㈱ 

リプレガル特定使用

成績調査 （長期使

用に関する調査） 

ファブリー病患者に対する本剤の使用実

態下（長期使用時）における、安全性及

び有効性について確認する。また、心フ

ァブリー病患者に対する本剤の安全性

及び有効性についても検討する。 

田中裕治 日本製薬㈱ 

川崎病急性期治療

ガイドライン公表後

の川崎病治療にお

ける献血グロベニン

－Ｉの使用実態調査 

改訂版ガイドライン公表後の川崎病治療

における本剤の使用実態について調査

することを目的とする。 

菰方輝夫 日本製薬㈱ 

日本版敗血症診療

ガイドライン公表後

の重症感染症治療

における献血グロベ

ニン－Ｉの使用実態

調査 

日本版敗血症診療ガイドライン公表後の

重症感染症治療における本剤の使用実

態について調査することを目的とする。 

恒吉研吾 日本製薬㈱ 

日本版敗血症診療

ガイドライン公表後

の重症感染症治療

における献血グロベ

ニン－Ｉの使用実態

調査 

日本版敗血症診療ガイドライン公表後の

重症感染症治療における本剤の使用実

態について調査することを目的とする。 

松岡秀樹 日本製薬㈱ 

日本版敗血症診療

ガイドライン公表後

の重症感染症治療

における献血グロベ

ニン－Ｉ の使用実

態調査 

日本版敗血症診療ガイドライン公表後の

重症感染症治療における本剤の使用実

態について調査することを目的とする。 

 

  



 

 

- 120 - 

 

 

責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

菰方輝夫 

一般社団法人 

日本血液製剤

機構 

ノイアート静注用 

特定使用成績調査 

DIC [汎発性血管

内凝固症候群] 

