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はじめに 

 

臨床研究部業績年報 19 号の発刊にあたって 

 

 

平成 30 年度（2018 年度）臨床研究部業績年報第 19 号を発刊する運びとなりました。平成

11 年（1999 年）に始まり、19 年経過いたしました。鹿児島逓信病院の機能移転で当院は 370

から 410 床と増床し、診療科も充実し、さらに鹿児島市民、県民に頼りにされる病院になっ

てきているようです。一方、当院の使命の一つが医療スタッフの教育、研修、研究です。多

くのスタッフが巣立ち、各地で活躍しているようです。鹿児島大学連携大学院の一つとして

も役目を果たし、職員も率先して研究活動を行っております。今回は論文数 46 編（英文 31

編、和文 7 編、著書・創設 8 編）学会報告 127 件（国際 10 件、国内 117 件）でした。ほぼ例

年通りの実績ですが、多忙な業務のなか、活発に活動しているようです。日頃の業務を遂行

するだけではなく、自分たちの行動をきちんと報告し、論文にすることは情報発信としても

大事ですが、自分たちの頑張った証になると考えています。病院としても研究活動に対して

可能な限りサポートしていきたいと考えています。 

 令和になり新しい時代の期待感も有りますが、医療界は少子高齢化、医療スタッフの偏在、

働き方改革など解決が難しい難題に直面しています。研究分野では研究費不足、人材不足な

ど、以前と比べ深刻な問題も出現しています。医師に関して言えば、今の初期研修や専門医

制度の改革に伴い、若い人たちの研究への興味が薄れてきていることが気になります。一方

では、今までの研究が海外からも高く評価され、毎年ノーベル受賞者を輩出し、世界の注目

を浴びています。今や日本の伝統と言っても良いほどの科学研究とモノづくり精神を大事に

し、維持できるようにしなくてはなりません。現状の臨床でベストを尽くすことも重要です

が、10 年、20 年、30 年を見越した研究、あるいは結果が読めない研究などに打ち込む若者が

出てくることを期待しています。当院としても研究の面白さがわかる、研究のきっかけとな

るヒントを与えることができる施設にならなくてはならないでしょう。これからも若い研究

家も育てる組織を目指し、精進したいと思っております。 

令和元年 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 田 中 康 博  
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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 29 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 

髙﨑州亜     松崎  勉    松岡秀樹   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。臨床研究部は平成 18 年より東病棟 8 階で活動していたが、

平成 30 年 4 月の逓信病院機能移転に伴い、平成 29 年 11 月に東病棟 8 階から旧看護学生更

衣棟に移転した。 

 

 

鹿児島大学大学院歯学総合研究科 

当院は平成 21 年より、鹿児島大学の連携大学院となっており、先進医療学講座（連携講

座）生理活性物質制御学を開講している。平成 26 年 4 月 1 日より 4 年間当院検査科の梅橋

功佂君と山本将義君が在籍していた。梅橋君の論文「Interleukin-33 induces interleukin-8 

expression via JNK/c-Jun/AP-1 pathway in human umbilical vein endothelial cells」が平成 30 年 1

月に PLoS One に掲載され、令和元年 5 月に鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の大学院博

士号を取得した。 

 

 

院内学会 

平成 31 年 3 月 9 日(土)午前、第 6 回鹿児島医療センター院内学会を開催した。13 題の発

表があった。参加者は総数 74 名（医師 20 名、看護部 18 名、薬剤部 4 名、検査科 10 名、



2 

 

放射線科 7 名、リハ室 1 名、臨床工学 5 名、栄養士管理室 4 名、事務部 4 名、臨床研究部 1

名）であった。審査の結果、第 1 位：放射線科 前嶋正徳さん、第 2 位：臨床研究部（臨床

検査科）梅橋功佂さん、第 3 位：薬剤部 松尾圭祐さん、特別賞：西 3 階病棟 竪山仁美さ

んが選出され、平成 31 年 3 月 14 日に行われた合同送別会にて表彰が行われた。プログラ

ム、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業績概要については、機構本部から毎年評価を受けて

いる。その業績評価項目は、１. 国立病院機構が推進している治験、EBM 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 つのカテゴリーに

分かれており、それぞれが小項目に分かれていて、ポイントが付与される。 
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【Ⅱ】 活動報告 

 

◇平成 30年度研究テーマ 

1. 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。 

 

2. 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。現在までに 1 例登録している。 

 

3. 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共同ランダム化比較試験（PRIZE study） 

（第一循環器内科） 

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。3例の登録を行った。 

 

4. 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。 

 

5. 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

明らかにすることを目的とする。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。現在 20症例を登録している。 

 

6. 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。 
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7. 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。 

 

8. 大動脈瘤/大動脈解離患者の実態調査および予後に関する前向き観察研究 

（第一循環器内科） 

大動脈瘤もしくは大動脈解離により通院した患者について、原因疾患や臓器障害の程

度、治療内容を評価する。また、臓器合併症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。 

 

9. 動脈硬化を基盤とした虚血性心臓病における新規血液マーカーの確立 

（第一循環器内科） 

心臓を栄養する冠動脈内に動脈硬化による狭窄病変が形成されることで、虚血性心臓

病（IHD)が発症する。現在、カテーテルを用いた冠動脈造影検査や、MDCT を用いた冠

動脈造影 CT 検査により、冠動脈狭窄病変の有無を評価できるようになっているが、血管

内治療を有するような動脈硬化病変、特に脆弱な動脈硬化病変を、採血により簡易に検

出できるような有用なマーカーは存在しない。本研究の目的は、こうした動脈硬化病変を

基盤とした虚血性心臓病をより鋭敏に検出できるような新規血液マーカーを確立すること

である。現在 172 の症例登録を行い今後も継続して登録を行っていく。 

 

10. 1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペクティブレジスト

リー（REAL-ST） 

（第一循環器内科） 

第 2世代 DES留置後にステント血栓症を発症した症例を後向きに多施設で登録し、コ

ントロール群と比較することで、ステント血栓症の危険因子や臨床予後を検討する。また、

第 1世代DESのステント血栓症を発症した症例も同様に登録し、第 2世代DESとの臨床

的背景や臨床的予後の違いを比較検討する。 

 

11. 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（ANAFIE 

Registry） 

（第一循環器内科） 

凝固線溶分子マーカー、抗血栓作用活性と脳卒中／全身性塞栓症及び出血性有害

事象発言との関連を、抗凝固薬非投与、ワルファリン、DOAC 別に比較検討する。現在

40症例登録している。 

 

12. 非弁膜症性心房細動患者における抗凝固薬の製造販売後比較評価研究

（OACs-KMC） 

（第一循環器内科） 

日本人非弁膜症性心房細動患者において市販後の新規抗凝固薬および従来のワル

ファリンの安全性、有効性に関する比較評価を行い、治療ガイドラインに貢献し、脳梗塞

ハイリスクの心房細動患者の予後の改善を図ることを目的としている。 
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13. 深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの

有効性及び安全性に関する登録観察研究（J'xactly Study） 

（第一循環器内科） 

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症患者を対象に、直接作用型第 Xa 因子阻害薬リバ

ーロキサバンの国内の臨床使用における有効性と安全性を明らかにすることを目的として

いる。現在 1例を登録している。 

 

14. 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、現在予後追跡調査中であ

る。 

 

15. 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） 

（第一循環器内科） 

安定型冠動脈疾患（CAD）を合併する非弁膜症性心房細動（NVAF）患者におけるリバ

ーロキサバン単剤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。リバーロキサバン単剤療法の有効性については、リバーロキサ

バンと抗血小板薬単剤併用療法に対する心血管イベントまたは総死亡の複合エンドポイ

ント発生率について非劣性を検証する。また、安全性については、重大な出血性合併症

発現率について優越性を検証する。 

 

16. 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。 

 

17. エベロリムス溶出性コバルトクロムステント（CoCr-EES[XIENCE]）留置後の DAPT投与

期間を 1か月に短縮することの安全性を評価する多施設前向きオープンラベル無作為

化比較試験（ShorT and Optimal duration of Dual AntiPlatelet Therapy study-2 
(STOPDAPT-2) 

（第一循環器内科） 

エベロリムス溶出性コバルトクロムステント(CoCr-Everolimus Eluting Stent[CoCr-EES]）

留置後の 2剤の抗血小板剤（Dual Antiplatelet Therapy [DAPT]）投与期間を 1か月に

短縮することの安全性を評価する。 

 

18. 実施臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（XIENCE V™）とシロリムス溶出性ステン

ト（CYPHER SELECTTM+ステント）の有効性およ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：長期追跡試験（RESET Extended Follow-up Study) 

（第一循環器内科） 

第 2世代薬剤溶出性ステント（DES：drug-eluting stents) であるコバルトクロムエベロリム

ス溶出性ステント（CoCr-EEES: XIENCE V™）と第 1世代DESであるシロリムス溶出性ステ
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ント（SES Cyphey SELECT™+）の長期有効性及び安全性を評価することが本研究の目的

である。 

 

19. 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） 

（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。 

 

20. SATAKE・HotBalloonカテーテル使用成績調査（薬剤抵抗性を有する再発性症候性の

発作性心房細動） 

（第二循環器内科） 

登録・解析中である。 

 

21. 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） 

登録・解析中である。 

 

22. 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・解析中である。 

 

23. 本邦における心血管インターベンションの実態調査（NCD） 

（第二循環器内科） 

登録中である。 

 

24. 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） 

登録中である。 

 

25. 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） 

登録・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. 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・解析中である。 
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28. 非弁膜症心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（ANAFIE 

Registry） 

（第二循環器内科） 

登録・解析中である。 

 

29. 急性心筋梗塞の発症時刻と急性期の側副血行路の発達程度と心筋ダメージに関する

研究 

（第二循環器内科） 

登録・解析中である。 

 

30. カテーテルアブレーション症例全例登録 J-AB 

（第二循環器内科） 

登録中である。 

 

31. 我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査～New Japan Cardiac Devise 

Treatment Registry（New JCDRT）～ 

（第二循環器内科） 

登録中である。 
 

32. 非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防における最適

な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験（Optimal Antithrombotic 

Therapy in Ischemic Stroke Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and 

Atherothrombosis：ATIS-NVAF) 

（脳血管内科） 

本研究では、非弁膜症性心房細動（NVAF）とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例を

対象として、ランダム化比較試験により、抗凝固薬と抗血小板薬の併用療法と抗凝固薬

単独療法の虚血性および出血性イベント発生の抑制効果を比較し、本邦におけるこのよ

うな複合症例に対する適切な抗血栓療法を明らかにする。本年度は症例登録を開始し、

経過観察を継続している。 

 

33. 脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と安

全性の解明（The Bleeding with Antithrombotic Therapy Study 2：BAT2) 

（脳血管内科） 

抗血栓療法新時代における脳血管障害（無症候性頸部・頭蓋内動脈狭窄、無症候性

脳梗塞等を含む）を中心とした循環器疾患患者において、経口抗血栓薬の使用実態を

国内多施設共同の登録研究にて評価し、出血合併症を主とした安全性を解明する。本

年度は症例登録を進め、経過観察を継続している。 

 

34. 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（All Nippon 

AF In Elderly Registry：ANAFIE Registry） 

（脳血管内科） 

本研究は、非弁膜症性心房細動（NVAF）を有する後期高齢患者（75歳以上）における

抗凝固療法の実態及びその予後を明らかにするとともに、脳卒中／全身性塞栓症及び

頭蓋内出血のリスク因子を特定し、直接経口抗凝固薬（DOAC）に最適な治療対象集団

及びその使用法を明確にすることを主目的とする。また、副次的に NVAF に関連する
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種々のクリニカルクエスチョンについて検討する。本年度から症例登録を進め、既に目標

症例数に達したため現在経過観察、解析作業中である。 

 

35. 頚部血管エコー検査による脳血管破格の評価に関する研究 

（脳血管内科） 

椎骨動脈起始部異常の有無や脳血管破格を評価することが、血管疾患評価や治療方

針検討の上で重要であるが、非侵襲的検査では従来困難であった。当科では頚部血管

エコー検査による評価が有用である可能性を指摘し、これまで学会および欧文報告して

いる。現在も前向きに症例蓄積を行い、同検査の有用性についてさらなる検討を行った。
  

 

36. INVOSの値とMRIや血管造影所見との関連性についての研究 

（脳血管内科） 

脳梗塞超急性期症例における血管内治療（血栓回収療法）において、INVOS（無侵襲

混合血酸素飽和度監視システム）を用い、主幹動脈閉塞症例における検査を行うことに

より、適切な症例選択、及び治療効果や過灌流障害の予測が可能であることを想定し、

前向きに症例を蓄積し、検討を行っている。 

 

37. 虚血性脳卒中患者における脳微小出血進展への抗血栓薬関与に関する研究 

（脳血管内科） 

本研究では、抗血栓薬の内服が必要な虚血性脳卒中患者を対象に、頭部MRI検査

における微小出血斑（CMBs）の進展と抗血栓薬の種類との関連を明らかにする。ＮＨＯ

ネットワーク共同研究として当科でも症例登録の準備中である。 

 

38. K-RESOLVE Network研究 

（脳血管内科） 

本研究では、鹿児島県全域のMC協議会や救急隊、脳卒中関連施設協力のもとで、

脳卒中が疑われる症例における救急搬送プロトコール、及び救急搬送システムを再構築

することにより、脳卒中症例の救急搬送時間の短縮、治療介入症例の増加、さらには治

療効果や転帰の改善に寄与しうるかを明らかにする。現在救急搬送プロトコールや救急

搬送システムの再構築に向けた準備、および介入前調査を行っている。 

 

39. 高齢者の出血性脳卒中に対する外科治療の有用性について 

（脳神経外科） 

近年脳卒中患者においても高齢化が進んでいる。従来、高齢を理由に手術適応から

除外されていたが、手術を検討したり、手術を行ったりする症例が明らかに増えている。

治療成績や問題点について検討する。現在症例蓄積中である。 

 

40. 特発性正常圧水頭症の治療 

（脳神経外科）  

特発性正常圧水頭症という疾患がガイドラインも作成されており、発見されることも増え

ている。治療方法、使用デバイス、治療成果等について検討する。現在症例蓄積中であ

る。 
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41. 慢性硬膜下血腫の再発について 

（脳神経外科） 

慢性硬膜下血腫は手術が極めて有効な疾患であるが、再発症例もたびたび見られる。

再発に関与する因子について検討する。現在症例蓄積中である。 

 

42. 破裂脳動脈瘤に対する外科治療 

（脳神経外科） 

破裂脳動脈瘤はくも膜下出血の原因になり、その再破裂は生命に直結する。再破裂予

防目的の外科治療を当院では第一選択を開頭手術とし、開頭手術困難例に対し血管内

治療を選択する方針としている。それらの治療成績、近年の動向について検討する。 

 

43. 小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究（2019 年度難治性疾患等

政策研究事業） 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

44. 特発性心筋症に関する調査研究(2019年度難治性疾患等政策研究事業) 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

45. RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多型性心室頻拍等の遺伝性不整脈の

原因解明（2019年度難治性疾患等実用化研究事業 難治性疾患実用化研究事業） 

（小児科） 

研究進行中である。 

 

46. 未治療の多発性骨髄腫疾患を対象とした Elotuzmab/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 

（血液内科） 

1例施行中である。 

 

47. 未治療多発性骨髄腫における遺伝子解析による治療感受性・予後予測因子の探索的

研究 

（血液内科） 

5例登録した。 

 

48. 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 

（血液内科） 

登録終了した。 

 

49. 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 

（血液内科） 

研究進行中である。 
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50. 加齢性 Epstein-Barr virus関連リンパ増殖性疾患における PD-1/PD-L1シグナルの病態

への関与と予後予測に関する解析 

（血液内科） 

登録終了した。 
 

51. 特発性血小板減少性紫斑病に対する初期治療としての短期デキサメタゾン大量療法の

多施設共同非盲検無対照試験 

（血液内科） 

登録終了した。 

 

52. 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 

（血液内科） 

登録終了（解析中）した。      

 

53. 日本におけるゴーシェ病の実態調査 

（血液内科） 

登録終了。35 例登録した。     

 

54. 成人初発未治療びまん性大細胞型B細胞リンパ腫におけるR-CHOP単独治療と放射線

併用療法の治療成績、QOL、費用、費用対効果の多施設共同前向きコホート研究 

（血液内科） 

1例登録。 

 

55. 骨髄増殖性腫瘍の実態と遺伝子変異検索 

（血液内科） 

研究進行中である。 

 

56. 高齢者移植非適応再発・難治末梢性 T 細胞リンパ腫に対するゲムシタビン、デキサメサ

ゾン、シスプラチン（GDP）療法＋ロミデプシン療法の第 II相試験 

（血液内科） 

研究進行中である。 

 

57. 未治療 CCR4陽性高齢者 ATLに対するモガムリズマブ併用 CHOP-14の第Ⅱ相試験 

（血液内科） 

研究進行中である。 

 

58. 初発 FLT3-ITD陽性急性骨髄性白血病の 18～75歳の患者を対象とした官界導入療法・

地固め療法とキザルチニブとの併用及びキザルチニブによる維持療法を検討する第ＩＩＩ

相、二重盲検、プラセボ対照試験 

（血液内科） 

研究進行中である。 

 

59. 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） 

現在論文を作成し、J Diabetology International へ投稿中である。 
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60. 免疫抑制患者に対する 13価蛋白結合型肺炎球菌ワクチンと 23価莢膜多糖体型肺炎球

菌ワクチンの連続接種と 23 価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン単独接種の有効性の比

較～二重盲検無作為化比較試験～ 

（外科） 

平成 30年度 1例を登録した。 

 

61. 本邦における成人鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の実態調査とそのリスク因子解析～多施

設共同前向きコホート研究～ 

（外科） 

平成 30年度 2例を登録した。 

 

62. 塩化ラジウム－223の治療経験と DWIBSによる治療評価 

（泌尿器科） 

現在症例登録中である。第 107回日本泌尿器科学会総会で発表予定である。 

 

63. 再発・進行頭頸部癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の有効性に関する研究 

（耳鼻咽喉科） 

再発・進行頭頚部がんに対して、分子標的薬を併用した化学療法を一次治療として行

い、無効症例に対して免疫チェックポイント阻害薬による治療を行っている。有効率はそ

れほど高くないが、QOLを保ちながら予後改善する症例もあり、症例集積中である。 

 

64. 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） 

頭頸部癌治療の支持療法として、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。がんリハの介入による治療後の機能の保持・早期回復が見られる症

例の集積を行っている。 

 

65. 放射線治療の治療効果 

（放射線科） 

検討中である。 

 

66. オクトレオスキャン症例の解析 

（放射線科） 

登録中である。 

 

67. 骨転移のある前立腺癌に対する塩化ラジウム治療 

（放射線科） 

登録中である。 

 

68. 塩化ラジウム治療におけるMRIの評価 

（放射線科） 

登録中である。 
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69. 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。 

 

70. RSTの当院での介入状況の検討 

（麻酔科） 

結果をまとめて学会発表予定である。 

 

71. 早期リハ介入の効果の検討 

（麻酔科） 

ICU における早期リハ点数が新設されたことに伴い、ICU での新規入院患者への早期

リハ介入がスタートした。今後、介入した患者の ICUでの入室日数、挿管日数、入院期間

などを調べてその効果を検討していく予定である。 

 

72. 救急外来を受診した患者の発熱とＡＣＳとの関係についての検討 

（麻酔科） 

当院の救急外来を訪れた患者を後ろ向きに調べてみた。その中で冠動脈狭窄をきた

してACSと診断された患者について数を増やして検討する必要があると思われた。スウェ

ーデンでのスカンジナビア麻酔＆集中治療学会で発表した。 

 

73. C型肝炎治癒後の脾辺縁帯リンパ腫から続発したびまん性大細胞型 B リンパ腫の一例

報告 

（病理診断科） 

平成 31年 5 月の第 108回病理学会総会にて発表予定である。 

 

74. 造血幹細胞移植療法における口腔合併症に対する系統的口腔管理の構築 

（歯科口腔外科） 

平成 29 年度文部科学省科学研究費（科学研究費補助金）基盤研究（C)の交付のもと、

本年度も継続して本研究を遂行した。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

果を認めた。 

 

75. 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） 

看護師新人研修に口腔ケア実習を導入し、看護師の口腔ケアに対する認識や実施状

況の変化やその効果について検討し、その結果を第 15 回日本口腔ケア学会総会・学術

大会で報告した。 

 

76. 心臓弁膜症手術患者に対する周術期口腔機能管理の効果に関する研究 

（歯科口腔外科） 

鹿児島医療センターにおける心臓弁膜症手術患者の周術期口腔機能管理の現状に

ついて後ろ向き調査し臨床統計学的検討を行った。本研究結果は日本口腔ケア学会雑

誌の第 13巻に論文発表した。 
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77. 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、引き続き約 5名のキャリアの

登録を行っている。 

 

78. 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 3例は引き続き内服継続中である。 

 

79. 免疫チェックポイント阻害薬による各種癌の治療 

（腫瘍内科） 

悪性黒色腫、非小細胞肺癌、悪性リンパ腫、胃癌を対象に治療を行っている。 

 

80. ［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 2 症例をエントリーしている。 

 

81. 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。 

 

82. 悪性黒色腫の新薬の副作用に関連する遺伝子の探索 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 
Fujimura T, Sato Y, Tanita K, Kambayashi Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yoshino K, 

Matsushita S, Funakoshi T, Hata H, Yamamoto Y, Uchi H, Nonomura Y, Tanaka R, Aoki M, 

Imafuku K, Okuhira H, Furudate S, Hidaka T, Aiba S. Serum levels of soluble CD163 and 

CXCL5 may be predictive markers for immune-related adverse events in patients with 

advanced melanoma treated with nivolumab: a pilot study. Oncotarget. 2018 Feb 15; 9(21): 

15542-15551. doi: 10.18632/oncotarget.24509. eCollection 2018 Mar 20. 

 

83. 乳房外パジェット病における HER2発現と予後に関する解析 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 
Hirai I, Tanese K, Nakamura Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yamamoto Y, Hata H, Fujimura T, 

Matsushita S, Yoshino K, Kameyama K, Amagai M, Funakoshi T. Assessment of the 

methods used to detect HER2-positive advanced extramammary Paget’s disease. Med 

Oncol. 2018 May 9; 35(6) 92p. doi: 10.1007/s12032-018-1154-z. 

 

84. 血管肉腫に対するエリブリン単剤療法の有効性に関する多施設共同前向き観察研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階である。 

 

85. 乳房外パジェット病患者の血清中ケモカインを用いた疾患予後予測に関する前向き観察

研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、論文作成段階である。 
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86. ［AMED次世代がん］悪性黒色腫における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診

断法の確立 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階であり、当院では 3 症例をエントリーしている。 

 

87. 保存有棘細胞癌組織を用いた発癌関連因子に関する後ろ向き観察研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、論文作成段階である。 

 

88. ［JCOG1602］爪部悪性黒色腫に対する指趾骨温存切除の非ランダム化検証的試験 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、症例蓄積段階であり、当院では 4症例をエントリーしている。 
 

89. 悪性黒色腫患者に対する抗 PD-1 抗体製剤（ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ、ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ）治療併用放射線

療法の有効性と安全性に関する観察研究 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、論文作成段階である。 

 

90. 基底細胞癌に対する外科治療に関する後方視的観察研究 Retrospective observational 

study about surgical treatment for basal cell carcinoma 

（皮膚腫瘍科・皮膚科） 

現在、論文作成段階である。 
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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 髙﨑 州亜 

当院では 2016 年 6 月より、ハートチームを立ち上げ開心手術が困難な重症大動脈弁狭

窄症に対して経カテーテル大動脈弁留置術(Transcatheter Aortic Valve Implantation)を開始

した。2019 年 7 月で 116 例実施した。これまでの実施症例における予後並びに ADL・認知

機能の改善効果について検討を予定している。鹿児島県内での弁膜症およびカテーテル

治療の啓蒙目的に鹿児島心臓弁膜症座談会を開催し、鹿児島医療圏における AS 治療の

現状について片岡が講演を行った。またアジアパシフィック心臓血管サミットにおいて TAVI

後の感染性心内膜炎合併症例について症例報告を行った。 

動脈硬化マーカーであるアンジオジェニン・アンギオポエチンの TAVI 前後での変化や

ACS 治療後の経過について検討を行う予定である。大動脈弁閉鎖不全症の術前左室径と

術後の左室リバースリモデリングとの関連についてのコホート研究も検討している。 

 

 

医用工学研究室 

室 長 松崎 勉 

手術用新規デバイスである各種超音波メスの操作性や改善点について、手術時間や出

血量等のデータを集積し検討を行っている。また、引き続き、粘膜欠損部への医療材料の使

用について、縫縮や二次治癒創とした場合との形態や機能の検討のため症例を集積してい

る。 

 

 

 

画像診断研究室 

室 長 松岡 秀樹 

１. INVOSの値とMRIや血管造影所見との関連性に関する研究 

脳梗塞超急性期症例における t-PA静注療法の効果と安全性は確立しているが、脳主

幹動脈閉塞による重症脳梗塞に対しては効果が不十分であり、近年血管内治療（血栓

回収療法）がより有効であることが報告されている。しかしながら治療介入が適切と思わ

れる症例の選択、MRI 画像や血管造影検査所見による効果の予測、ならびに治療後の

過灌流障害の予測などが困難な現状である。 

 当科では INVOS（無侵襲混合血酸素飽和度監視システム）を用い、主幹動脈閉塞症

例に対して INVOSを用いることにより、適切な症例選択、及び治療効果や過灌流障害の

予測が可能かどうか前向きに症例を蓄積し、検討を行っている。 

 

２. 頚部血管エコー検査による脳血管破格の評価 

近年大動脈解離や大動脈瘤の症例が増加するに従い、これらの病態に対する外科治

療もしくはステント内挿術が多く行われている。この治療適応や安全性を考慮する際に、

椎骨動脈起始部異常の有無を評価することが重要であるが、非侵襲的検査では従来困

難であった。また、脳血管の胎生期遺残に伴う脳血管破格は、これ自体の病的意義は低

いものの、脳動脈瘤との合併頻度が高いことなどから診断の意義は高いと考えられる。 

当科ではこれまで非侵襲的検査で評価困難であった椎骨動脈起始部異常、および脳

脳血管破格の診断において、頚部血管エコー検査による評価が有用である可能性を指
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摘し、報告している。今後前向きに症例登録を行い、同検査の有用性について検討を行

う。 

 

３. MRIの ASL画像と臨床的経過や診断との関連性について 

急性期脳梗塞症例において、脳血流の状態、脳組織の可塑性について評価すること

が血行再建療法の効果および安全性を評価する上で重要であるが、これまでは造影剤

を用いた侵襲的評価のみがこれを可能としていた。今回は MRI の ASL 法を用いて血流

状態を評価することにより、急性期血行再建療法の効果、安全性について推測可能かど

うかを検討する。あわせて、脳血管障害の鑑別疾患として挙げられるてんかん発作の鑑

別としても有用であるかについても検討を行う。 

 

 

臨 床 疫 学 研 究 室 

室 長 田中 裕治 

１. 厚生労働科学研究費：小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 

２. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）: RyR2 遺伝子異常に起因するカテ

コラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明（研究代表者：大野聖子

先生） 

３. 厚生労働科学研究費：特発性心筋症に関する調査研究（研究代表者：筒井裕之先生） 
 

 

臨 床 研 究 推 進 室 

室 長 薗田 正浩 

循環器、脳卒中、がん専門施設としての豊富な症例に基づいた臨床研究を行っている。 

循環器の基幹病院としての特色を生かして、NHO ネットワーク共同研究、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る。 

国内学会および国際学会に積極的に参加しており、国際学会では、ESC CONGRESS  

2018 （欧州心臓病学会）にて、「Clopidgrel-based antiplatelet therapy is not enough for stent 

patency in patients undergoing femorpopliteal arterial endvascular interventions.」を発表し

た。 

 

 

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、事務局長に薬剤部

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1 名と治験専

任事務官が 2 名配置されて、治験業務のサポートを担っている。EBM 研究補助者として 1

名配置されており、治験コーディネーターを補助している。治験を活性化する目的で平成 29

年度から本部アシスト型の Site management organization (SMO)を 1名派遣してもらい、治験

事務局業務をお願いしている。 
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研究概要 2：臨床部門 

 

第一循環器内科 

副院長 中島 均 

平成 30 年の第一循環器内科の臨床実績は、カテーテル検査 405 例（POBA 12 例、

STENT 175例、ROTABLATER 4例、PTA 18 例、PTRA 0例、コイル塞栓 0例）、ペースメ

ーカー植え込み 46例(リードレス 9例)、ジェネレーター交換 20例、植込み型心電計 5例、

EPS/ABL 0 例、ステントグラフト 35例、心エコー 5013例、血管エコー 887 例、腎動脈エコ

ー 78例、経食道心エコー 88例、心筋シンチ 980例と循環器内科の実績としては、全国レ

ベルにある。副腎静脈サンプリングにおいては 2件を糖尿病・内分泌内科と共同して施行し

た。 

大動脈瘤ステントグラフト治療では、腹部 13 例・胸部 3例と当院の状況は高齢者の患者

も、より確実な開胸・開腹術を選択する傾向にある。 

研究では、非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究

（ANAFIE Registry）をはじめ動脈硬化を基盤とした虚血性心臓病における新規血液マーカ

ーの確立（多施設共同研究）、2 管球 CT を使用した冠動脈狭窄・心筋虚血・心筋線維化の

総合的評価に関する研究（AMPLIFiED study)、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）、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）、深部静脈血栓症

及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの有効性及び安全性に

関する登録観察研究（J'xactly 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 

部長 薗田 正浩 

虚血グループでは、冠動脈のインターベンションを中心に力を入れている。当院ハートチ

ームによる経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）が平成 29 年 6 月 29 日から開始され、

平峯聖久先生を中心に、研究会発表、症例を集積し解析している。国際学会では、ESC 

CONGRESS 2018（欧州心臓病学会、ドイツ）にて、「Clopidgrel-based antiplatelet therapy is 

not enough for stent patency in patients undergoing femorpopliteal arterial endvascular 

interventions.」を東 健作先生が発表し、当院の研修医も 2名参加した。国内では、第 27回 

日本心血管インターベンション治療学会（平成 30年 8月、神戸）にて、「Xience Alpine に対

する Synergy stent の臨床結果」を東 健作先生が発表した。 

不整脈グループは、エキシマレーザーシースを用いたリード抜去、経皮的カテーテル心

筋焼灼術（高周波、クライオおよびホットバルーン）による心房細動の治療、皮下植込み型除

細動器植込み等の新しい治療を取り入れており、データ集積している。また、リードレスペー

スメーカ植込みを 9月から開始し、第 65回日本不整脈心電学会学術大会（平成 30年 7月、

東京）のシンポジウムにて、「Early performance of the Micra Leadless transcatheter 

pacemaker in a single center experience」のタイトルで、田上和幸先生が発表した。 

心不全グループは、馬場善政先生が心エコーを中心に、石川裕輔先生が心筋シンチ、心

臓 MRI等の画像の分析を中心に評価している。また、CPX を用いて運動耐用を評価をして、

適切なリハビリ介入をしている。また、パスおよび心不全カンファにて、入院期間の短縮、再

入院率の低下などを解析している。 
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心臓血管外科 

部長 金城 玉洋 

平成 30年度は JACVSD-A登録症例が 332 例、血管外科部門（腹部大動脈瘤～抹消動

脈）＋AAAステント 164+7例であった。この数は当院における過去最高数の開心術症例数

である。平成 29 年度との比較では JACVSD-A 登録 277 例、血管外科部門 144+21 例であ

ったのに比べると飛躍的に症例数が増え、今年もさらに増え続けている。その中で、透析患

者症例も増えてきており、平成 30年 11月の日本冠疾患学会で透析患者の開心術をテーマ

に講演、平成 31 年 2 月には島根の心臓血管外科手術手技で僧帽弁形成手術の最新手術

手技をテーマに特別講演を行った。また外科的学会としての活動として、日本血管外科学

会において白桃、蔵元、川津らが症例報告を行った。心臓の再手術例も多くあり、過去に当

院または他院で行った心臓の術後で、複数回心臓手術症例も増えてきている。複数回手術

においてはまだまだ改善の余地があることから、その手技で発信できるものを確立していこう

としている。 

さらにもう一つの大きなテーマとして、TAVIがある。すでに開始から 100例を超え増加して

きている。昨年まで一日 2例だったものを 3例に増やし対応している。さらに TA-TAVI も増

やしていき、いろいろなアプローチの TAVIへ対応できるように鋭意努力していきたいと考え

ている。 

 