本調査は、汎発性血管内凝固症候群

（DIC）にノイアート静注用 500単位/1500

単位を使用した患者を対象に、重症度

（SIRS スコア、DIC スコア、SOFA スコア

など）を把握した上で、使用実態下にお

ける本剤の有効性及び安全性を把握す

ることを目的とします。 

松下茂人 中外製薬㈱ 
ゼルボラフ錠 240mg 

特定使用成績調査 

承認条件に基づき、本剤の使用実態下

での長期（24 か月）の観察における以下

の事項を把握することを主な目的としま

す。 

 ・副作用の発現率 

 ・未知の副作用 

 ・全生存期間（OS） 

 ・安全性、有効性に影響を与えると考

えられる要因 

魚住公治 中外製薬㈱ 
ゼルボラフ錠 240mg 

特定使用成績調査 

承認条件に基づき、本剤の使用実態下

での長期（24 か月）の観察における以下

の事項を把握することを主な目的としま

す。 

 ・副作用の発現率 

 ・未知の副作用 

 ・全生存期間（OS） 

 ・安全性、有効性に影響を与えると考

えられる要因 

森山由紀則 テルモ㈱ 

非生物由来製品使

用による炎症反応

抑制に関する臨床

調査 

人工肺および血液回路、人工血管に非

生物由来製品を用いた場合と生物由来

製品を用いた場合で、ＳＩＲＳ発症に差が

あるかどうかを調査することを目的とす

る。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

大塚眞紀 サノフィ㈱ 

サイモグロブリン点

滴静注用 25mg 使

用成績調査－中等

症以上の再生不良

性貧血－ 

「中等症以上の再生不良性貧血」の患

者に対し、サイモグロブリンを投与した場

合の安全性及び有効性を把握すること。 

郡山暢之 
田辺三菱製薬

㈱ 

カナグル 100mg 錠 

特定使用成績調査 

「長期使用に関する

調査」 

カナグル錠 100mg の使用実態下におけ

る長期使用例での安全性および有効性

の検討 

花田修一 
ノバルティスフ

ァーマ㈱ 

ジャカビ錠 5 ㎎  

特定使用成績調査

（骨髄線維症） 

骨髄線維症患者を対象にジャカビ錠 5

㎎を使用実態化で長期投与したときの

安全性及び有効性を確認する 

中島 均 第一三共㈱ 
リクシアナ錠特定使

用成績調査 

静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制を

目的として、リクシアナ錠を新規に使用し

た患者における使用実態下での安全性

及び有効性等に関する情報の検出又は

確認を行うことを目的とする。 

薗田正浩 第一三共㈱ 
リクシアナ錠特定使

用成績調査 

静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制を

目的として、リクシアナ錠を新規に使用し

た患者における使用実態下での安全性

及び有効性等に関する情報の検出又は

確認を行うことを目的とする。 

山路尚久 
アステラス製薬

㈱ 

プログラフカプセル

0.5mg 副作用・感

染症詳細調査 

副作用情報収集のため 

魚住公治 
ブリストル・マイ

ヤーズ㈱ 

スプリセル錠 副作

用・感染症報告 

市販後の医薬品の副作用、感染症、不

具合等に関する情報を収集する為。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

花田修一 
シャイアー・ジ

ャパン㈱ 

アグリリンカプセル

0.5mg 使用成績調

査 

本態性血小板血症（ET）と診断された患

者を対象として、市販後のアグリリン（ア

ナグレリド塩酸塩）の安全性と有効性を

評価するためのデータを収集する。 

以下の項目に関するデータを収集する： 

• 使用実態下における安全性   

• 使用実態下における有効性   

魚住公治 エーザイ㈱ 

レンビマ®カプセル

4mg・10mg 特定使

用成績調査－根治

切除不能な甲状腺

癌患者における安

全性及び有効性に

関する調査（全例調

査）－ 

根治切除不能な甲状腺癌患者に対する

レンビマカプセル 4mg、同カプセル

10mgの使用実態下における安全性及

び有効性を把握することを目的とする。

中央登録方式で、1 症例あたりの観察期

間は 12 か月間とし、分冊型調査票を使

用する。 

松下茂人 日本製薬㈱ 

献血グロベニン-Ｉ静

注用 使用成績調

査（再審査用）「ステ

ィーブンス・ジョンソ

ン症候群及び中毒

性表皮壊死症」 

スティーブンス・ジョンソン症候群及び中

毒性表皮壊死症に対し本剤が投与され

た患者における使用実態下での安全性

並びに有用性を確認する。 

花田修一 セルジーン㈱ 
ポマリスト®カプセル 

特定使用成績調査 

使用実態下におけるポマリスト®カプセ

ルを投与された全ての患者を対象に安

全性及び有効性を把握することを目的と

する。 

内田那津子 中外製薬㈱ 
アバスチン注 有害

事象詳細調査 

本有害事象症例の患者背景、本剤を含

めた薬剤投与状況、有害事象発現経

過、転帰および本剤との因果性等を調

査する為。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

中島 均 第一三共㈱ 

エフィエント錠 特

定使用成績調査 

―虚血性心疾患患

者を対象とした長期

使用に関する調査

― 

エフィエント® 錠（以下「本剤」）に関する

使用実態下での情報を得るとともに、日

常診療下における本剤の長期使用での

安全性（未知の副作用の検出、副作用

の発生状況）及び有効性に関する問題

点を把握することを目的とする。 

薗田正浩 第一三共㈱ 

エフィエント錠 特

定使用成績調査 

―虚血性心疾患患

者を対象とした長期

使用に関する調査

― 

エフィエント® 錠（以下「本剤」）に関する

使用実態下での情報を得るとともに、日

常診療下における本剤の長期使用での

安全性（未知の副作用の検出、副作用

の発生状況）及び有効性に関する問題

点を把握することを目的とする。 

薗田正浩 第一三共㈱ 
リクシアナ錠特定使

用成績調査 

虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制を目的として、リクシアナ錠（以下

「本剤」）を新規に使用した非弁膜症性

心房細動患者における使用実態下（２年

間）での安全性及び有効性等に関する

情報の検出又は確認を行うことを目的と

する。 

松岡秀樹 第一三共㈱ 
リクシアナ錠特定使

用成績調査 

虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制を目的として、リクシアナ錠（以下

「本剤」）を新規に使用した非弁膜症性

心房細動患者における使用実態下（２年

間）での安全性及び有効性等に関する

情報の検出又は確認を行うことを目的と

する。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

下川原裕人 

アクテリオン フ

ァーマシューテ

ィカルズ ジャ

パン㈱ 

ｵﾌﾟｽﾐｯﾄ錠 10mg特

定使用成績調査(長

期使用) 

本剤の長期使用における重要な特定さ

れたリスク、重要な潜在的リスク、重要な

不足情報について、収集された情報を

評価し、検討を行うとともに安全性及び

有効性に影響を与えると考えられる要因

を評価する。 

本剤を使用した肺動脈性肺高血圧症患

者を対象とし、観察期間は、1症例当たり

標準 1 年間、最長 3 年間とする。なお、

契約締結日より前に本剤を投与した患

者についても本調査の対象とする。 

魚住公治 
大鵬薬品工業

㈱ 

ヨンデリス点滴静注

用 0.25mg/1mg 

特定使用成績調査

（全例調査） 

本調査は、ヨンデリス点滴静注用 0.25 

mg / 1 mg（以下、本剤と記す）による肝

機能障害及び骨髄抑制の発現に関する

リスク因子を検討することを主な目的と

し、あわせて使用実態下における本剤の

安全性等を検討するための情報収集を

本剤が投与された全症例を対象に行う。 

藤田 浩 
田辺三菱製薬

㈱ 

レミケード点滴静注

用 100 特定使用成

績調査「腸管型、神

経型、血管型ベー

チェット病の長期使

用に関する調査」 

腸管型、神経型及び血管型ベーチェット

病の治療に対し、使用実態下における

長期使用時の安全性及び湯構成を確認

する。 

大渡五月 日本新薬㈱ 

ビダーザ注射用

100mg 副作用・感

染症症例調査 

副作用・感染症報告制度に基づく詳細

調査の為。 

新居亮彦 
武田薬品工業

㈱ 

アドセトリス点滴静

注用 副作用・感染

報告 

アドセトリス点滴静注用の製造販売後に

おける副作用・感染症情報の収集 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

花田修一 
シャイアー・ジ

ャパン㈱ 

ビプリブ®点滴静注

用400単位 使用成

績調査 

ゴーシェ病に対し初めて本剤による治療

を開始するか、他の治療薬から切替えて

本剤の治療をゴーシェ病に対し初めて

本剤による治療を開始するか、他の治療

薬から切替えて本剤の治療を開始する

患者の両方を含むゴーシェ病患者に対

する本剤の製造販売後における安全性

及び有効性に関するデータを収集・解

析することを目的とする。以下の検討項

目について、データを収集する： 

・Infusion-related reactions [基本語

（PT）： Infusion related reaction]の発生

率 

・治療歴のない日本人患者に対する安

全性 

・２型及び３型ゴーシェ病の患者に対す

る安全性 

・日本人患者における長期投与時の有

効性 

・日本人小児患者における安全性 

・日本人高齢者における安全性 

花田修一 
ノバルティスフ

ァーマ㈱ 

ジャカビ®錠 5mg 

特定使用成績調査 

真性多血症（既存治療が効果不十分又

は不適当な場合に限る）患者を対象に、

ジャカビ錠を使用実態下で長期経口投

与したときの安全性及び有効性を検討

する。 

海江田衛 日医工㈱ 

アモバン錠 副作

用・感染症症例調

査 「もうろうに対す

る副作用症例調査」 

アモバン錠の副作用が疑われる症例に

ついての詳細情報を入手することを目的

とし、乙様式の副作用・感染症詳細調査

票に詳細情報を転帰する。 
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責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

魚住公治 
小野薬品工業

㈱ 

オプジーボ点滴静

注 20mg・100mg特

定使用成績調査

「切除不能な進行・

再発の非小細胞肺

癌に対する全例調

査」 

オプジーボ点滴静注 20mg・100mg（以

下、本剤）の承認条件に基づき、本剤の

使用実態下での 12か月の観察における

以下の事項を把握することを主な目的と

します。 

・副作用（有害事象）の発現状況 

・全生存期間（OS） 

・安全性、有効性に影響を与えると考え

られる要因 

＜重点調査項目＞ 

RMP(医薬品リスク管理計画書)に記載さ

れた重要な特定されたリスク 

松下茂人 
大鵬薬品工業

㈱ 

ヨンデリス点滴静注

用 0.25mg/1mg 

特定使用成績調査

（全例調査） 

本調査は、ヨンデリス点滴静注用 0.25 

mg / 1 mg（以下、本剤と記す）による肝

機能障害及び骨髄抑制の発現に関する

リスク因子を検討することを主な目的と

し、あわせて使用実態下における本剤の

安全性等を検討するための情報収集を

本剤が投与された全症例を対象に行う。 
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【Ⅸ】院内学会 

< 第３回院内学会抄録集 > 

第３回 鹿児島医療センター 院内学会 

 

■会長 鹿児島医療センター院長 花田修一 

■会期 平成 28年 3 月 12 日(土)  8:30~11:50 

■会場 大会議室 

【プログラム】 

8:30 オリエンテーション 

    開会のことば 

8:35～9:25 Ⅰ群 座長：血液内科医長 大渡五月  皮膚腫瘍科・皮膚科医長 松下茂人 

 

1. 心筋梗塞後機会的合併症患者において治療方針決定に関わる影響因子の検討  第 1 循環器内科 毛利 翔悟 

2. 多職種介入により一命を取り留めた術後急性肺血栓塞栓症の 1例             第 2 循環器内科 石川 裕輔 

3. スルホニル尿素薬の差別化についての検討                          糖尿病･内分泌内科 伊集院 太生 

4. 外来フォロー中に出血、梗塞のイベントを起こしたフォンタン術後患者の検討          小児科  内山 洋太 

5. 右小肋間開胸(MICS)による僧帽弁形成術(MVP)の経験                       心臓血管外科 上野 隆幸 

 

9:30～10:20 Ⅱ群 座長：臨床工学室副技師長 宮ノ下誠  栄養管理室 尾池康子 

 

6. 動脈硬化症進展における新たな分子メカニズムの探索 

 ～インターロイキン 33 と GRO‐αの関わりについて～                         臨床研究部 山本 将義 

7.  当院におけるフェンタニル貼付製剤の使用状況                                薬剤部 吉永 里香子 

8. 血液製剤の適正使用に向けて                                            臨床検査科 森 千奈美 

9. 201Tl負荷心筋血流 SPECT検査におけるデータベースの作成                   放射線科 羽田 里美 

10. カーボカウントを用いた栄養食事指導の標準化に向けて                   栄養管理室 廣石 さやか 

 

10：20～10：30休憩  

10:30～11:40 Ⅲ群 座長：事務部庶務班長 上山卓朗  副看護師長 今村朋子 

 

11. 診療材料費削減の取り組み                                                          事務部 伊藤 悠 

12. 脳卒中急性期病棟における FIM 導入の取り組み                                       東 5 階 恒吉 美穂 

13. 心不全患者の退院指導実施に与える患者側の影響因子                         東 6階  東 真梨奈 

14. オペラマスター導入による手術室の効率的運営の報告                           手術室 梅下 陽子 

15. 退院調整加算の算定に繋がらなかった要因分析                          看護師長研究会 米森 初枝 

16. PNS の現状と今後の課題                                           副看護師長研究会 濵口 明美 

17. 対人関係能力に課題を抱える学生の自己理解を促すための試み 

～ビデオを使用した教育方法を用いて～                                    看護学校 小倉 裕香 

 

11:45  閉会のことば   会長 鹿児島医療センター院長 花田修一
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         Ⅰ 
 

 

座長  血液内科医長  大渡五月  

皮膚腫瘍科・皮膚科医長  松下茂人 

 

 

演題１ 心筋梗塞後機械的合併症患者において治療方針決定に関わる影響因子

の検討 

循環器内科  

毛利翔悟、上坊翔太、安﨑和博、楠元啓介、久保忠弘、片岡哲郎、薗田正浩、 

中島 均、皆越眞一, 

 

演題２ 多職種介入により一命を取り留めた術後急性肺血栓塞栓症の 1例 

第二循環器内科  

石川裕輔、松本洋之、伊集院駿、山下恵里香、下川原裕人、田上和幸、平峯聖久、

東 健作、田中秀樹、塗木徳人、薗田正浩 

 

演題３ スルホニル尿素薬の差別化についての検討 

  糖尿病・内分泌内科  

  伊集院太生、小木曽和磨、郡山暢之 

 

演題４ 外来フォロー中に出血、梗塞のイベントを起こしたフォンタン術後患者の

検討 

 小児科  

 内山洋太、永留祐佳、田中裕治 

 

演題５ 右小肋間開胸(MICS)による僧帽弁形成術(MVP)の経験 

 心臓血管外科 

 上野隆幸、森山由紀則、福元祥浩、立岡修治、寺園和哉、山下正文 
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心筋梗塞後機械的合併症患者において治療方針決定に関わる影響因子の検討 
循環器内科 

毛利翔悟、上坊翔太、安﨑和博、楠元啓介、久保忠弘、片岡哲郎、薗田正浩、 

中島 均、皆越眞一 

 