 

脳 血 管 内 科 

 医 長／脳卒中センター長 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、脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血

管疾患における抗血栓療法の実態と安全性の解明（The Bleeding with Antithrombotic 

Therapy Study 2：BAT2），非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の

二次予防における最適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験（Optimal 

Antithrombotic Therapy in Ischemic Stroke Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and 

Atherothrombosis：ATIS-NVAF），虚血性脳卒中患者における脳微小出血進展への抗血栓

薬関与に関する研究（NHO ネットワーク研究/NOBLESSE study）などの多施設共同研究お

よび受託研究に継続して参加し、症例登録、経過観察を継続している。非弁膜症性心房細

動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（All Nippon AF In Elderly Registry：

ANAFIE Registry）は症例登録が終了し、解析中である。 

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、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。頚動脈エコー検査による脳血管破格や形成異常の診断、INVOS

（無侵襲混合血酸素飽和度監視システム）を用いた急性期血栓回収療法の有効性の評価

などの研究も継続して行っている。新たなテーマとしては、鹿児島県全域のMC協議会や救

急隊、脳卒中関連施設協力のもとで、脳卒中が疑われる症例における救急搬送プロトコー

ル、及び救急搬送システムを再構築することにより、脳卒中症例の救急搬送時間の短縮、治

療介入症例の増加、さらには治療効果や転帰の改善に寄与しうるかを明らかにすることを目
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的とした研究も開始した（K-RESOLVE Network研究）。 

 

 

脳 神 経 外 科 

医 長  谷口 歩 

高齢者脳卒中に対する外科治療症例は増加傾向であるが、対象疾患、合併症の有無、

機能予後等について検討していきたい。くも膜下出血、脳出血等に対する外科治療として、

さまざまな選択肢があるが、その選択、治療成績、予後についても検討する。 

 

 

小 児 科  

部 長 田中 裕治 

1. 厚生労働科学研究費：小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 

2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）:RyR2 遺伝子異常に起因するカ

テコラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明（研究代表者：大野聖子先

生） 

3. 厚生労働科学研究費：特発性心筋症に関する調査研究（研究代表者：筒井裕之先生） 
 

 

血 液 内 科 

部 長 大塚 眞紀 

現在急性白血病、悪性リンパ腫を中心とした血液疾患の診療を行っている。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おり、全身照射も可能となった。無菌

室はクラス 6以上を 5床、クラス 7以上が 14床を有している。造血幹細胞移植も積極的に行

っており、平成 29年度には 4例の自己末梢血幹細胞移植を施行した。平成 29年度には残

念ながら同種幹細胞移植対象の患者が少なく施行できなかった。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 Elotuzmab 投与の治験にも参加し、鹿児島大学病院血液膠原病内

科が行っている医師主導治験にも協力している。 

 

 

糖尿病・内分泌科 

部 長 郡山 暢之 

 糖尿病における効果的、効率的な患者教育の包括的検討を行っている。 

 今後も継続してデータを収集し、論文発表を行っていく予定である。 

 

 

消 化 器 内 科 

部 長 櫻井 一宏 

現在鹿児島大学消化器内科を中心とした肝疾患専門施設による、「肝細胞癌に対するレ

ンバチニブ早期治療効果の検討」というテーマで多施設共同研究を行っている。 

また KM-CART による難治性腹水の治療効果について患者の自覚症状の改善と肝機能、

腎機能の変化について長期的な効果を検討していく予定である。 
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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 

平成 30 年度手術実績は 453 例で、食道 3 例、胃・十二指腸 41 例（鏡視下 6 例）、小腸

28例（鏡視下 4例）、大腸 92例（鏡視下 41例）、肝・脾 26例（鏡視下 4例）、胆・膵 83例（鏡

視下 50例）、その他 180例（鏡視下 32例）であった。内視鏡手術は 137例、高難度内視鏡

手術（胃・大腸切除等）は 33 例、高難度肝胆膵手術（肝葉切除、膵頭十二指腸切除等）は

37例であった。臨床業績は、原著論文 6、国際学会発表 3、国内学会・研究会発表 9であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泌 尿 器 科 

医 長 千代丸 剛 

1. 塩化ラジウム‐223 の治療経験と DWIBSによる治療評価 

【目的】当院では 2017 年 5 月より塩化ラジウム-223（Ra-223）治療を開始している。今回、

Ra-223 の治療経験と治療効果判定として Diffusion-weighted Whole body Imaging with 

Background Suppression（DWIBS）の有用性について検討する。【対象】2017年5月より2018

年 9月までに Ra-223を投与された骨転移を有する 11例の CRPC患者。治療効果の指標と

して疼痛、PSA、ALP、画像変化を評価項目とし、画像評価として CT、骨シンチ、DWIBS を

施行する。【結果】11例中、6コース完了：7例、中止：1例、投与中：3例であった。中止理由

は G3 の疲労であり、その他の有害事象は好中球減少 G2：2 例、貧血 G2：1例、疲労 G1：1

例、下痢 G1：2 例、食欲不振 G1：1 例、AST 増加：1 例であった。治療前に疼痛を有してい

た 3例中、2例は疼痛が改善したが、1例は疼痛が増悪した。12週時のALP変化率は平均

-23.7％、12 週時の ALP 奏効率（30%以上低下）は 33.3％、12 週時の PSA 奏効率（50%以

上低下）は 11.1％であった。CTで変化を示す症例はなく、骨シンチ、DWIBSで改善や増悪、

部分的に改善や増悪を認め、症例により画像変化はさまざまであった。【結論】当院での

Ra-223 治療は高い完遂率が得られ、重篤な合併症は認めず、比較的安全に施行すること
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ができている。DWIBS は骨シンチとほぼ同様の結果を示し、症例によっては微小な転移や

変化を検出でき、治療評価に有用であることが示唆された。症例数の追加および、投与経

過を追って報告する予定である。 

 

 

婦 人 科 

医 長 大田 俊一郎 

婦人科悪性腫瘍に関する臨床研究を継続しており、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研究コンソーシアムの多施設共同試験に参画

中である。また、次年度より婦人科がんの腟・外陰病変の出血・浸出液・悪臭のコントロール

を目的とした「婦人科がん（転移性を含む）における改良型モズペーストの効果および副作

用の多施設共同研究」に参画する。 

 

 

耳 鼻 咽 喉 科 

 統括診療部長 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 650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. 頭頸部進行癌治療において、手術治療、化学放射線治療等の治療法による予後と治療

後のQOLについて検討を引き続き行っている。更に免疫チェックポイント阻害薬も導入し、

再発進行頭頚部がんの生存期間の延長やＱＯＬの改善について検討している。 

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。さらに、がん治療における advance care planning の導

入の方法及びその有効性について取り組みを始めている。 

３. 頭頸部がん治療での支持療法として、特にがんリハビリテーションが手術療法のみなら

ず化学放射線治療でも有効であるかを検討している。 

 

 

放 射 線 科 

部 長 内山 典明 

放射線治療は新型加速器導入より 5年が経過し、耳鼻咽喉科、婦人科、血液内科を中心

とした悪性腫瘍の治療症例における治療効果についての研究を検討している。骨転移のあ

る前立腺癌に対する塩化ラジウム注射液を用いる放射線治療について、泌尿器科の適合症

例の画像診断（MRIを用いたDWIBS検査）に関する研究を開始している。神経内分泌腫瘍

の診断において、ソマトスタチン受容体シンチグラフィーの診断薬であるオクトレオスキャン

の使用を経験し、症例を集積中である。 
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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、

臨床に導入されており、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。また救急外来でのＡＣＳと診

断された患者で発熱との関連について検討し、学会発表を行った。また、新しい低侵襲の非

観血的血圧、心拍出量モニターの有用性について検討中である。ICU 領域においてＲＳＴ

活動、早期リハ介入について成果をまとめ学会発表予定である。 

 

 

病 理 診 断 科 

部 長 野元 三治 

平成 15 年以降の心臓粘液腫と IgG4 の発現について鹿児島大学医歯学総合研究科病

理分野との共同研究を進め、論文としてまとめつつある。 

平成 30 年度には、NHO の多施設共同研究として、「メトトレキサート（MTX）関連リンパ増

殖性疾患の病態解明のための多施設共同研究」に参加している。 

 

 

歯科口腔外科 

医 長 中村 康典 

がん治療における周術期口腔機能管理および口腔ケアについての臨床研究を継続的に

行っている。口腔衛生環境改善が術後局所合併症の軽減へ及ぼす効果、及び化学療法に

おける口腔粘膜炎重症化へ及ぼす予防効果についての研究を実施してきた。 

平成 29 年度は文部科学省科学研究費（科学研究費補助金）基盤研究（C）の交付のもと

「造血幹細胞移植療法における口腔合併症に対する系統的口腔管理の構築」の研究を遂

行した。 

また、心臓血管手術患者における周術期口腔機能管理の効果についての分析、研究を

行い、その結果について学会報告するとともに論文発表を行った。 

院内口腔ケアについても、口腔ケアの充実に向けて口腔ケア委員会主催による口腔ケア

勉強会や新人看護研修への口腔ケア実習を行い、看護師の口腔ケアに対する認識、意識

の変化の分析、検討を行い、口腔ケアの教育普及活動の課題の分析を行った。 

 

 

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、5 年目を終えた。5 年目も医師の増

員は叶わず、腫瘍内科は１名体制で診療を継続した。しかし今年度は、小児科の田邊貴幸

医師が、AYA世代のがん患者の診療を目的に10月より診療に参加してくれたので、年度途

中からではあったが、実質的には 2 名体制が実現した。このため本年度も患者数は順調に

増加し、外来患者は毎週 50 名を超え、入院患者は、1 日あたり 15〜20 名で推移している。 

外来患者総数は約 2,500名、入院患者総数は約 150名であった。患者内訳は、およそ血液
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腫瘍 2 割、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌各 1 割、原発不明癌 1 割、肉腫 1 割、膵癌 1 割、その

他（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）

1 割となっている。昨年に引き続き、様々な腫瘍の紹介がさらに増加してきており、全身ほぼ

全ての癌腫を診療している。今年度は同時性の重複がんの治療がさらに増え、5例を数えた。

このような患者さんは他の施設では診療できず、当科の特徴の一つとなってきた。昨年度は、

特に分子標的薬による治療が増加したが、この傾向は今年度もさらに顕著になり、今後も続

くと考えられる。免疫チェックポイント阻害薬の治療件数も引き続き増加してきた。県内唯一

の化学療法を専門とする診療科として、診療体制の複数化により、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、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. 悪性黒色腫の新薬の副作用に関連する遺伝子の探索 

本研究結果は下記の通り報告された。 

Fujimura T, Sato Y, Tanita K, Kambayashi Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yoshino K, 

Matsushita S, Funakoshi T, Hata H, Yamamoto Y, Uchi H, Nonomura Y, Tanaka R, 

Aoki M, Imafuku K, Okuhira H, Furudate S, Hidaka T, Aiba S. Serum levels of soluble 

CD163 and CXCL5 may be predictive markers for immune-related adverse events in 

patients with advanced melanoma treated with nivolumab: a pilot study. Oncotarget. 

2018 Feb 15;9(21):15542-15551. doi: 10.18632/oncotarget.24509. eCollection 2018 

Mar 20. 

 

３. 乳房外パジェット病における HER2発現と予後に関する解析 

本研究結果は下記の通り報告された。 

Hirai I, Tanese K, Nakamura Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yamamoto Y, Hata H, Fujimura 

T, Matsushita S, Yoshino K, Kameyama K, Amagai M, Funakoshi T.Assessment of the 

methods used to detect HER2-positive advanced extramammary Paget’s disease. Med 

Oncol. 2018 May 9; 35(6): 92. doi: 10.1007/s12032-018-1154-z. 

 

４. 乳房外パジェット病患者の血清中ケモカインを用いた疾患予後予測に関する前向き観

察研究 

本研究は、乳房外パジェット病における血清中のマクロファージ関連因子を、外科的

治療前後及び病期別に検討し、疾患の進行及び予後との関連を解析することにより、

乳房外パジェット病の予後因子を探索することを目的とする。 

 

５. 血管肉腫に対するエリブリン単剤療法の有効性に関する多施設共同前向き観察研究 
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Efficacy of Eribulin Monotherapy in Patients with Unresectable Angiosarcoma-A 

Multicenter Prospective Observational Study 軟部肉腫に対して適応を有するエリブリン

（ハラヴェン®）について、日常診療において血管肉腫患者に対して用いられる際の有

効性を評価することを目的とする。 

 

６. AMED 次世代がん 悪性黒色腫における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診

断法の確立 

 

７. 保存有棘細胞癌組織を用いた発癌関連因子に関する後ろ向き観察研究 

 

８. JCOG1602 爪部悪性黒色腫に対する指趾骨温存切除の非ランダム化検証的試験 

 

９. 悪性黒色腫患者に対する抗 PD-1 抗体製剤（ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ、ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ）治療併用放射線

療法の有効性と安全性に関する観察研究 

 

１０. 基底細胞癌に対する外科治療に関する後方視的観察研究 Retrospective observational 

study about surgical treatment for basal cell carcinoma 

 

１１. 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。 

 

 

眼 科 

医 師 大井 城一郎 

当科では糖尿病合併症例が多く、網膜症と背景因子の関連などについて検討したいと考

えている。また他科使用薬剤による眼科領域の有害事象についても症例を重ねていきたい。 

 

 

腎 臓 内 科 

医 師 古庄 正英 

腎臓内科は 2018 年 4 月に開設された。腎炎・ネフローゼ症候群、慢性腎臓病(CKD)、末

期腎不全を 3 本柱に腎疾患診療全般を行っている。2018 年度の主な実績は、経皮的腎生

検 17例、透析関連手術 24例、腹膜透析導入数 9例であった。適切な腎代替療法提供のた

め、腹膜透析に注力している。今後は、症例を重ねながら臨床研究を開始する予定である。 
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研究概要 3：看護部門 

 
看護部長 木佐貫 涼子 

平成 30年度は院外発表 18題、院内発表 11題であった。看護の質的研究と量的研究の両

方が見られた。日々の看護実践の中で疑問を持ち、それについて研究を進めていくことは、個

人の成長や後輩の指導につながる。また、研究の成果を実践に活かすことも、看護の質向上

につながっていく。今後も継続して研究に取り組んでいきたい。 

 

平成 30年度 院内看護研究発表 

病棟 演    題 発表者 

東 2病棟 
心臓血管外科手術をうけた患者の ICU入室前後の身体機

能の分析 ～患者の握力測定より～ 
丸山沙亜耶 

東 3病棟 皮膚悪性腫瘍患者の病勢進行に伴う看護師の思い 柚木崎美樹 

東 4病棟 

心臓術後患者の退院後の生活を支える家族の思い ～手

術を受けた高齢者の退院後の家族へのインタビューを通し

て～ 

新留香織 

東 5病棟 

急性期病棟における認知機能低下のみられる患者に対す

る個別的ケアの有効性の評価 ～ユマニチュードの視点か

ら～ 

坂下秀明 

東 6病棟 心不全末期患者の意思決定支援に関する看護師の思い 内山智美 

東 7病棟 
虚血性心疾患患者の自己効力感・自己管理行動に影響を

与える～看護師の教育的関わりの分析～ 
二宮なぎさ 

東 8病棟 
配置転換により生じた看護師の不安に対する適応行動に

ついて 
樋園仁美 

西 3病棟 化学療法の退院指導に対する看護師の認識、実態の分析 谷山実穂 

西 4病棟 
退院支援カンファレンスで多職種が提供する情報 

～ヘンダーソンの基本的看護の構成要素を活用して～ 
玉城綾乃 

手術室 
TAVI における手術室看護師育成への取り組み 

～教育プログラム導入前後の意識調査を行って～ 
新保留美 

外 来 外来診療の待ち時間の長さと患者の疲労感との関連 鰺坂典子 

 