【背景】 

心筋梗塞後に機械的合併症を来した症例において、心臓手術は確立された治療法である

が、時に手術を選択しない症例を経験する。 

【方法・結果】 

2007年 4 月から 2014年 3月までに、当院に 950例の心筋梗塞患者が入院し、34 名の

患者に機械的合併症を認めた。我々は、心臓手術決定に影響しうる患者背景を後ろ向きに比

較検討した。患者を侵襲的治療群(n=26)(心臓手術施行または計画した群)と、保存的治療群

(n=8)(心臓手術施行または計画しなかった群)に分類した。年齢(76.6±7.6 vs 84.3±4.8歳, 

p<0.001)、認知症(4 vs 38%, p=0.018)、脳梗塞既往(12 vs 50%, p=0.027)、整形外科疾患

(12 vs 50%, p=0.027)を有する患者は、保存的治療群で多かった。配偶者あり(40 vs 0%, 

p=0.009)、ADLが保たれる(88 vs 38%, p=0.005)患者は侵襲的治療群に多かった。一方、貧

血、腎機能低下、糖尿病は両群に差を認めなかった。多変量解析では、80 歳以上の高齢と

配偶者の有無が治療方針決定の独立因子であった。高齢であれば保存的治療を選択し、配

偶者があれば心臓手術を選択する傾向にあった。 

【結語】 

心筋梗塞後に機械的合併症を来した症例において、配偶者を有することは、心臓手術決

定に有意な因子であった。 

 

 

多職種介入により一命を取り留めた術後急性肺血栓塞栓症の 1例 

第二循環器内科 

石川裕輔、松本洋之、伊集院駿、山下恵里香、下川原裕人、田上和幸、平峯聖久、

東 健作、田中秀樹、塗木徳人、薗田正浩 

 
症例は 64 歳女性。後腹膜巨大腫瘍の診断にて当院婦人科と外科において子宮全摘+両

側付属器切除+後腹膜内嚢胞性腫瘍摘出+直腸 Rs 部分切除術を受け、術後経過は良好で

あった。術後 11日目 (第14病日)に末梢冷汗、胸背部違和感を自覚し、突然意識障害、ショ

ックを認めた。院内心肺停止から直ちに CPR 施行し、経皮的人工心肺装置 (PCPS)の導入が

行われた。同時に施行した肺動脈造影検査において血栓像を認め、術後急性肺血栓塞栓症

の診断に至った。PCPS導入後 t-PA療法を行うも、改善に乏しく第 16病日に血栓破砕術を行

い血行動態安定した。血行動態安定するも t-PA投与に伴う出血合併症を認め頻回の輸血療

法を要した。第 22 病日に施行した単純 CT 検査において後腹膜血腫を認めた。外科・心臓血

管外科の介入を行い、第 25病日に腹腔内後腹膜血腫除去術+PCPS抜去術が行われた。術

後高度の廃用症候群を認めリハビリ科介入し第 119 病日転院に至った。 

経皮的人工心肺装置を要した術後急性肺血栓塞栓症患者において、多職種の介入により病

院全体が一丸となって一命を取り留めた症例につき報告し、急性肺血栓塞栓症及び深部静脈

血栓症につき文献的考察を行い症例報告する。 
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スルホニル尿素薬の差別化についての検討 

糖尿病・内分泌内科 

伊集院太生、小木曽和磨、郡山暢之 

 

【目的・背景】 

スルホニル尿素（SU）薬であるグリクラジド(Gz)とグリメピリド(Gm)の臨床上の差別化について

検討する。 

【方法】 

2型糖尿病患者 26名において、Gm 1mg から GZ 20mg に相当する比率での切り替えを行

い、切り替え前と切り替え 3か月後に血液をサンプルして諸種臨床指標について統計学的に検

討を行った。 

【結果】 

切り替え前後で、全体として高密度リポ蛋白 3 コレステロール（HDL3）、アポリポ蛋白（apo）E

に有意な低下を認め(P=0.004, P=0.010)、 BMI 25 kg/m2未満群で低密度リポ蛋白コレステ

ロール、apoB と apoE に有意な低下を認めた(P=0.043, P=0.024, P=0.013)。また、BMI 25 

kg/m2未満群でアディポネクチンの有意な上昇を認めた(P=0.042)。さらにGz 40mg以上使用

群において、HDL3、apoE に有意な低下を認めた(P=0.009, P=0.017, P=0.017)。BMI 25 

kg/m2未満で Gz 40mg 以上を使用している症例において、脂質代謝やアディポネクチンへの

影響による抗動脈硬化の観点から、Gzの有用性が Gm を上回る可能性が推察された。  

【結論】 

SU薬の使用においては、Gz と Gmのきめ細やかな使い分けが重要である。 
 

 

 

外来フォロー中に出血、梗塞のイベントを起こしたフォンタン術後患者の検討 

小児科 

内山洋太、永留祐佳、田中裕治 

 

【背景】 

フォンタン術後患者に抗凝固、抗血小板治療が行われているが、薬剤使用にあたっての基

準が存在しない。 

【目的】 

抗凝固、抗血小板治療の現状を把握し、フォロー中に出血、梗塞のイベントを起こした患者の

特徴を調べる事。 

【対象】 

平成 10～24年に当科にてフォローできたフォンタン術後患者 51名。 

【結果】 

患者平均年齢は 14.9±7.4 歳、男性 34 名、女性 17 名、51 例中、ワーファリンは全例が内

服しており、48例でアスピリンが併用されていたが、うち 13例は後日アスピリンが中止されていた。

出血イベントでは消化管出血と肺出血が 3 名、重度鼻出血、皮下出血 2 名、肉眼的血尿、卵

巣出血、重度過多月経が夫々 1 名で経験。梗塞は脳梗塞が 3 名で認められた。脳梗塞の危

険因子は肺内動静脈瘻合併、盲端肺動脈残存、房室弁人工弁置換術後であった。 

【考察】 

フォンタン手術は単心室患者の機能的根治手術として確立されているが、患者が成人にな

るにつれ様々な後遺症、合併症が報告されている。フォンタン術後患者の抗凝固、抗血小板

治療においては基礎的データの蓄積が必要で、個々のテーラーメイドな治療が必要である。  
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右小肋間開胸(MICS)による僧帽弁形成術(MVP)の経験 