研究概要 4：看護学校 

副看護学校長 内村 美子 

2018年度は、看護教員延べ 13名が 5題の看護研究発表を看護系学術学会において発

表した。このうち 4 題は学生を対象にした研究であり、臨地実習で教育効果を高める教育方

法や学びの内容を測定するものであった。日頃の教育活動を客観的に測定することや、教

育の効果を明らかにする過程、論文としてまとめる過程、発表によって他者から意見を得る

機会等によって、看護教員の教育能力が高まると考える。 
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研究概要 5：コメディカル部門 
 

 

薬 剤 部 

薬剤部長 尾之江 剛樹 

平成 30年度は「バンコマイシン散減量投与における有効性の検討~1日投与量 2.0g及び

1 日 0.5g の比較~」を第 42 回九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会、「Cetuximab

投与による低 Mg 血症発現状況と PPI 併用による影響の検討」を宮崎鹿児島地区研究会、

「当院における軽度催吐性リスク制吐療法標準化 に向けた取り組みについて～国立病院

機構九州ブロック多施設共同研究を活かして～」及び「化学療法レジメンの制吐療法見直し

により得られた薬剤費削減効果について」を第 28 回日本医療薬学会年会にて報告した。ま

た、「irAE マネジメント～施設間連携の重要性～」を日本臨床腫瘍薬学会のシンポジウムに

て報告した。 

 

 

臨 床 検 査 科 

臨床検査技師長 本山 眞弥 

平成 30 年度は原著論文が 1 題、院内学会、研究会等の学会報告が 26 題あった。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。 

 

 

放 射 線 室 

放射線技師長 本村 登 

今年度は、準備不足が原因で学会発表が少なかった。来年度は、計画的に臨床現場で

の研究テーマを見つけ臨床に役立つ研究を行っていきたい。 

 

 

臨 床 工 学 室 

副臨床工学技士長 宮之下 誠 

平成 30 年度は、学会やセミナーにて 4 題発表を行った。 

 

 

リハビリテーション室 

理学療法士長 木村 英志 

平成 30 年度は、第 72 回国立病院総合医学会にて 1 題の発表を行った。早期離床リ

ハチームの取り組みや院内横断的チーム活動の報告について引き続き検討をすすめる。 

 

 

栄 養 管 理 室 

栄養管理室長 花田 道代 

平成 30 年度は、院内外学会において、2 題のがん治療の副作用に対応する食事の再検

討に関する発表を行った。継続して取り組む計画である。 
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【Ⅲ】原 著 

欧文原著 （以下、下線は当院職員） 

1. Tanaka A, Komukai S, Shibata Y, Yokoi H, Iwasaki Y, Kawasaki T, Horiuchi K, Nakao K, 

Ueno T, Nakashima H, Tamashiro M, Hikichi Y, Shimomura M, Tago M, Toyoda S, 

Inoue T, Kawaguchi A, Node K; Pioglitazone Reduce Inflammation and Restenosis with 

and without Drug Eluting Stent (PRIDE) Study Investigators. 

Effect of pioglitazone on cardiometabolic profiles and safety in patients with type 2 

diabetes undergoing percutaneous coronary artery intervention: a prospective, 

multicenter, randomized trial. 

Heart Vessels. 2018; 33(9): 965-977. (Epub 2018 Feb 27) 

Abstract 

Pioglitazone has superior antiatherosclerotic effects compared with other classes of 

antidiabetic agents, and there is substantial evidence that pioglitazone improves 

cardiovascular (CV) outcomes. However, there is also a potential risk of worsening heart 

failure (HF). Therefore, it is clinically important to determine whether pioglitazone is 

safe in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) who require treatment for 

secondary prevention of CV disease, since they have an intrinsically higher risk of HF. 

This prospective, multicenter, open-label, randomized study investigated the effects of 

pioglitazone on cardiometabolic profiles and CV safety in T2DM patients undergoing 

elective percutaneous coronary intervention (PCI) using bare-metal stents or 

first-generation drug-eluting stents. A total of 94 eligible patients were randomly 

assigned to either a pioglitazone or conventional (control) group, and pioglitazone was 

started the day before PCI. Cardiometabolic profiles were evaluated before PCI and at 

primary follow-up coronary angiography (5-8 months). Pioglitazone treatment reduced 

HbA1c levels to a similar degree as conventional treatment (pioglitazone group 6.5 to 

6.0%, P < 0.01; control group 6.5 to 5.9%, P < 0.001), without body weight gain. Levels 

of high-molecular weight adiponectin increased more in the pioglitazone group than the 

control group (P < 0.001), and the changes were irrespective of baseline glycemic control. 

Furthermore, pioglitazone significantly reduced plasma levels of natriuretic peptides and 

preserved cardiac systolic and diastolic function (assessed by echocardiography) without 

incident hospitalization for worsening HF. The incidence of clinical adverse events was 

also comparable between the groups. These results indicate that pioglitazone treatment 

before and after elective PCI may be tolerable and clinically safe and may improve 

cardiometabolic profiles in T2DM patients. 

 

 

2. Tokunaga K, Yamagami H, Koga M, Todo K, Kimura K, Itabashi R, Terasaki T, 

Shiokawa Y, Kamiyama K, Takizawa S, Okuda S, Okada Y, Kameda T, Nagakane Y, 

Hasegawa Y, Shibuya S, Ito Y, Matsuoka H, Takamatsu K, Nishiyama K, Kario K, 

Yagita Y, Kitazono T, Kinoshita N, Takasugi J, Okata T, Yoshimura S, Sato S, 

Arihiro S, Toyoda K; SAMURAI Study Investigators. 

Associations between pre-admission risk scores and two-year clinical outcomes in 

Ischemic stroke or transient ischemic attack patients with non-valvular atrial 

fibrillation. 

Cerebrovasc Dis. 2018; 45(3-4): 170-179. (Epub 2018 Mar 29) 
Abstract 

BACKGROUND:  
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We aimed to clarify associations between pre-admission risk scores (CHADS2, 

CHA2DS2-VASc, and HAS-BLED) and 2-year clinical outcomes in ischemic stroke or 

transient ischemic attack (TIA) patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF) using 

a prospective, multicenter, observational registry. 

METHODS:  

From 18 Japanese stroke centers, ischemic stroke or TIA patients with NVAF hospitalized 

within 7 days after onset were enrolled. Outcome measures were defined as 

death/disability (modified Rankin Scale score ≥3) at 2 years, 2-year mortality, and 

ischemic or hemorrhagic events within 2 years. 

RESULTS:  

A total of 1,192 patients with NVAF (527 women; mean age, 78 ± 10 years), including 

1,141 ischemic stroke and 51 TIA, were analyzed. Rates of death/disability, mortality, 

and ischemic or hemorrhagic events increased significantly with increasing 

pre-admission CHADS2 (p for trend <0.001 for death/disability and mortality, p for trend 

= 0.024 for events), CHA2DS2-VASc (p for trend <0.001 for all), and HAS-BLED (p for 

trend = 0.004 for death/disability, p for trend <0.001 for mortality, p for trend = 0.024 for 

events) scores. Pre-admission CHADS2 (OR per 1 point, 1.52; 95% CI 1.35-1.71; p 

<0.001 for death/disability; hazard ratio (HR) per 1 point, 1.23; 95% CI 1.12-1.35; p 

<0.001 for mortality; HR per 1 point, 1.14; 95% CI 1.02-1.26; p = 0.016 for events), 

CHA2DS2-VASc (1.55, 1.41-1.72, p < 0.001; 1.21, 1.12-1.30, p < 0.001; 1.17, 1.07-1.27, 

p < 0.001; respectively), and HAS-BLED (1.33, 1.17-1.52, p < 0.001; 1.23, 1.10-1.38, p 

< 0.001; 1.18, 1.05-1.34, p = 0.008; respectively) scores were independently associated 

with all outcome measures. 

CONCLUSIONS:  

In ischemic stroke or TIA patients with NVAF, all pre-admission risk scores were 

independently associated with death/disability at 2 years and 2-year mortality, as well as 

ischemic or hemorrhagic events within 2 years. 

 

 

3. Yoshimura S, Koga M, Sato S, Todo K, Yamagami H, Kumamoto M, Itabashi R, 

Terasaki T, Kimura K, Yagita Y, Shiokawa Y, Kamiyama K, Okuda S, Okada Y, 

Takizawa S, Hasegawa Y, Kameda T, Shibuya S, Nagakane Y, Ito Y, Matsuoka H, 

Takamatsu K, Nishiyama K, Fujita K, Kamimura T, Ando D, Ide T, Yoshimoto T, 

Shiozawa M, Matsubara S, Yamaguchi Y, Kinoshita N, Matsuki T, Takasugi J, 

Tokunaga K, Higashida K, Homma K, Kario K, Arihiro S, Toyoda K; SAMURAI 

Study Investigators. 

Two-year outcomes of anticoagulation for acute ischemic stroke with nonvalvular 

atrial fibrillation-SAMURAI-NVAF Study. 

Circ J. 2018 Jun 25; 82(7):1935-1942. (Epub 2018 Jun 1) 

Abstract 

BACKGROUND 

We determined the 2-year long-term risk-benefit profile in patients with stroke or 

transient ischemic attack (TIA) receiving warfarin or direct oral anticoagulants (DOACs) 

for nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) using a prospective, multicenter, observational 

registry in Japan.Methods and Results:NVAF patients within 7 days after onset of 

ischemic stroke/TIA were enrolled in 18 stroke centers. Outcome measures included 

ischemic and bleeding events and death in the 2-year follow-up period. We enrolled 

1,116 patients taking either warfarin (650 patients) or DOACs (466 patients) at acute 

hospital discharge. DOAC users were younger and had lower National Institutes of 

Health Stroke Scale, CHADS2and discharge modified Rankin Scale scores than warfarin 

users (P<0.0001 each). Incidences of stroke/systemic embolism (adjusted hazard ratio, 
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1.07; 95% CI, 0.66-1.72), all ischemic events (1.13; 0.72-1.75), and ischemic stroke/TIA 

(1.58; 0.95-2.62) were similar between groups. Risks of intracranial hemorrhage (0.32; 

0.09-0.97) and death (0.41; 0.26-0.63) were significantly lower for DOAC users. 

Infection was the leading cause of death, accounting for 40% of deaths among warfarin 

users. 

CONCLUSIONS: 

Stroke/TIA patients receiving DOACs for secondary prevention were younger and had 

lower stroke severity and risk indices than those receiving warfarin. Estimated 

cumulative incidences of stroke and systemic embolism within 2 years were similar 

between warfarin and DOACs users, but those of death and intracranial hemorrhage were 

significantly lower among DOAC users. 

 

 

4. Tokunaga K, Koga M, Itabashi R, Yamagami H, Todo K, Yoshimura S, Kimura K, 

Sato S, Terasaki T, Inoue M, Shiokawa Y, Takagi M, Kamiyama K, Tanaka K, 

Takizawa S, Shiozawa M, Okuda S, Okada Y, Kameda T, Nagakane Y, Hasegawa Y, 

Shibuya S, Ito Y, Matsuoka H, Takamatsu K, Nishiyama K, Kario K, Yagita Y, 

Fujita K, Ando D, Kumamoto M, Arihiro S, Toyoda K; SAMURAI Study 

Investigators. 

Prior anticoagulation and short- or long-term clinical outcomes in ischemic stroke 

or transient ischemic attack patients with nonvalvular atrial fibrillation. 

J Am Heart Assoc. 2019; 8(3): e010593. 

Abstract 

Background；  

We aimed to clarify associations between prior anticoagulation and short- or long-term 

clinical outcomes in ischemic stroke or transient ischemic attack patients with 

nonvalvular atrial fibrillation.  

Methods and Results  

A total of 1189 ischemic stroke or transient ischemic attack patients with nonvalvular 

atrial fibrillation who were hospitalized within 7 days after onset were analyzed. Of these, 

813 patients (68.4%) received no prior anticoagulation, 310 (26.1%) received prior 

warfarin treatment with an international normalized ratio (INR) <2 on admission, 28 

(2.4%) received prior warfarin treatment with an INR ≥2 on admission, and the 

remaining 38 (3.2%) received prior direct oral anticoagulant treatment. Prior warfarin 

treatment was associated with a lower risk of death or disability at 3 months compared 

with no prior anticoagulation (INR <2: adjusted odds ratio: 0.58; 95% CI, 0.42-0.81; 

P=0.001; INR ≥2: adjusted odds ratio: 0.40; 95% CI, 0.16-0.97; P=0.043) but was not 

associated with a lower risk of death or disability at 2 years. Prior warfarin treatment 

with an INR ≥2 on admission was associated with a higher risk of ischemic events within 

2 years compared with no prior anticoagulation (adjusted hazard ratio: 2.94; 95% CI, 

1.20-6.15; P=0.021).  

Conclusions  

Prior warfarin treatment was associated with a lower risk of death or disability at 3 

months but was not associated with a lower risk of death or disability at 2 years in 

ischemic stroke or transient ischemic attack patients with nonvalvular atrial fibrillation. 

Prior warfarin treatment with an INR ≥2 on admission was associated with a higher risk 

of ischemic events within 2 years.  

 

 

5. Hazeki D, Ninomiya Y, Ueno K, Yoshinaga M. 

Tentative screening criteria for short QT interval in children and adolescents. 
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Circ J. 2018; 82(10):2627-2633. (Epub 2018 Jul 26) 

Abstract 

BACKGROUND:  

While the prevalence of short QT syndrome (SQTS) in children and adolescents is low, 

early detection is important because SQTS can cause life-threatening arrhythmia. The 

aim of this study was to determine the tentative screening criteria for short QT interval in 

children and adolescents.  

Methods and Results:  

A total of 75,040 digitally stored electrocardiograms (ECG) of participants in a 

school-based ECG screening program were obtained between 2009 and 2013 in 

Kagoshima, Japan. ECG with a corrected QT interval (QTc) below the 10th percentile for 

each grade and sex were selected: 2,581 first graders (M/F, 1,296/1,285); 2,792 7th 

graders (M/F, 1,400/1,392); and 2018 10th graders (M/F, 979/1,039). Three consecutive 

QT/RR intervals were manually measured and corrected using Bazett's formula. The 

prevalence of SQTS was estimated at 1/30,000-1/10,000, which was set compared with 

the prevalence of long QT syndrome, then the screening points of the prevalence of short 

QT interval were assumed to be between 1/5,000 and 1/2,000 to exclude the possibility of 

false negative. We obtained the following tentative criteria based on frequency 

distribution charts: 325, 315 and 305 ms for male 1st, 7th and 10th graders, respectively; 

and 320 ms for female 1st, 7th, and 10th graders. 

CONCLUSIONS:  

For primary SQTS screening of children and adolescents, the QTc values for short QT 

interval should be adapted according to grade and sex. 

 

 

6. Saito A, Ohno S, Nuruki N, Nomura Y, Horie M, Yoshinaga M. 

Three cases of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia with 

prolonged QT intervals including two cases of compound mutations. 

J Arrhythm. 2018; 34(3): 291-293. (eCollection 2018 Jun) 

Abstract 

Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is one of the leading 

causes of sudden arrhythmic death in the young. The QT interval in CPVT patients is 

typically within the normal range. However, those with prolonged QT interval have often 

been diagnosed with mutation-negative long QT syndrome (LQTS). We report three 

CPVT patients with prolonged QT interval. Case 1 and 2 were diagnosed as LQTS at first. 