 心臓血管外科 

上野隆幸、森山由紀則、福元祥浩、立岡修治、寺園和哉、山下正文 

   

当科では 2014 年 4 月から僧帽弁閉鎖不全症 (MR)に対して右第 4 または 5 肋間小切開

アプローチによる MICS-MVP を導入してきた。この手技は鹿児島県内の他施設ではほとんど行

われていないのが現況である。2015年 12月までのこの 1年 9か月間で 10例に施行し、これ

は同期間の全僧帽弁形成症例 44例の 22.7%に相当した。手術手技, 短期成績について報告

する。 

【対象症例】 

10 例中 7 例が男性, 年齢は 49 歳から 73 歳。平均 61 歳。逸脱病変は A3 1 例、P2 6

例、P3 2例, C2 1例。 

【手術手技】 

皮膚切開は 8～9 cm。第 4 または 5 肋間開胸でアプローチ。人工心肺、心停止下に右側

左房切開。後尖逸脱(P2, P3)7例に McGoon plication technique。1例に三角切除, C2 逸脱

に A3-P3間の edge to edge repair。A3逸脱に人工腱索再建+edge to edge repair。リング

は全例に使用。 

【結果】 

手術死亡はなく、術後出血による再開胸なし。全例, 退院時のMRは trace以下に制御。近

接期はフォローできた症例全例いずれも mild 以下に制御されていた。 

【結語】 

この 1年 9 か月間に MICS MVPを 10例に施行し、死亡例もなく、いずれも MRは mild 以下

に制御できた。今後は人工腱索再建を含めた前尖症例や三尖弁弁輪縫縮術（TAP,） Maze

手術の倂施を検討することで MICSによる MVP症例数の増加が期待できる。 

 
 

。
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座長  臨床工学室副技師長  宮ノ下誠 

 栄養管理室  尾池康子 

時間  9:30～10:20 

 

 

 

演題６ 動脈硬化症進展における新たな分子メカニズムの探索 

～インターロイキン 33 と GRO‐αの関わりについて～ 

 臨床研究部 1） 臨床検査科 2）  

山本将義 1),2)、梅橋功征 1),2)、竹ノ下葉子 1)、時任紀明 1)、城ヶ崎倫久 1) 

 

演題７ 当院におけるフェンタニル貼付製剤の使用状況 

薬剤部  

吉永里香子、大園ゆかり、林淳一郎、平山俊一 

 

演題８ 血液製剤の適正使用に向けて 

臨床検査科  

森千奈美、櫛田千晴、安藤諭吉、佐々木康雄 

 

演題９ 201Tl負荷心筋血流 SPECT検査におけるデータベースの作成 

放射線科  

羽田里美、大浦美樹、熊野純泰、野田一也、本村 登 

 

演題 10 カーボカウントを用いた栄養食事指導の標準化に向けて 

栄養管理室 1） 糖尿病・内分泌内科 2） 

廣石さやか 1）、尾池康子 1）、加來正之 1）、淵脇美保子 1）、郡山暢之 2） 
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動脈硬化症進展における新たな分子メカニズムの探索〜インターロイキン 33 と

GRO-αの関わりについて〜 

臨床研究部 1） 臨床検査科 2） 

山本将義 1),2)、梅橋功征 1),2)、竹ノ下葉子 1)、時任紀明 1)、城ヶ崎倫久 1) 

 

【背景】 

インターロイキン(IL) 33は IL-1 ファミリーに属する炎症性サイトカインの一つである。近年では

IL-33の動脈硬化病態への関与が報告されつつあるが、その作用メカニズムについては不明な点

が多い。今回我々は、DotBlotスクリーニング法によって、IL-33がヒト臍帯静脈内皮細胞において、

血管新生や白血球遊走作用を有する Growth-related oncogene (GRO)-αの発現を著しく誘導す

ることを発見し、そのメカニズムの詳細な解析を行った。 

【方法】 

発現解析には、RT-PCR法と ELISA法を、細胞内シグナルの解析には、WesternBlotting法や免

疫蛍光染色、選択的シグナル遮断薬による抑制実験を用いた。 

【結果】 

IL-33は、濃度・時間依存的に GRO-αの遺伝子およびタンパク質の発現を増加させ、その細胞

内シグナルとして、ERK1/2、JNK、NF-κBの関与が示唆された。さらに、ヒトの動脈硬化巣の内皮

にて GRO-αの発現を確認した。 

【結語】 

IL-33は、内皮細胞でのGRO-αの発現を誘導することで、動脈硬化の病態に関与している可能

性がある。 

 

 

 

当院におけるフェンタニル貼付製剤の使用状況 

薬剤部 

 吉永里香子、大園ゆかり、林淳一郎、平山俊一 

 
【目的】 

フェンタニル貼付製剤は、経口困難時の疼痛コントロールや他オピオイドで疼痛コントロール不良

な場合のスイッチングに用いられる。当院では 1 日 1 回製剤のフェントステープ(以下、「本剤」とい

う)を採用している。今回、本剤による疼痛管理と適正使用のために使用状況調査を行った。 

【方法】 

平成 24年 4月～26年 3月の期間で、当院に入院し本剤を使用した患者 54例の診療録を後

方視的に調査した。調査項目は、切替前のオピオイドの種類・切替理由等とし、疼痛評価可能症

例については、切替前後 1週間のレスキュー回数の変化等を調査した。 

【結果・考察】 

54 例中切替前のオピオイドで最も多かったのはオキシコドン(59%)で、理由は内服困難(29%)が

最も多く、ほぼ適正な使用がなされていると言える。疼痛評価可能な 24例中 8例は切替後のレス

キュー回数が増加していた。これは本剤の性質上、効果発現までに時間がかかったためと考えら

れる。また、本剤で初回オピオイド導入されていた 7 例では内服可能な症例もあった。適正使用の

上では導入の時点より他剤での用量調節を行った上で本剤への切替が推奨される。今後、患者の

病態に合わせて適正使用に努めていきたい。 
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血液製剤の適正使用に向けて 