Genetic test using next-generation sequencing (NGS) revealed RyR2 mutations. We 

should consider genetic test using NGS to identify the genes responsible for CPVT in 

mutation-negative LQTS. 

 

 

7. Seki S, Yamashita E, Tanoue K, Nuruki N, Sonoda M, Ohno S, Ishibashi-Ueda H, 

Tanaka Y, Yoshinaga M. 

 Prediagnostic electrocardiographic and echocardiographic findings of biopsy-proven 

hypertrophic cardiomyopathy. 

J Arrhythm. 2018; 34(6): 643-646. (eCollection 2018 Dec) 

Abstract 

We present two cases of biopsy-proven hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Both cases 

showed abnormal electrocardiographic (ECG) findings more than 8 years before diagnosis. 

A 16-year-old healthy male experienced a rescued cardiac arrest. Another male adolescent 

showed abnormal Q wave and thickened ventricular wall at 15 years old. Retrospective 

analyses of ECGs performed at 6 years old indicated abnormal ECG findings. However, the 
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diagnosis was normal because no ventricular wall thickening was present in 

echocardiography. For early diagnosis of HCM to prevent sudden cardiac arrest or death, it 

is essential to establish ECG and echocardiographic criteria to screen HCM in the young. 

 

 

8. Yoshinaga M, Kucho Y, Ushinohama H, Ishikawa Y, Ohno S, Ogata H. 

Autonomic Function and QT Interval During Night-Time Sleep in Infant Long QT 

Syndrome. 

Circ J. 2018; 82(8): 2152-2159. (Epub 2018 Jun 27) 

 Abstract 

BACKGROUND:  

Sudden infant death syndrome mainly occurs during night-time sleep. Approximately 

10% of cases are thought to involve infants with long QT syndrome (LQTS). Autonomic 

function and QT interval in night-time sleep in early infancy in LQTS infants, however, 

remain controversial. 

Methods and Results: 

Holter electrocardiography was performed in 11 LQTS infants before medication in early 

infancy, and in 11 age-matched control infants. Control infants were re-evaluated in late 

infancy. The power spectral density was calculated and parasympathetic activity and 

sympathovagal balance were obtained. Electrocardiograms of a representative hour 

during night-time sleep, daytime sleep, and daytime activity, were chosen and QT/RR 

intervals were manually measured. LQTS infants had significantly lower 

parasympathetic activity and higher sympathovagal balance during night-time sleep than 

control infants in early infancy. These autonomic conditions in early infancy were 

significantly depressed compared with late infancy. Corrected QT interval (QTc) during 

night-time sleep (490±20 ms) was significantly longer than that in daytime sleep (477±21 

ms, P=0.04) or daytime activity (458±18 ms, P=0.003) in LQTS infants, and significantly 

longer than that during night-time sleep in controls. 

CONCLUSIONS:  

A combination of the longest QTc and autonomic imbalance during night-time sleep in 

early infancy may be responsible for development of life-threatening arrhythmia in 

LQTS infants. Critical cases should be included in future studies. 

 

 

9. Shimizu W, Makimoto H, Yamagata K, Kamakura T, Wada M, Miyamoto K, 

Inoue-Yamada Y, Okamura H, Ishibashi K, Noda T, Nagase S, Miyazaki A, 

Sakaguchi H, Shiraishi I, Makiyama T, Ohno S, Itoh H, Watanabe H, Hayashi K, 

Yamagishi M,Morita H, Yoshinaga M, Aizawa Y, Kusano K, Miyamoto Y, 

Kamakura S, Yasuda S, Ogawa H, Tanaka T, Sumitomo N, Hagiwara N, Fukuda K, 

Ogawa S, Aizawa Y,Makita N,Ohe T, Horie M, Aiba T. 

 Association of genetic and clinical aspects of congenital long QT syndrome with 

life-threatening arrhythmias in Japanese patients. 

JAMA Cardiol. 2019. [Epub ahead of print] 

Abstract 

Importance:  

Long QT syndrome (LQTS) is caused by several ion channel genes, yet risk of 

arrhythmic events is not determined solely by the responsible gene pathogenic variants. 

Female sex after adolescence is associated with a higher risk of arrhythmic events in 

individuals with congenital LQTS, but the association between sex and genotype-based 

risk of LQTS is still unclear. 

Objective:  
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To examine the association between sex and location of the LQTS-related pathogenic 

variant as it pertains to the risk of life-threatening arrhythmias. 

Design, Setting, and Participants:  

This retrospective observational study enrolled 1124 genotype-positive patients from 11 

Japanese institutions from March 1, 2006, to February 28, 2013. Patients had LQTS type 

1 (LQT1), type 2 (LQT2), and type 3 (LQT3) (616 probands and 508 family members), 

with KCNQ1 (n = 521), KCNH2 (n = 487) and SCN5A (n = 116) genes. Clinical 

characteristics such as age at the time of diagnosis, sex, family history, cardiac events, 

and several electrocardiographic measures were collected. Statistical analysis was 

conducted from January 18 to October 10, 2018. 

Main Outcomes and Measures:  

Sex difference in the genotype-specific risk of congenital LQTS. 

Results:  

Among the 1124 patients (663 females and 461 males; mean [SD] age, 20 [15] years) no 

sex difference was observed in risk for arrhythmic events among those younger than 15 

years; in contrast, female sex was associated with a higher risk for LQT1 and LQT2 

among those older than 15 years. In patients with LQT1, the pathogenic variant of the 

membrane-spanning site was associated with higher risk of arrhythmic events than was 

the pathogenic variant of the C-terminus of KCNQ1 (HR, 1.60; 95% CI, 1.19-2.17; 

P = .002), although this site-specific difference in the incidence of arrhythmic events was 

observed in female patients only. In patients with LQT2, those with S5-pore-S6 

pathogenic variants in KCNH2 had a higher risk of arrhythmic events than did those with 

others (HR, 1.88; 95% CI, 1.44-2.44; P < .001). This site-specific difference in incidence, 

however, was observed in both sexes. Regardless of the QTc interval, however, female 

sex itself was associated with a significantly higher risk of arrhythmic events in patients 

with LQT2 after puberty (106 of 192 [55.2%] vs 19 of 94 [20.2%]; P < .001). In patients 

with LQT3, pathogenic variants in the S5-pore-S6 segment of the Nav1.5 channel were 

associated with lethal arrhythmic events compared with others (HR, 4.2; 95% CI, 

2.09-8.36; P < .001), but no sex difference was seen. 

Conclusions and Relevance:  

In this retrospective analysis, pathogenic variants in the pore areas of the channels were 

associated with higher risk of arrhythmic events than were other variants in each 

genotype, while sex-associated differences were observed in patients with LQT1 and 

LQT2 but not in those with LQT3. The findings of this study suggest that risk for cardiac 

events in LQTS varies according to genotype, variant site, age, and sex. 

 

 

10. Sumitomo N, Baba R, Doi S, Higaki T, Horigome H, Ichida F, Ishikawa H, Iwamoto 

M, Izumida N, Kasamaki Y, Kuga K, Mitani Y, Musha H, Nakanishi T, Yoshinaga M, 

Abe K, Ayusawa M, Hokosaki T, Kato T, Kato Y, Ohta K, Sawada H, Ushinohama H, 

Yoshiba S, Atarashi H, Hirayama A, Horie M, Nagashima M, Niwa K, Ogawa S, 

Okumura K, Tsutsui H; Japanese Circulation Society and the Japanese Society of 

Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery of Joint Working. 

Guidelines for heart disease screening in schools (JCS 2016/JSPCCS 2016) - Digest 

Version.  

Circ J. 2018; 82(9): 2385-2444. (Epub 2018 Aug 11) 
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Clinical characteristics and outcomes of diffuse large B-cell lymphoma in 
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adolescents and young adults. 

Int J Hematol. 2018; 108(2): 161-166. (Epub 2018 Mar 31) 

Abstract 

Clinical information regarding non-Hodgkin lymphoma (NHL) in adolescents and young 

adults (AYA) is lacking. We retrospectively analyzed 1426 consecutively registered 

patients with newly diagnosed NHL. Of 798 DLBCL patients, 42 (5.3%) were identified 

as AYA (16-39 years). The characteristics of AYA DLBCL patients showed no significant 

differences compared to older adult DLBCL patients (age ≥ 40 years). Progression-free 

survival (PFS) and overall survival (OS) in AYA were similar to those in patients aged 

40-60 years. However, in older adult groups, PFS and OS were significantly different 

according to the age group (40-60, 61-79, and ≥ 80 years). In univariate analysis in AYA, 

performance status, clinical stage, International Prognostic Index (IPI), and age-adjusted 

IPI significantly affected both PFS and OS. In multivariate analysis, only clinical stage 

was identified as an independent predictor among AYA. In conclusion, disease 

characteristics and outcomes of DLBCL in AYA were nearly the same as those in older 

adults. 

 

 

12. Takase K, Kada A, Iwasaki H, Yoshida I, Sawamura M, Yoshio N, Yoshida S, Iida H, 

Otsuka M, Takafuta T, Ogata Y, Suehiro Y, Hirabayashi Y, Hishita T, Yoshida C, Ito 

T, Hidaka M, Tsutsumi I, Saito AM, Nagai H.  

High-dose dexamethasone therapy as the initial treatment for idiopathic 

thrombocytopenic purpura: protocol for a multicenter, open-label, single arm trial.  

Acta Med Okayama. 2018; 72(2): 197-201. 

Abstract 

Standard therapy for idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) has not been established. 

We are conducting a multicenter, prospective trial to determine the efficacy and safety of 

short-term, high-dose dexamethasone therapy in ITP patients aged 18-80 years with 

platelet counts of <20, 000 /μL, or with <50, 000/ μL and bleeding symptoms. The 

primary endpoints of this trial are the proportion of responses (complete plus partial 

response) on day 180 (day 46+180) after the completion of the 46-day high-dose 

dexamethasone therapy. The results of this investigation of the effectiveness and safety of 

this regimen will be essential for the establishment of standard therapy for ITP. 

 

 

13. Hanada S, Tsuruta T, Haraguchi K, Okamoto M, Sugiyama H, Koido S. 

Long-term survival of pancreatic cancer patients treated with multimodal therapy 

combined with WT1-targeted dendritic cell vaccines. 

Hum Vaccin Immunother. 2019; 15(2): 397-406. (Epub 2018 Oct 12) 

Abstract 

BACKGROUND/AIM:  

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) remains one of the most aggressive tumors with 

a dismally poor prognosis. Although surgical resection remains the only potentially 

curative treatment, most PDAs are not surgically resectable at diagnosis. Therefore, 

multimodal therapy is urgently needed to improve the long-term survival of PDA patients. 

METHODS:  

Six eligible PDA patients underwent multimodal therapy comprising dendritic cells (DCs) 

pulsed with Wilms' tumor 1 (WT1) peptide (DC/WT1-I) restricted by the human 

leukocyte antigen (HLA) class I (A*24:02 or A*02:06) allele, chemotherapy, radiation, 

and/or surgery. Patient laboratory data, DC/WT1-I-specific delayed-type hypersensitivity 

(DTH) reactions, and WT1-specific immune responses were analyzed to assess the 
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prognostic markers of multimodal therapy. 

RESULTS:  

Compared to 2-treatment type combinations, multimodal therapy involving 3 to 4 

treatment types was significantly associated with longer overall survival (p = 0.0177). 

Moreover, after 7 DC/WT1-I vaccinations, the progression-free survival (PFS) of PDA 

patients with a neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) or C-reactive protein (CRP) level 

less than the median was superior to that of PDA patients with values above the median 

(p = 0.0246). PDA patients with an overall survival (OS)>1000 days had significantly 

more lymphocytes after one DC/WT1-I vaccination course than did those with an 

OS<1000 days. 

CONCLUSION:  

Multimodal therapy involving the DC/WT1-I vaccination may benefit patients with 

advanced PDA. However, comparing the limited number of PDA patients in terms of 

survival is difficult because the patients were at different disease stages and received 

different treatments. Further studies are needed to evaluate the clinical benefits of this 

multimodal therapy. 

 

 

14. Ogiso K, Koriyama N, Obo T, Tokito A, Ueno T, Nishio Y. 

Performance of a 2-step insulin infusion protocol with adjustment of insulin doses 

for Asians in the medical intensive care unit following cardiothoracic surgery. 

Diabetol Int. 2018; 10(1): 12-23. (eCollection 2019 Jan) 

Abstract 

Background:  

Most previous insulin infusion protocols are titrated for Westerners and are not simple to 

follow. In this study, we tested the efficacy and safety of our simple insulin infusion 

protocol utilizing lower insulin doses for Asians. 

Methods:  

A total of 152 patients with type 2 diabetes undergoing cardiothoracic surgery were 

included. After surgery, blood glucose (BG) was initially managed according to our 

algorithm protocol, and subsequently by the post-algorithm protocol. Insulin infusion 

rates in the algorithm protocol were titrated in two steps according to (1) current BG 

levels and (2) the difference between current and previous BG levels. In the 

post-algorithm protocol, insulin lispro was injected subcutaneously in addition to 

intravenous insulin infusion according to BG levels. The efficacy was assessed as 

achievement rates of two target BG ranges (140-199 and 80-199 mg/dL), and safety was 

assessed as hypoglycemia (< 70 mg/dL) and protocol error rates. 

Results:  

With the use of the algorithm protocol, 58.7% of 1749 BG measurements achieved a 

range of 140-199 mg/dL, and 95.9% achieved levels within the 80-199 mg/dL range. 

Hypoglycemia and protocol error rates were 0.47 and 0.51%, respectively. With the 

post-algorithm protocol, 48.7 and 98.3% of 898 BG measurements achieved each target 

range. Hypoglycemia and protocol error rates were 0.78 and 0.22%, respectively. Severe 

hypoglycemia (< 40 mg/dL) was not observed. 

Conclusions:  

Our insulin infusion protocol seems to be efficacious, safe, and widely feasible for Asian 

patients because of its simplicity and lower insulin dose. 
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Predictive value of diminished serum PDGF-BB after curative resection of 

hepatocellular cancer. 

J Oncol. 2019; 1925315. (eCollection 2019) 

Abstract 

Purpose:  

Platelet derived growth factor-BB (PDGF-BB) has emerged as one of the key cytokines 

in malignant transformation of different cells. PDGF-BB also exhibits a potent mitogenic 

effect on liver cells; studies have advocated clinical implications of monitoring serum 

PDGF-BB (sPDGF-BB) in patients with liver disease. We thus investigated the predictive 

relevance of perioperative sPDGF-BB after curative resection of hepatocellular 

carcinoma (HCC). 

Methods:  

We evaluated perioperative sPDGF-BB in a prospective homogenous cohort of 40 

patients diagnosed with HCC. During the first two-year follow-up, patients were 

evaluated every three months for postresection HCC recurrence. 

Results:  

Patients who developed recurrence during two-year follow-up were found to have lower 

concentration of sPDGF-BB than those without recurrence in both pre- and postoperative 

settings (P < 0.05 and P < 0.001, resp.). We validated that the reduced postoperative 

sPDGF-BB (< 2133.29 pg/mL) was associated with an increased incidence of 

postresection HCC recurrence [area under curve (AUC) > 0.8, 95% confidence interval 

(CI) = 0.68 - 0.94, P < 0.001]; furthermore, we were able to demonstrate that 

postoperative sPDGF-BB was an independent predictor of HCC recurrence (hazard ratio 

= 5.64, 95% CI = 1.56 - 20.30, P < 0.01). 

Conclusions:  

These findings provide a new insight into an association between diminished 

perioperative sPDGF-BB and HCC recurrence. Patients with low perioperative 

sPDGF-BB progressed early HCC recurrence. Therefore, evaluating perioperative 

sPDGF-BB may provide useful clinical information to characterize patients with 

postresection HCC recurrence 

 

 

16. Aryal B, Komokata T, Yasumura H, Kamiimabeppu D, Inoue M, Yoshikawa K, 

Kaieda M, Imoto Y. 