臨床検査科 

森千奈美、櫛田千晴、安藤諭吉、佐々木康雄 

   

【はじめに】 

当院では H18 年度より T&S を導入し、円滑な輸血業務および血液製剤の適正使用に向けて

取り組んできた。今回これまでの製剤使用状況を振り返り、今後の課題を検討したので報告する。 

【方法】 

H15年度から H26年度の血液製剤使用数・廃棄率の推移、また H26年度の C/T比を算出し

た。 

【結果】 

血液製剤の使用数は年々増加しており、H15年度と比較して、H26年度の RBC・FFPは約 2倍、

PCは約 4倍となっている。一方で T&S導入後の廃棄率は、H15年度と比較して RBCが 1/10、

FFPが1/2に減少した。H26年度における廃棄の理由としては、「有効期限切れ」「温度管理不備」

が最も多かった。H26 年度の C/T 比は RBC：1.36、FFP：1.48 であった。T&S 導入後、手術準備

血に対して事前に配血することが減り、廃棄血の減少に繋がったと思われる。 

【考察】 

更なる廃棄血削減のため、大量返納の解消、職員の知識向上が望まれる。その方策として手

術準備血の運用方法を見直し、製剤の取り扱いについて再度周知する必要があると考える。今後

も病院スタッフと協力し、より良い輸血療法を実施できる環境を整えていきたい。 

 

 

 

 

201Tl負荷心筋血流 SPECT検査におけるデータベースの作成 

放射線科 

羽田里美、大浦美樹、熊野純泰、野田一也、本村 登 

 

【目的】 

汎用の各種解析機能を有するソフトウェアである Heart Risk View-Sでは、データベースの作成

やスコア閾値を自施設で容易に作成することが可能である。 

今回、当院における 201Tl 負荷心筋血流 SPECT 検査(以下心筋シンチ)を実施した患者のうち、

血流正常例による自施設コントロールデータベース(以下 CDB)を作成する。 

【方法】 

2014年 11月 26日から 2015年 2月 13日に当院において心筋シンチを施行した 384 例を

対象とした。対象例のうち、負荷時欠損スコア(SSS)、安静時欠損スコア(SRS)、および可逆欠損ス

コア(SDS)が全て 2 点以下であり、かつ糖尿病または透析の現病歴を有するもの、逆再分布と考え

られた症例(SSS＜SRS)は除外した。 

【結果・考察】 

CDB は男性 35 例及び女性 28 例から構成された。日本核医学会 WG 作成のデータベースに

比べて、自施設では SDが小さい値となり、ばらつきの少ない均一な CDBが作成できた。 

【結論】 

当院における男女別負荷時安静時別の心筋シンチの CDBを作成した。このデータベースを用いた

解析は、スキルに依存することなく一定以上の水準で結果を提出することが可能と考えられる為、

解析結果の標準化につながるのではないかと期待できる。 
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カーボカウントを用いた栄養食事指導の標準化に向けて 

栄養管理室 

廣石さやか、尾池康子、加來正之、淵脇美保子、郡山暢之 

 

カーボカウントとは糖尿病の食事療法の一つで、食物の中で最も食後血糖上昇に寄与する糖質

量を計算して、それを基に必要インスリン量を決定して使用することで、ある程度自由度を持った

食生活を可能とするものである。当院では1型糖尿病患者で主治医から指示を受けた患者を対象

にその指導を実施している。 

日本では、糖尿病において「エネルギー管理」の食事指導が展開されてきた経緯があり、カーボカ

ウントの考え方は馴染みにくく、管理栄養士間でも指導に差異を生じていたためカーボカウント指導法

の標準化が課題であった。特に外来食事指導においては、多様な食生活と限られた指導時間のた

めに、患者個々の過去の食事の聞き取りのみを参考に、摂取した糖質量を推測し数値で示すことは

困難であった。このため、今回、カーボカウントにおいて、①栄養管理室内で指導の流れを標準化す

ること、②よりシンプルで実践的な指導法とすること、③患者個々にあわせた段階的指導法を取り入

れることの 3点を重視して、カーボカウント指導用の媒体作成を試みたので報告する。 
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座長  庶務班長   上山卓朗 

 副看護師長  今村朋子 

時間  10:30～11:40 

 

演題 11  診療材料費削減の取り組み 

事務部企画課契約係  

 伊藤 悠 

 

演題 12 脳卒中急性期病棟における FIM導入の取り組み 

東５階病棟  

恒吉美穂、井手智子 

 

演題 13  心不全患者の退院指導実施に与える患者側の影響因子 

東６階病棟  

東真梨奈、東 健作、園田喜子 

 

演題 14 オペラマスター導入による手術室の効率的運営の報告 

手術室  

梅下陽子、平 誠也、藪田由紀子、中元めぐみ 

 

演題 15  退院調整加算の算定に繋がらなかった要因分析 

看護師長研究会  

米森初枝、堂園文子、池田智子、田上さとみ 

 

演題 16  PNSの現状と今後の課題 

 副看護師長研究会；PNSグループ  

濵口明美、井手智子、今村朋子、岩切志織、上野みゆき、江内谷彩佳、 

神門 舞、栗脇千春、水流尚子、徳永志保、前田麻美 

 