Evaluation of THUNDERBEAT® in open liver resection- a single-center experience. 

BMC Surg. 2018; 18(1): 86. 

Abstract 

BACKGROUND:  

THUNDERBEAT® (TB) (Olympus Medical Systems Corp., Tokyo, Japan) is a dynamic 

energy system device that simultaneously delivers ultrasonically generated frictional heat 

energy and electrically generated bipolar energy. TB is being routinely used in various 

operative procedures, however, less is known about its utility in liver resection. We, herein, 

report our early experience of using TB in open liver resection particularly in patients with 

normal or near-normal liver parenchyma. 

METHODS:  

We retrospectively reviewed the clinical characteristics, and evaluated the perioperative 

outcome of twenty-eight patients who underwent liver resection with TB, and twenty-four 

patients who underwent liver resection with basic procedure in our institution. The 

resection type was stratified into: major hepatectomy; resection of 3 or more than 3 

Couinauds segments, and minor hepatectomy; resection of less than 3 Couinauds segments. 

RESULTS:  
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Liver resection time (mean ± SD) in TB group with major hepatectomy was significantly 

shorter: 16.7 ± 8.8 compared to 62.8 ± 39.4 min in basic procedure group (P < 0.0001). 

Accordingly, the liver resection time (mean ± SD) in TB group with minor hepatectomy 

was also significantly shorter, 8.3 ± 2.9 min compared to 45.2 ± 23.9 min in liver resection 

with basic procedure (P < 0.001). No significant difference was observed between the 

groups in terms of intraoperative blood transfusion ratio, postoperative complication and 

postoperative liver dysfunction. 

CONCLUSION:  

TB as a new energy device can offer a safe, reliable and substantially rapid liver resection 

particularly in patients with normal or near-normal liver parenchyma. 

 

 

17. Aryal B, Yamakuchi M, Shimizu T, Kadono J, Furoi A, Gejima K, Komokata T, 

Hashiguchi T, Imoto Y.  

Therapeutic implication of platelets in liver regeneration -hopes and hues. 

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018; 12(12): 1219-1228. (Epub 2018 Oct 11) 

Abstract 

Mounting evidence highlights platelet involvement in liver regeneration via interaction 

with liver cells, growth factors release, and signaling contributions. Existing research 

suggests a compelling biological rationale for utilizing platelet biology, with the goal of 

improving liver function and accelerating its regenerative potential. Despite its expanding 

application in several clinical areas, the contribution of the platelet and its therapeutic 

implementation in liver regeneration so far has not yet fulfilled the initial high 

expectations. Areas covered: This review scrutinizes the progress, current updates, and 

discusses how recent understanding - particularly in the clinical implications of 

platelet-based therapy - may enable strategies to introduce and harness the therapeutic 

potential of the platelet during liver regeneration. Expert commentary: Several clinical 

and translational studies have facilitated a platform for the development of platelet-based 

therapy to enhance liver regeneration. While some of these therapies are effective to 

augment liver regeneration, the others have had some detrimental outcomes. The existing 

evidence represents a challenge for future projects that are focused on directly 

incorporating platelet-based therapies to induce liver regeneration. 

 

 

18. Aryal B, Yamakuchi M, Shimizu T, Kadono J, Furoi A, Gejima K, Komokata T, 

Hashiguchi T, Imoto Y. 

Deciphering platelet kinetics in diagnostic and prognostic evaluation of 

hepatocellular carcinoma. 

Can J Gastroenterol Hepatol. 2018; 2018: 9142672. (eCollection 2018) 

Abstract 

Liver pathophysiology can, directly and indirectly, impose morphological or biochemical 

abnormalities of the platelets. Conversely, platelets are also able to regulate the 

promitogenic and profibrotic signals on liver pathobiology. Platelet contribution to the 

liver pathophysiology is typically facilitated by the platelet-derived growth factors that 

are sequestered in different subsets of alpha and dense granules, and the release of these 

growth factors is synchronized according to the stage and type of liver disease or injury. 

Thus, platelets harbor clinically relevant information with potential diagnostic and 

prognostic implications in liver diseases. Hepatocellular carcinoma (HCC) largely 

influences the platelet kinetics, and a growing body of evidence has recognized its 

association with HCC occurrence or prognosis. This narrative review summarizes the 

progress made on implicating platelet as a diagnostic and prognostic tool for HCC; the 
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review also dissects the contradictory results from earlier studies and reflects how 

combining platelet-based information may enable more reliable test for diagnostic and 

prognostic evaluation of HCC. 

 

 

19. Aryal B, Yoshikawa K, Komokata T, Yasumura H, Inoue M, Kaieda M, Imoto Y.  

An aggressive surgical approach to rare central biliary invasion of colon cancer. 

European Surgery. 2019; 51(1): 34-39. 

Abstract 

BACKGROUND: 

We aimed to correlate changes in routine blood count parameters to the occurrence of 

serious irAEs (grade 3/4 [G3/4] or lung/gastrointestinal [lung/GI] irAEs) in patients with 

melanoma who were treated with nivolumab. 

METHODS: 

We present a case of stage IV CRC with synchronous multiple liver metastases and 

central biliary invasion. We also conducted a literature search and reviewed the reports on 

central biliary metastasis of CRC treated by major hepatectomy combined with 

extrahepatic bile duct resection. 

RESULTS: 

The patient underwent colon resection, partial hepatectomy, and transileocecal portal 

embolization (TIPE) as the first procedure, which was followed by an extended right 

hepatectomy and extrahepatic bile duct resection. Adjuvant chemotherapy was introduced, 

and the patient was doing well with no recurrence at 17 months after the first procedure. 

CONCLUSIONS: 

A liberal radical and aggressive resection in a multimodal treatment strategy could offer a 

favorable outcome in patients with a rare central biliary manifestation of CRC. 

 

 

20. Nishio S, Aihara S, Shimokawa M, Fujishita A, Taniguchi S, Hachisuga T, Yanazume 

S, Kobayashi H, Murakami F, Numa F, Kotera K, Okura N, Toki N, Yokoyama M, 

Ushijima K.  

J Gynecol Oncol. 2018; 29(5): e77. (Epub 2018 May 15) 

Abstract 

OBJECTIVE:  

Palonosetron is effective for the management of acute and delayed chemotherapy-induced 

nausea and vomiting (CINV). While emetogenic carboplatin-based chemotherapy is 

widely used to treat gynecologic cancers, few studies have evaluated the antiemetic 

effectiveness of palonosetron in this setting. 

METHODS:  

A multicenter, single-arm, open-label phase II trial was conducted to evaluate the safety 

and effectiveness of palonosetron in controlling CINV in patients with gynecologic 

cancer. Chemotherapy-naïve patients received intravenous palonosetron (0.75 mg/body) 

and dexamethasone before the infusion of carboplatin-based chemotherapy on day 1. 

Dexamethasone was administered (orally or intravenously) on days 2-3. The incidence 

and severity of CINV were evaluated using the patient-completed Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer Antiemesis Tool and treatment diaries. The 

primary endpoint was the proportion of patients experiencing complete control (CC) of 

vomiting, with "no rescue antiemetic medication" and "no clinically significant nausea" 

or "only mild nausea" in the delayed phase (24-120 hours post-chemotherapy). Secondary 

endpoints were the proportion of patients with a complete response (CR: "no vomiting" 

and "no rescue antiemetic medication") in the acute (0-24 hours), delayed (24-120 hours), 
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and overall (0-120 hours) phases, and CC in the acute and overall phases. 

RESULTS:  

Efficacy was assessable in 77 of 80 patients recruited. In the acute and delayed phases, 

the CR rates the primary endpoint, were 71.4% and 59.7% and the CC rates, the 

secondary endpoint, were 97.4% and 96.1%, respectively. 

CONCLUSION:  

While palonosetron effectively controls acute CINV, additional antiemetic management is 

warranted in the delayed phase after carboplatin-based chemotherapy in gynecologic 

cancer patients (Trial registry at UMIN Clinical Trials Registry, UMIN000012806). 

 

 

21. Yanazume S, Karakida N, Higashi R, Fukuda M, Togami S, Kamio M, Ota S, 

Kobayashi H. 

Tumor bleeding requiring intervention and the correlation with anemia in uterine 

cervical cancer for definitive radiotherapy. 

Jpn J Clin Oncol. 2018; 48(10): 892-899.  

Abstract 

Background:  

The prognostic impact of tumor bleeding requiring intervention and the correlation with 

anemia on the survival outcome of cervical cancer radiotherapy is unclear. 

Methods:  

One hundred and ninety-six patients requiring hemostatic intervention between January 

2006 and March 2014 were retrospectively investigated. The correlation between anemia 

and bleeding during radiotherapy, the prognostic impact of genital bleeding during 

radiotherapy and the influence of blood transfusion were estimated. 

Results:  

None of the patients had incomplete or prolonged treatment exceeding 1 week due to 

bleeding. All tumor bleeding could be controlled by gauze packing, and no patients 

suffered from fatal genital bleeding. Bleeding significantly correlated with 

progression-free survival (P = 0.015) and overall survival (P = 0.048). Regarding the risk 

factors of anemia: age (P = 0.043), FIGO stage (P < 0.001), tumor diameter (P < 0.001), 

and bleeding (P = 0.002) were significant. Multivariate analysis revealed FIGO stage 

(Odds Ratio: 2.360; 95% CI = 1.202-4.633; P = 0.013), tumor diameter (Odds Ratio: 

2.089; 95% CI = 1.048-4.162; P = 0.036) and Bleeding (Odds Ratio: 2.226; 95% CI = 

1.052-4.709; P = 0.036) were independent to anemia. Anemia (Hazard Ratio = 1.894; 

95% CI = 1.082-3.318; P = 0.025) was only independently correlated with progression 

free survival, while bleeding (Hazard Ratio = 1.156; 95% CI = 0.556-2.406; P = 0.698) 

had no independent correlation. Blood transfusion did not improve progression-free 

survival in patients with anemia or genital bleeding (P = 0.742). 

Conclusion:  

We have proved that genital bleeding requiring intervention during cervical cancer 

radiotherapy is a negligible prognostic factor and is the independent factor for causing 

anemia. Easily bleeding tumors are potential prognostic markers, which are not 

effectively treated using existing radiotherapy. 

 

 

22. Yanazume S, Togami S, Fukuda M, Kawamura T, Kamio M, Ota S, Kobayashi H. 

New continuous barbed suture device with stratafix for the vaginal stump in 

laparoscopic hysterectomy. 

Gynecol Minim Invasive Ther. 2018; 7(4): 167-171. (Epub 2018 Sep 26) 

Abstract 
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Aims:  

Closure of the vaginal stump in total laparoscopic hysterectomy (TLH) performed by 

interrupted suture is time-consuming and requires sufficient experience. Stratafix (SF) is a 

new type of antibacterial monofilament absorbable suture which has multiple small 

anchors on the string surface. There is no information concerning the efficacy of SF for 

vaginal stump suture in minimally invasive hysterectomy. 

Materials and Methods:  

We retrospectively evaluated the operative complications and SF (n = 20) advantages for 

the vaginal stump in TLH and compared with a cohort of patients with conventional 

sutures (n = 20). The differences in performance based on operators' skill levels were also 

considered. 

Results:  

The time taken to close vaginal stump in the SF suture group was significantly lower than 

the conventional group (median times: 13.1 vs. 18.0 min, respectively; P = 0.038). 

Closure by a less experienced operator using SF suture was reduced by 7.2 min. The 

junior operator median vaginal suture time was only 2.6 min longer than the senior 

operator median time in SF suture group (P = 0.218), whereas an 8.4 min difference was 

recorded in the conventional suture group (P = 0.043). Total operation times did not 

significantly correlate with vaginal suturing techniques (median times: 126 vs. 145 min, 

respectively; P = 0.718). Complications regarding the vaginal stump closure techniques 

including organ injury, bleeding, wound separation, and pain did not occur in both 

groups. 

Conclusions:  

SF suturing facilitates the vaginal stump closure in TLH without increasing the 

complications. SF allowed vaginal stump approximation and reduced the operative 

burden, especially in less experienced operators. 

 

 

23. Ohguri T, Harima Y, Imada H, Sakurai H, Ohno T, Hiraki Y, Tuji K, Tanaka M, 

Terashima H. 

Relationships between thermal dose parameters and the efficacy of definitive 

chemoradiotherapy plus regional hyperthermia in the treatment of locally advanced 

cervical cancer: data from a multicentre randomised clinical trial. 

Int J Hyperthermia. 2018; 34(4): 461-468. (Epub 2017 Jul 19) 

Abstract 

PURPOSE:  

To evaluate the contribution of the thermal dose parameters during regional hyperthermia 

(HT) treatment to the clinical outcomes in patients with cervical carcinoma (CC) who 

received chemoradiotherapy (CRT) plus HT. 

MATERIALS AND METHODS:  

Data from a multicentre randomised clinical trial of concurrent CRT + HT vs. CRT alone 

were used to evaluate the efficacy and safety of this combination therapy in the CC 

patients. The intrarectal temperatures of patients undergoing HT were recorded. The 

complete thermal data of 47 (92%) of the 51 patients in the CRT + HT group were 

available for the thermal analysis. Thus, 47 patients who received CRT + HT were 

included in the present study. 

RESULTS:  

Among the patients who received CRT + HT, a higher CEM43T90 (≥1 min) value (a 

thermal dose parameter) was significantly associated with better local relapse-free 

survival in both univariate (p = 0.024) and multivariate (p = 0.0097) analyses. The 

disease-free survival of the patients with higher CEM43T90 (≥1 min) values tended to be 
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better in comparison to patients with lower CEM43T90 (<1 min) value (p = 0.071). A 

complete response tended to be associated with the CEM43T90 (p = 0.056). Disease-free 

survival, local relapse-free survival and complete response rate for patients with higher 

CEM43T90 (≥1) were significantly better than those for patients with CRT alone 

(p = 0.036, p = 0.036 and p = 0.048). 

CONCLUSIONS:  

Dose-effect relationships between thermal dose parameters and clinical outcomes were 

confirmed in the CC patients treated with a combination of CRT + HT. This study also 

confirmed that HT with lower CEM43T90 is insufficient to achieve a significant 

hyperthermic sensitisation to CRT. 

 

 

24. Fujimura T, Sato Y, Tanita K, Kambayashi Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yoshino K, 

Matsushita S, Funakoshi T, Hata H, Yamamoto Y, Uchi H, Nonomura Y, Tanaka R, 

Aoki M, Imafuku K, Okuhira H, Wada N, Irie H, Hidaka T, Hashimoto A, Aiba S. 

Serum level of soluble CD163 may be a predictive marker of the effectiveness of 

nivolumab in patients with advanced cutaneous melanoma. 

Front Oncol. 2018; 8: 530. (eCollection 2018) 

Abstract 

Antibodies against programmed cell death protein 1, such as nivolumab and 

pembrolizumab, are widely used for treating various cancers, including advanced 

melanoma. Nivolumab significantly prolongs survival in patients with metastatic 

melanoma, and sequential administration with lipilimumab may improve outcomes when 

switched at the appropriate time. Biomarkers are therefore needed to evaluate nivolumab 

efficacy soon after first administration. This study analyzed serum levels of soluble 

cluster of differentiation 163 (sCD163) in 59 cases of advanced cutaneous melanoma and 

16 cases of advanced mucosal melanoma treated using nivolumab. Serum levels of 

sCD163 were significantly increased after 6 weeks in responders compared to 

non-responders after initial administration of nivolumab for cutaneous melanoma. In 

contrast, no significant difference between responders and non-responders was seen 

among patients with non-cutaneous melanoma. These results suggest that sCD163 may be 

useful as a biomarker for selecting patients with advanced cutaneous melanoma most 

likely to benefit from anti-melanoma immunotherapy. 

 

 

25. Hirai I, Tanese K, Nakamura Y, Otsuka A, Fujisawa Y, Yamamoto Y, Hata H, 

Fujimura T, Matsushita S, Yoshino K, Kameyama K, Amagai M, Funakoshi T. 