演題 17 対人関係能力に課題を抱える学生の自己理解を促すための試み 

～ビデオを使用した教育方法を用いて～ 

看護学校   

小倉裕香、市場美織、西元智子、中釜昌代、下吹越直子、上野敏幸、石川志保 
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診療材料費削減の取り組み 

事務部企画課契約係 

伊藤 悠 

 

【はじめに】 

当院の材料費率は例年 30％を超えており、この比率は九州管内の国立病院機構の中でも上

位に位置している。この高い材料費率の約半分を占める診療材料費を削減するために行った取

り組みについて報告する。 

【方法】 

１．現行の手術キットの集約化を企画課長、手術室師長、SPD 業者が連携して行った。２．

NHAの実施する共同購入について、新たに循環器虚血分野に参加した。３．院長名で購入方針

についての通知を業者へ行い、ペースメーカー関連の価格削減に取り組んだ。４．アブレーション

カテーテルの購入価格削減のため納入業者を病院へ呼び、個別面談を行った。 

【結果】 

１．手術キットを集約したことにより、手術室の材料費を削減することができた。２．還元額の大

幅増となり、材料費の削減へとつながった。３．平成 27 年 6 月から 10 月までの実績で約 400

万円の削減効果があった。４．平成 27 年 8 月から 10 月までの実績で約 84 万円の削減効果

があった。 

【考察】 

今回の取り組み全てにおいて事務職・SPD 業者だけでなく、医療職や看護部など他の職種の協力

のおかげで、上記の結果を得ることができたのだと思われる。 

 

 

 

脳卒中急性期病棟における FIM導入の取り組み 

東５階病棟 

 恒吉美穂、井手智子 

 
【はじめに】 

看護連携小委員会において看護添書記載内容統一に向けマニュアルが作成された。それに基

づき転院先へ ADL の情報提供を行う為には、機能的自立度評価法(FIM)の浸透が必要であった

が、当院では看護師が FIM評価を行う事に馴染みがなかった。今回急性期病棟においての FIM導

入の取り組みを報告する。 

【方法】 

病棟看護師に FIM の学習会を実施する。FIM 評価表を電子カルテに導入・周知し使用率・整合

性を調査する。 

【結果】 

FIMの学習会を実施し 8割の看護師が参加した。FIM評価表を電子カルテに導入し啓発活動を

行った。転院患者の FIM評価表使用率は導入月以降 80%以上を維持出来た。当院と転院先との

FIMの点数比較では、誤差が小さい項目が多かった一方、誤差が大きい項目もあった。 

【考察】 

学習会の実施や電子カルテへの FIM 評価表の導入、啓発活動等により、看護添書記載マニュ

アルの導入が円滑に出来た。点数の整合性の評価では誤差が小さい項目が多く円滑な地域連携

に繋がっている。一方誤差が大きい項目もあり今後調査を継続する必要がある。 

【結論】 

1.FIMの学習会や電子カルテへの導入、啓発活動を行い、導入月以降 80%以上の使用率を維

持している。2.FIMの導入が円滑な地域連携に繋がる。  
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心不全患者の退院指導実施に与える患者側の影響因子 

東 6階病棟  

東真梨奈、東 健作、園田喜子  

 

 
【目的】 

 心不全患者に退院指導を入院中実施すると、その後の心不全による再入院を抑制するという

報告がある。A病院 B科の心不全患者について調べたところ、退院指導の介入率が 46.5％であ

った。そこで看護師の退院指導を阻害する患者側の影響因子について統計学的に調査した。 

【方法・結果】 

2012 年 7 月から 2015 年 4 月までの期間に B 科に入院した心不全患者延べ 512 名(死亡

患者を除く)を対象に、看護師の指導介入を阻害する患者側の影響因子についてカルテを使っ

て調査した。心不全指導介入あり、なしの 2 群間に分け調べた結果、阻害因子として高齢(74.9

±14.0 vs. 78.3±12.7 ; p=0.011)、長期間の持続点滴(7.2±7.5 vs. 10.2±13.5 ; p=0.003)、

認知症(9.9% vs. 27.0% ; p<0.001)、転院(7.5% vs. 22.5% ; p<0.001)、BNP(797±795 vs. 974

±839 ; p=0.022)があがった。ロジスティック回帰分析による多変量解析の結果、転院と認知症

が有意な阻害因子として抽出された。心不全重症度を表す因子は抽出されなかった。 

【結論】 

心不全患者の指導を阻害する患者側の因子として、認知症、転院があげられ、心不全の重

症度を表す因子には関与は認められなかった。そのため認知症、転院の因子を含む患者への

退院指導介入を高めるようスタッフへの意識付けを行う必要がある。 

 

   

 

 

 

 

オペラマスター導入による手術室の効率的運営の報告 

手術室 

梅下陽子、平 誠也、藪田由紀子、中元めぐみ 

 

【目的】 

病院運営の経営・業務改善を目的にオペラマスターを導入し、取り組みと現状について報告

する。 

【方法】 

1.平成 25 年より手術キットを導入し平成 26 年までの非償還材料費の比較。2.平成 26 年度

より導入したオペラマスターの効果について検討。 

【結果】 

各科代表手術を選択し24キットを作成するも、材料費増大、回転率悪化、改訂に時間を要す、

廃棄・再滅品の増加などの問題が生じた。細分化していたキットを見直し 5キットに削減した。キッ

ト内容は必要最低限使用するものとなり、各診療科で共用することで回転率が上昇、廃棄や再滅

菌材料の削減につながり平成 26 年度は 2000 万円削減できた。平成 27 年度 7 月までに心臓

血管外科・一般外科・婦人科・泌尿器科手術のオペラマスターを導入した。症例毎の収益率を

可視化し、バイパス術では材料比率 42.2％から 28.7％、大動脈瘤切除では 44.2％から 35.1％

と、同手術でも材料費・収益比率に差が見られ原価の差を少なくする必要性を見出せた。今後、

業務効率の変化の可視化や運営改善への取り組みが課題である。 

【結論】 

1.手術キットの見直しをしたことで、廃棄や再滅菌材料の削減につながった。2.オペラマスター

によりデータの可視化ができた。 
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退院調整加算の算定に繋がらなかった要因分析 