Assessment of the methods used to detect HER2-positive advanced extramammary 

Paget's disease. 

Med Oncol. 2018; 35(6): 92. 

 Abstract 

The human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is recognized as an oncogene as 

well as a therapeutic target in various cancers. Certain patients with advanced 

extramammary Paget's disease (EMPD) have also been reported to express HER2, which 

is therefore considered a therapeutic target for EMPD. However, an accurate 

methodology to determine HER2-positive EMPD has not been established. To assess the 

optimal methods for detection of HER2-positive EMPD, 73 EMPD samples were 

analyzed by immunohistochemical (IHC) staining, fluorescence in situ hybridization 

(FISH), and the HER2 testing algorithm for breast cancer of the American Society of 

Clinical Oncology/College of American Pathologists, which combined the results of IHC 

staining and FISH. The results showed discordance in the rate of positive IHC staining 
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and FISH results. While 68.6% (24/35) of the metastatic samples showed equivocal or 

positive IHC staining, only 37.1% (13/35) were positive by FISH. To assess the accuracy 

of these methods, the degree of HER2 expression detected by each method was correlated 

with the staining profiles of activated downstream signaling pathways involving 

phosphorylated p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) (p-ERK1/2) and phosphorylated AKT 

(Ser473) (p-AKT). Among 16 lymph node metastasis samples, all HER2-positive samples 

as determined by the testing algorithm stained positively for both p-ERK1/2 and p-AKT. 

On the other hand, 10-14.3% of the samples determined by FISH or IHC showed negative 

staining for p-ERK1/2 and p-AKT. The results showed that combining the results of IHC 

and FISH according to the HER2 testing algorithm is a useful method for accurately 

evaluating HER2-positive EMPD. 

 

 

26. Ishida Y, Nakashima C, Kojima H, Tanaka H, Fujimura T, Matsushita S, Yamamoto 

Y, Yoshino K, Fujisawa Y, Otsuka A, Kabashima K. 

Killer immunoglobulin-like receptor genotype did not correlate with response to 

anti-PD-1 antibody treatment in a Japanese cohort. 

 Sci Rep. 2018; 8(1): 15962. 

 Abstract 

Immune checkpoint blockade (ICB) induces a remarkable response in patients with 

certain cancers. However, the response rate is not yet satisfactory. Biomarkers that help 

physicians identify patients who would benefit from ICB need to be developed. Killer 

immunoglobulin-like receptors (KIRs) are a class of receptors that are mainly expressed 

by natural killer cells. KIR genotypes have been shown to influence the outcomes of 

patients with neuroblastoma and hematopoietic malignancies. KIRs may thus influence 

the clinical outcomes of melanoma patients receiving nivolumab. We aimed to identify 

the KIR genotype, or KIR/KIR-ligand combinations, which influence the outcomes of 

melanoma patients receiving nivolumab. We genotyped 112 melanoma patients who were 

treated with nivolumab for KIR and human leukocyte antigen. The clinical records of the 

patients were analyzed to determine if they showed a response to nivolumab, and whether 

or not they experienced adverse events. Our analysis showed that no KIR gene was 

associated with a response to nivolumab. The KIR/KIR-ligand combination did not 

correlate with a response to nivolumab. KIR genes were not predictive of experiencing 

adverse events of grade 2 or greater. We conclude that the KIR genotype or 

KIR/KIR-ligand genotype do not show predictive value in melanoma patients receiving 

nivolumab. 
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PLoS One. 2019; 14(1): e0211135. (eCollection 2019) 

Abstract 

Cancer immunotherapy has highlighted the clinical relevance of enhancing anti-tumor 

response of CD8+ T cells in several cancer types. Little is known, however, about the 

involvement of the immune system in extramammary Paget's disease (EMPD). We 

examined the cytotoxicity and the effector functions of CD8+ T cells using paired 

samples of peripheral blood and tumors by flow cytometry. Expression levels of perforin, 

granzyme B, IFN-g, TNF-a, and IL-2 in CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) 

were significantly lower than those in CD8+ T cells of peripheral blood. Significantly 
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higher expression of PD-1 was found in CD8+TILs than in CD8+ T cells of peripheral 

blood. A high number of CD8+ cells was significantly associated with poor overall 

survival (OS) adjusted with age, sex, and clinical stage (hazard ratio [HR] = 5.03, P = 

0.045, 95% confidence interval [CI] 1.03-24.4). On the other hand, the number of PD-1+ 

cells was not associated with OS or disease-free survival (DFS). Moreover, we found that 

tumor cells produced immunosuppressive molecule indoleamine 2,3-dyoxygenae (IDO). 

In conclusion, CD8+ TILs displayed an exhausted phenotype in EMPD. IDO expression 

seemed more relevant in inducing CD8 exhaustion than PD-1 upregulation or PD-L1 

expression by immune cells. Restoring the effector functions of CD8+ TILs could be an 

effective treatment strategy for advanced EMPD. 
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Aoki M, Matsushita S. 

Baseline neutrophil to lymphocyte ratio combined with serum lactate dehydrogenase 

level associated with outcome of nivolumab immunotherapy in a Japanese advanced 

melanoma population. 
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30. Komori T, Cho M, Inoue A, Aoki M, Matsushita S.  
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carcinoma. 
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31. Hayashi T, Shimokawa M, Matsuo K, Miyoshi T, Toriyama Y, Yokota C, Taniguchi J, 
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Risk factors for delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting with low 
-emetic-risk chemotherapy: a prospective, observational, multicenter study. 

Cancer Manag Res. 2018; 10: 4249-4255. (eCollection 2018) 

Abstract 

Purpose:  

Improvement in the control of delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting 

(CINV) is needed. There is limited information on antiemetic prophylaxis for patients 

undergoing low-emetic-risk chemotherapy (LEC), and the optimal antiemetic treatment is 

not well understood. Therefore, we analyzed the risk factors for delayed CINV to aid in 

the development of individualized treatments. 

Patients and methods:  

This prospective multicenter study was conducted in 13 hospitals and included patients 

with solid cancers undergoing LEC. A total of 222 patients were enrolled between 

September 2013 and November 2014. The participants completed a daily diary for 5 days 

after the commencement of the first cycle of LEC to describe the daily incidence of CINV 

(yes/no). Furthermore, the participants described the severity of nausea and the amount of 
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food intake with the help of VAS. 

Results:  

Two hundred and ten patients provided their data that were analyzed using multivariate 

logistic regression to examine the risk factors for delayed CINV. History of CINV, 

Eastern Cooperative Oncology Group performance status score ≥1, acute CINV, and 

single-day antiemetic prophylaxis were identified as independent risk factors for delayed 

CINV. 

Conclusion:  

The current use of antiemetic prophylaxis according to the recommended guideline 

appears to effectively control delayed CINV in patients undergoing LEC. Therefore, 

patients with the abovementioned risk factors should be carefully observed, and their 

treatment should be adjusted according to their symptoms. The use of multiple-day 

dexamethasone may be beneficial for those patients who develop acute CINV, especially 

when it is accompanied by anorexia. 

 

 

※ 原著論文については、平成 30 年度中に Epub（online で公開）された論文も含む。 

また、実際に印刷された年度に再度掲載する。 
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を示した（p=0.010）。自己効力感の上昇は、血糖コントロールの改善に繋がり、SESD 及

び ESESD を用いた自己効力感測定は、セルフケア支援のための有意義な情報であ

る。 
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要旨 

心臓弁膜症疾患で全身麻酔下手術を施行し、周術期口腔機能管理を実施した 103 名

(男性 61 名、女性 42 名、21～88 歳)を対象とした。周術期口腔機能管理介入率は、症

例全体の56.9%であった。歯科疾患は、辺縁性歯周炎が89例でもっとも多く、ついで義

歯不適合が 34 例、根尖性歯周炎が 32 例、齲蝕が 16 例であった。残存歯数は平均

15.5本で、残存歯数 21～25本が 27例でもっとも多かった。無歯顎症例は 13例であっ
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た。歯周ポケット 4mm 以上の歯の数は平均 3.7 本、根管充填歯数の平均は 4.0 本、根

尖病巣歯数は平均で 0.5 本、歯冠補綴歯所有本数の平均は 6.4 本、残根歯数では平

均が 0.6本であった。歯科処置の内訳は、歯石除去などの辺縁性歯周病の初期治療が

もっとも多く 89 例で、ついで抜歯が 41 例、義歯調整が 34 例、齲蝕処置が 8 例であっ

た。辺縁性歯周炎治療や根尖性歯周炎歯の抜歯、歯根嚢胞の嚢胞摘出、義歯不適合

に対する義歯調整や義歯修理は、ほぼ 100%で治療完遂した。術後の 37.5℃以上 3日

以上の発熱ありが 22例で、3例に肺炎の発症を認めた。術後在院日数が 31日以上の

患者では根管充填歯、歯冠補綴歯が有意に多かった。 
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形成外科 2018; 61(11）: 1408−1420 
要旨 

基底細胞癌 (basal cell carcinoma : 以下 BCC) は皮膚悪性腫瘍のなかで最も多い腫

瘍で、治療の第一選択は外科的切除である。 BCC 切除後の再発に対するリスク因子

は、高リスク部位 (頬・前額以外の顔、外陰、手足) で長径 6mm 以上、中リスク部位 

(頬、前額、頭部、頸部、前脛骨部) で 10mm 以上、低リスク部位 (体幹、四肢) で

20mm 以上、境界不明瞭、再発歴、免疫抑制状態、局所放射線治療歴、神経周囲浸

潤、浸潤傾向の強い組織型 (斑状強皮症型、浸潤型、微小結節型) などが知られてい

る。BCC 再発を予防するため、日本形成外科学会ガイドラインでは、低リスク群以外の

BCCにおいて術中迅速検査や二階治療をグレード Bで推奨している。ただし、BCCが

高齢者に多いことから、術中迅速検査に伴う手術時間の延長や、二段階治療で待機期

間が長くなることに伴う患者の社会的・心理的負担へも配慮しなければならない。 
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心原性脳塞栓症の早期鑑別における心電図検査の有用性 

医学検査 2018; 67(5): 668-674 

【要旨】 

背景―脳梗塞はアテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症

（cardioembolic stroke; CES）に大別される。中でも CESは最も重症であり、治療方法も

異なるため早期の診断が重要である。CESの早期鑑別に心電図検査での心房細動の

検出が有用であるが、搬入時の心電図検査で洞調律の患者もいる。本研究は搬入時

の心電図検査で洞調律だった患者を対象にCESとその他の脳梗塞の早期鑑別が可能

かを検討した。 

方法―2014年 4月から 2015年 3月に搬入時の心電図検査で洞調律だった脳梗塞患

者を対象とした。脳梗塞の病型はCES と non-CES（アテローム血栓性脳梗塞とラクナ梗

塞）に分けて検討した。心電図は搬入時のものを使用し、検討項目は自動計測値を用

いた。 

結果―対象患者は 125 名で女性 49名、男性 76名、平均年齢は 75.6歳だった。病型

別では CES が 42名、non-CES が 83名だった。搬入時の心電図検査と血液検査にお

いて、2群間に有意差を認めた項目は P duration（128.0 vs 114.0 ms, p = 0.001）、QTc 

interval（438.0 vs 429.0 ms, p = 0.017）、V1P positive potential（60.0 vs 40.0 μV, p = 

0.006）、BNP（182.0 vs 27.2 pg/mL, p < 0.001）、D-dimer（1.59 vs 0.65μg/mL, p = 0.001）

だった。多変量解析の結果、P duration、V1P positive potential、BNP は CES を鑑別
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する独立した指標となった。ROC曲線解析で算出した cutoff値をもとに、心電図検査の

指標と BNPが cutoff値以上であった場合 CESの陽性的中率は 95.0%、心電図検査の

指標と BNPが cutoff 未満であった場合の陰性的中率は 93.2%と高い鑑別精度となっ

た。 

結論―脳梗塞患者において心電図検査と BNPの組み合わせは、CESの早期鑑別に

有用であることが示唆された。 
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第 53回日臨床検査技師九州支部医学検査学会、別府、2018年 10月 6日 

 

74. 広瀬亮介、波野真伍、窪田美和、森千奈美、船瀬将一、本山眞弥 

混合式自己免疫性溶結性貧血を伴う Evans 症候群の 1症例 

第 27回国立病院臨床検査技師協会九州学会、大分、2018年 7月 7日 

 

75. 城戸隆宏、時吉恵美、原田美里、梅橋功征、富園正朋、野崎加代子、本山眞弥 

重症大動脈弁狭窄症におけるストレイン T 波と心機能の関連 

第 15回鹿児島県医学検査学会、薩摩川内、2019年 2月 23日 

 

76. 森千奈美、船瀬将一、本山真弥、城ヶ崎泰代 

当院における TAVIの輸血準備量の検討 

第 15回鹿児島県医学検査学会、薩摩川内、2019年 2月 23日 

 

77. 波野真伍、広瀬亮介 

慢性骨髄性白血病に対する同種造血幹細胞移植後にドナー由来急性骨髄性白血病

を発症した一例 

第 19回日本検査血液学会学術集会、大宮、2018年 7月 22日 

 

78. 時吉恵美、橋本剛志、梅橋功征、富園正明、宮崎いずみ、山本理絵、岡村優樹、  

原田美里、本山眞弥 

総頸動脈の拡張期血流速度による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価 

第 27回国臨協九州支部学会、大分、2018年 7月 7日 

 

79. 岡村優樹、富園正朋、宮崎いずみ、山本理絵、時吉恵美、梅橋功征、本山眞弥 

TAVIにて右室穿孔を生じ術後急性心不全を呈した一症例 

平成 30年度 日臨技九州支部医学検査学会、別府、2018年 10月 6日～7日 
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80. 前嶋正徳、室屋英人、北口貴教、本村 登 

Adamkiewicz動脈同定における経動脈性 CTAの有用性 

第 72回国立病院総合医学会、神戸市、2018 年 11月 10日 

 

81. 室屋英人 

IVRにおけるチーム医療推進 

平成 30年度九州国立病院診療放射線技師総会並びに学術大会、鹿児島、2018年

10月 13日 

 

82. 北口貴教  

病院経営における放射線部門での取り組み 

第 72回国立病院総合医学会、神戸市、2018年 11月 10日 

 

83. 宮之下誠 

TAVIにおける臨床工学技士の必要性 

第 25回鹿児島県臨床工学会、鹿児島、2018 年 9月 29日 

 

84. 倉見谷耕太 

CTOに対して PCIを行い冠動脈内異物除去開心術に移行した１例 

第 25回鹿児島県臨床工学会、鹿児島、2018 年 9月 29日 

 

85. 下村航己 

当院における TAVI業務における CEの役割～導入、現状、今後の課題～ 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

86. 尾上諒介、木村英志、藤崎友里、田中成和、藤井美香、陣内重郎、吉見通洋 

社会参加への意思決定の援助をし自宅に向けた介入を行った終末期、病勢未告知

の特発性肺線維症の一例 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

87. 吉田有希、井上世雅、髙城佳奈子、花田道代 

新たな食欲不振食への取り組み～たんぽぽ食軟菜バージョン～ 

第 15回九州国立病院管理栄養士協議会栄養管理学会、福岡、2018年 9月 1日 

 

88. 戸島庸祐、野末佳穂、上原真知子 

心臓カテーテル後の TRバンド（Trans Radial Band）圧迫解除時のシース抜去部の出

血の要因分析に関する研究 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

89. 大塚瑞紀、上園美聖、野﨑 恵、米森初枝 

婦人科がんで術後化学療法を行う患者が抱く継時的な気持ちの特徴～化学療法初

回から終了まで～ 

第 49回日本看護学会慢性期看護、静岡、2018年 9月 28日 

 

90. 井手智子、竹迫智子、宮下史生、谷合洋造、平嶺敬人、重畠裕也、脇田政之、松岡秀樹 

急性期脳梗塞に対する血栓回収療法のたの時間短縮への取り組み 

第 34回日本脳神経血管内治療学会学術集会、仙台、2018年 11月 22日 
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91. 井手智子、久保綾香、上別府恵子、竹迫智子、松岡秀樹 