看護師長研究会 

米森初枝、堂園文子、池田智子、田上さとみ 

 

【目的】 

退院支援計画書（以下、計画書と略す）作成状況及び算定に繋がらなかった要因分析 

【方法】 

平成 27 年 2 月～4 月の退院患者 1146 名に対し、退院調整加算算定要件に必須な７項目

（退院支援スクリーニングの入院 48 時間以内の記載、入院 1 週間以内の計画書の着手、退院

支援カンファレンス記録、計画書の適正な記載とスキャン、看護処置入力と連携室の介入）と、

入院早期より退院困難な患者を抽出するための 2 項目（連動する ADL 評価と医療上かつ生活

上の検討課題）について、連携室の介入がある患者を抽出し、その要因を調査した。 

【結果】 

計画書作成率は 93％で、そのうち算定できたのが 13%であった。算定できなかった要因を項

目毎にみると、看護処置入力が最も多く92％、計画書の適正な記載とスキャン76％、退院支援

カンファレンス記録 67％、入院 1週間以内の計画書の着手 48％、退院支援スクリーニングの入

院 48時間以内の記載 7％であった。ADL評価と医療上かつ生活上の検討課題ができていなか

った割合は 34％であった。 

【結論】 

退院支援スクリーニング以外の退院調整加算算定要件に必須な項目の記載不備が算定につ

ながらない要因であることがわかった。 

 

 

PNSの現状と今後の課題 

副看護師長研究会 PNSグループ 

濵口明美、井手智子、今村朋子、岩切志織、上野みゆき、江内谷彩佳、神門 舞、 

栗脇千春、水流尚子、徳永志保、前田麻美 
 
【はじめに】 

当院では H27 年 2 月より、ICU を除く全病棟で、パートナーシップ・ナーシング・システム（以下

PNS）を導入している。今回、PNS の現状を知り、課題を明確にするために、アンケートを作成し実

施した。 

【研究方法】 

PNS を導入している病棟の看護師 199 名を対象にアンケート調査を実施。経験年数別に単純

集計を行う。 

【結果】 

アンケートの回収は 198名、回収率 89.6%であった。 

全ての経験年数で、ペアがいる事で迅速な相談や確認ができ、心強い、安心感があると答えてい

る。 

6～10 年目看護師は『ペアとのコミュニケーションがあまり出来ていない』、『業務の負担感がある』

と答えている割合が高い傾向にあった。 

【考察】 

PNS により安心感等の精神的効果が得られることは、安全、円滑な業務に繋がると考える。6～

10 年目の看護師は、中堅看護師として後輩指導など様々な役割を担うことが多く、PNS でさらに

役割が増えると感じ負担感が強まると考えられる。そのため、継続的に PNS マインドの浸透と業務

の見直しを行う必要がある。 

【結論】 

全経験年数の看護師から安心感があるとの回答が得られたが、中堅看護師は負担感を感じて

いる割合が高い傾向であった。 
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対人関係能力に課題を抱える学生の自己理解を促すための試み～ビデオを使
用した教育方法を用いて～ 

看護学校 

小倉裕香、市場美織、西元智子、中釜昌代、下吹越直子、上野敏幸、石川志保 

 
【目的】 

対人関係能力に課題を抱える学生に対しビデオを使用した教育方法の効果を明らかにする。 

【研究方法】 

1.対象 ３年課程看護学生３年生２名 2.研究期間 平成 26年 6月 19日～平成 27年 3月 4

日 3.演習方法 1)目的：学生の自己理解を促す。2)方法：演習前に目的や方法、患者役は教員

が行うことを説明した。演習の事例は学生の課題をもとに作成した。演習場面はビデオ録画し、演

習後は自分を撮影したビデオを視聴し、自己の行動の振り返りをもとに面接を行った。4.データの収

集及び分析 演習直後とビデオ視聴後の面接により得られた自己の行動を質的帰納的に分析した。

5.倫理的配慮 匿名性及び守秘性を厳守し、研究以外で本データを使用しないことを説明し同意

を得た。 

【結果・考察】 

演習直後は、学生２名共に自己の傾向の振り返りができていなかったが、ビデオ視聴後は「分か

らないことに気づく」「行動できていない自分」「自分の行動が患者に与える影響」に気づき、「自己

の課題」を明らかにできた。自分の演習場面を撮影したビデオ視聴により、自分の行動を客観視す

ることで、他者からの指摘ではなく自らの気づきにより自己理解を促せたことから、ビデオを使用した

教育方法は有効な手段であることが示唆された。。 
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編 集 後 記 

 

 この臨床研究部業績年報は平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月までの当院の研究活

動報告をまとめたもので、第 16号となります。各診療科および各部署の職員の方々

の皆様の御努力に敬意を表したいと思います。 

 さて、2015 年のノーベル生理学・医学賞を受賞された大村智先生は「研究を経営

する」という言葉を使われていました。これには①研究のアイデア②資金導入③人

材育成 ④成果の社会還元の 4要素があると書かれていました。まさに研究にはこれ

ら 4 要素が重要であり、研究とは自分の頭でよく考え、競争的資金を獲得し、自分

だけでなく共同研究者の労力を借りて行う一大事業です。そして出た成果が世のた

め人のためになれば望外の喜びでしょう。この「研究を経営」していきながら鹿児

島医療センター臨床研究部は発展していきたいと思います。 

最後になりましたが、この臨床研究部業績集の編集に際し、ご協力戴きました関

係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

臨床研究部長 城ヶ崎  倫久 

 

 

 

 