脳卒中市民公開講座の今後の展望 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 9日 

 

92. 東 未由紀、池田恵子、森田深優希、竹元紗由里、黒木一美、恒吉美穂、巻木真理、

久保綾香、竹迫智子、谷口 歩 

水頭症シャント術パスの分析～早期退院に向けたパスの改定～ 

第 17回九州・山口連合大会 日本医療マネジメント学会、長崎、2018年 12月 8日 

 

93. 木之瀬晴香、平山侑佳 

急性期病棟における認知症高齢者日常自立度判定Ⅰ・Ⅱの患者に対する早期介入

の有効性の評価～生活リズムケア介入シートを用いて 

日本早期認知症学会、島根、2018年 10 月 6日 

 

94. 西明日香、岩本安以里、丸目芳美、福元京子 

心不全患者の退院後の生活実態調査～コントロール良好な患者・家族の事例より～ 

第 22回日本心不全学会学術集会、東京、2018年 10月 12日 

 

95. 川嵜順子 

看護師新人研修における研修導入の効果～研修後アンケートによる検討～ 

第 15回日本口腔ケア学会学術集会、福岡、2018年 4月 29日 

 

96. 藤崎佑貴子、尾辻真由美、赤尾綾子、向江美雪、久徳博子、時任紀明、久保 智、前

田聡子、郡山暢之 

混合病棟における糖尿病療養指導カードシステム導入の意義 

第 56回日本糖尿病九州地方会、福岡、2018 年 10月 12日  

 

97. 相場里緒、堀切風花、藤﨑佑貴子、尾辻真由美、今村明子、久徳博子、時任紀明、

久保 智、前田聡子、郡山暢之 

糖尿病患者のコミュニケーションスタイルとセルフケア行動との関係性について 

第 56回日本糖尿病学会九州地方会、福岡、2018年 10月 12日 

 

98. 堅山仁美、前田 栞、田山麻衣、川畑博美、池田智子  

頭頚部がん患者に関わる看護師のやりがい 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

99. 簗淵恵理、西 綾華、植木園佳代、齋藤尚子 

耳下腺腫瘍摘出パスの分析と分岐パスの検討 

第 19回日本クリニカルパス学会学術集会、函館、2018年 10月 12 日 

 

100. 鶴森由華、塩川沙織、脇田由紀子、川畑博美  

A病院での看取りの看護への取り組み 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

101. 東 恵理佳、堂ノ脇美幸、栗田奈津子、徳永志保 

外来で初回化学療法を行う患者のプロセス 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 
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102. 海老原智恵 

医療関連機器圧迫損傷発生に対する予防ケアの検討～看護師の対応調査で分かっ

たこと～ 

第 72回国立病院総合医学会、神戸、2018年 11月 10日 

 

103. 新保瑠未、園田喜子 

経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）の術中パス新規作成 

日本医療マネージメント学会第 17回九州・山口連合大会、長崎、2018年 12月 8日 

 

104. 大迫朋子、緒方義史、松崎 勉 

結果確認漏れ防止に向けたレポート開封通知システム導入の試み 

第 38回医療情報学連合大会（第 19回日本情報学会学術大会）、福岡、2018年 11

月 22～25日 

 

105. 上脇美代子 

カテ室看護～カテ室に関係する薬剤～ 

第 27回日本心血管インターベーション治療学会九州・沖縄地方会、北九州、2018年

9月 15日 

 

106. 西元智子、石原史絵、本松美和子 

看護過程の展開実習における看護実践に向けての実習準備演習の効果と課題 

第 28回日本看護学教育学会学術集会、横浜、2018年 8月 28日 

 

107. 本松美和子 

訪問看護実習での看護師のモデリングによる学びの構築  

第 28回日本看護学教育学会学術集会、横浜、2018年 8月 29日 

 

108. 石原史絵、谷川仁美、今田南生人、山田 巧 

学生が認識する効果的なカンファレンス 

第 16回国立病院看護研究学会学術集会、広島、2018年 12月 8日 

 

109. 西園里美、星野睦美、平川真紀、山田 巧 

学生が認識する効果的なカンファレンスを成立させるための要件 

第 16回国立病院看護研究学会学術集会、広島、2018年 12月 8日 

 

110. 石川志保 

看護師の中堅期までの看護実践能力獲得に関わる体験の検討 

第 38回日本看護科学学会、松山、2018 年 12月 15日 

 

 

②  筆頭演者が鹿児島医療センターの職員以外 

1. Ohno S, Sonoda K, Ichikawa M, Yoshinaga M, Horie M.  

Detection of Copy Number Variations by Next Generation Sequencer, a Missing Genetic 

Defect.  

The 82nd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Osaka, 

2018.3.24 
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2. 野村裕一、吉永正夫、関 俊二、櫨木大輔、上野健太郎、田中裕治、益田君教、西畠 信 

Prognosis of Patients with Ventricular Premature Contraction Diagnosed in the 

School-Based Cardiovascular Screening.  

The 82nd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society, Osaka, 

2018.3.24 

 

3. 塩川直宏、吉永正夫 

Holter 心電図で睡眠中の著明な QT 延長を認めた 12歳女児  

第 23回小児心電学会学術集会、奈良、平成 30年 11月 30日 

 

4. 松崎尚寛、吉福孝介、西元謙吾、松崎 勉、黒野祐一 

菊池病の 2例 

日本耳鼻咽喉科学会第 33回九州連合地方部会、別府、2018年 7月 15日 

 

5. 北島信一、野元三治 

鼻腔内に発生した非定型抗酸菌による炎症性偽腫瘍の一例 

平成 30年第 107回日本病理学会総会、札幌、2018年 6月 21日 

 

6. 新屋俊明、西 恭宏、中村康典、村上 格、原田佳枝、鎌下祐次、西村正宏  

舌苔付着の主観評価と舌背細菌数の関係  

平成 30年度第 29回一般社団法人日本老年歯科医学会総会・学術大会、東京、2018

年 6月 23日 

 

7. 柚木寿理、中囿賢太、東翔太朗、上栗裕平、成昌奐、野村綾子、手塚征宏、鈴木 甫、

岐部俊郎、石田喬之、中村康典、大河内孝子、石畑清秀、野添悦郎、中村典史  

下顎枝矢状分割術術後のオトガイ部知覚異常発症に関連する因子の解析  

平成 30年度第 23回口腔顔面神経機能学会学術大会、長野県塩尻市、2019年 3月 9

日 

 

 

 

その他・研究会 

1. 平峯聖久 

当院における TAVIの現状 

第 4回 After-H10 心不全セミナー、鹿児島、2018年 6月 7日 

 

2. 東 健作 

当科における VIABAHN 使用経験 

Evening of Clinical Discussion、鹿児島、2018年 6月 28日 

 

3. 薗田正浩、馬場善政、石川裕輔、平峯聖久、東 健作、田中秀樹、塗木徳人、野元三治、

中島 均、田中康博 

スワンガンツカテーテル操作時の肺動脈損傷の一例 

第 323回日本内科学会九州地方会、鹿児島、2018年 11月 18日 
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4. 宮下史生 

事前アンケートの結果報告 

第 4回 Cerebrovascular Neurologist 研究会、福岡、2018年 4月 21日 

 

5. 宮下史生 

発症 24時間以上経過して血栓回収療法を施行した１例 

Discussion Meeting on Trevo Technical Tips in Fukuoka(DM3T)、福岡、2018年 6月 23

日 

 

6. 宮下史生 

発症 24時間以上経過して血栓回収療法を施行した１例 

第 11回南九州脳神経血管内治療研究会、鹿児島、2019年 3月 8日 

 

7. 夛田宣裕、野田和雅、今村一歩、川原大輔、平原正隆、渡海大隆、南 恵樹、井上啓

爾、鬼塚伸也、原口正史、吉川弘太、海江田衛、菰方輝夫 

Tokyo Guide13 における中等症急性 胆嚢炎症例の検討と今後 

平成 30年度鹿児島市外科医会春季例会、鹿児島、2018年 4月 12日 

 

8. 水田善之、夛田宣裕、吉川弘太、本髙浩徐、海江田衛、菰方輝夫、川津祥和、金城玉洋 

下大静脈原発平滑筋肉腫の一例 

第 76回鹿児島県臨床外科学会総会・医学会、第 62回日本臨床外科学会地方会、鹿

児島、2018年 8月 18日 

 

9. 松下茂人 

鹿児島医療センターでの irAEマネジメント 

Melanoma IO in Minami Kyushu、鹿児島、2018年 4月 21日 

 

10. 青木恵美、松下茂人、井上明葉、小森崇矢 

エリブリンを投与した血管肉腫の 3例 

鹿児島希少がん・肉腫カンファレンス、鹿児島、2018年 5月 16日 

 

11. 青木恵美 

乳児血管腫の最近の治療～後遺症を減らすために～ 

鹿児島市小児科医会、鹿児島、2018年 10月 24日 

 

12. 青木恵美、松下茂人、井上明葉、小森崇矢 

生検から診断に至った皮膚非結核抗酸菌症の 2例 

鹿児島創傷研究会、鹿児島、2018年 11月 27日 

 

13. 小森崇矢、松下茂人 

当院での ipi/nivo 併用療法の経験から生じたクリニカルクエスチョン 

皮膚悪性腫瘍セミナー、東京、2018年 12月 23日 

 

14. 谷本憲哉 

Ｃetuximab 投与による低Mg血症発現状況と PPI併用による影響の検討 

宮崎鹿児島地区研究会、鹿児島、2018年 10月 6日 
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15. 宮崎いずみ 

心不全発症によって認めた大動脈～下大静脈瘻 

鹿児島県超音波研究会、鹿児島、2018年 8月 29日 

 

16. 野崎加代子 

Fontan術後の肝疾患 

第 283回鹿児島超音波医学研究会、鹿児島、2018年 5月 29日 

 

17. 野崎加代子 

原発悪性肝疾患で稀な 2症例 

第 292回鹿児島超音波医学研究会、鹿児島、2019年 2月 28日 

 
18. 吉野 歩 

卵巣細胞診の見方 

鹿児島県臨床細胞学会細胞検査士養成研修会、鹿児島、2018年 8月 30日 

 

19. 吉野 歩、富田大介、三宅奏子 

サーベイ出題・解説 

鹿児島県臨床検査技師会第 5回病理細胞診部門研修会、鹿児島、2019年 3月 2日 

 

20. 富園正朋 

肺動脈弁に認めた感染性心内膜炎の 1症例 

鹿児島超音波医学研究会、鹿児島、2018 年 6月 27日 

 

21. 富園正朋 

超音波技師による循環器評価 

第 32回九州免疫血清研究会、鹿児島、2018 年 12月 15日 

 

22. 富園正朋 

診断に難渋した右室梗塞の 1症例 

鹿児島超音波医学研究会、鹿児島、2019 年 1月 30日 

 

23. 山本将義 

研究のすすめ方と論文の書き方 

平成 30年度第 2回病理・細胞診検査部門研修会、鹿児島、2018年 6月 30日 

 

24. 山本将義 

研究のすゝめ 

平成 30年度鹿児島宮崎研修会、鹿児島、2018年 10月 20日 

 

25. 梅橋功征 

転勤から得られたもの 

平成 30年度国立病院新人研修会、福岡、2018年 4月 21日 
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26. 梅橋功征 

医学博士号を取得して 

平成 30年度鹿児島宮崎研修会、鹿児島、2018年 10月 20日 

 

27. 梅橋功征 

脳梗塞と D-dimer 

第 3回南九州凝固セミナー、沖縄、2018年 11月 17日 

 

28. 前嶋正徳 

当院での DECT の運用について 

第 43回鹿児島 CT 研究会、鹿児島、2018年 8月 22日 

 

29. 前嶋正徳、室屋英人、北口貴教、本村 登 

当院における Adamkiewicz動脈の描出能の経静脈性 CTA と経動脈性 CTAの比較 

第 66回南九州地区研修会、指宿、2018年 9月 1日 

 

30. 石原健三、前嶋正徳、室屋英人、北口貴教、本村 登 

アブレーション術前心臓造影 CT検査における知的造影材料の検討 

第 66回南九州地区研修会、指宿、2018年 9月 1日 

 

31. 室屋英人 

心臓 CT のワークフロー 

第 7回九州 3D メディカルイメージング研究会、福岡、2018年 9月 15日 

 

32. 室屋英人 

当院における手術支援のための画像処理 

第 45回鹿児島 CT 研究会、鹿児島、2019年 2月 20日 

 

33. 宮之下誠 

当院における OJT の現状 

第 25回日本体外循環技術医学会九州地方会秋季セミナー、久留米、2018年 11日 24

日 
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【Ⅵ】 学術講演 
 

1. 片岡哲郎 

胸痛を訴えたら：急性肺塞栓症 

第 8回心臓・血管病市民公開講座、鹿児島、2018年 5月 12日 

 

2. 片岡哲郎 

当院の経カテーテル的大動脈弁植込術（TAVI）の現状 

第 23回城山循環器カンファレンス、鹿児島、2018年 4月 24日 

 

3. 片岡哲郎 

当院における TAVI施行患者抗凝固療法の実態 

第 25回城山循環器カンファレンス、鹿児島、2018年 10月 12日 

 

4. 田上和幸 

リードレスペースメーカー 

Primary Care Seminear、南さつま、2018年 9月 26日 

 

5. 金城玉洋 

僧帽弁形成および透析患者の開心術 

第 4回島根県心臓血管外科研究会、出雲、2019年 3月 2日 

 

6. 金城玉洋 

透析患者における開心術～弁膜症と冠動脈バイパス～ 

第 32回日本冠疾患学会ランチョンセミナー、熊本、2018年 11月 16 日 

 

7. 松岡秀樹 

 心原性脳塞栓症のトータルケア～超急性期から再発予防まで～ 

 病・診・薬 脳卒中トータルケアセミナー、鹿児島、2018年 4月 23日 

 

8. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症のトータルケア～超急性期から再発予防まで～ 

Stroke Lecture Meeting、佐賀、2018年 6月 15日 

  

9. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症に対する抗凝固療法の現状と課題 

脳卒中医療連携講演会、長崎、2018年７月 5日 

 

10. 松岡秀樹 

脳梗塞後抗血栓療法における維持・管理のポイント 

鹿児島内科医会学術講演会、鹿児島、2018年 7月 19日 

 

11. 松岡秀樹 

高齢者における抗凝固療法の現状と問題点 

鹿児島脳卒中治療セミナー、鹿児島、2018年 8月 21日 
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12. 松岡秀樹 

脳梗塞の最新治療と脳卒中救急搬送プロトコールへの期待 

霧島市消防局管内救急研修会、鹿児島、2018 年 9月 11日 

 

13. 松岡秀樹 

高齢者における抗凝固療法の現状と問題点 

かかりつけ医のための在宅医療、鹿児島、2018年 9月 21日 

 

14. 松岡秀樹 

高齢者における抗凝固療法の現状と問題点 

熊毛地区医師会学術講演会、鹿児島、2018年 11月 9日 

 

15. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症の再発予防 

エリキュースインターネットシンポジウム、鹿児島、2018年 11月 29日 

 

16. 松岡秀樹 

高齢者における抗凝固療法の現状と問題点～脳卒中後合併症も含め～ 

高齢者の脳を守る、鹿児島、2018年 12月 13日 

 

17. 松岡秀樹 

改めて学ぶ脳卒中～疾患の特徴と一次から三次予防まで～ 

脳卒中対策関係者研修会、鹿児島、2019 年 1月 9日 

 

18. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症の最新治療 

循環器疾患連携Meeting、鹿児島、2019年 1年 31日 

 

19. 松岡秀樹 

介護従事者が知っておきたい脳卒中対策 

介護予防従事者等専門研修会、鹿児島、2019 年 2月 5日 

 

20. 松岡秀樹 

改めて学ぶ脳卒中 -疾患の特徴と一次から三次予防まで- 

脳卒中対策関係者研修会、奄美、2019年 2月 6日 

 

21. 松岡秀樹 

介護従事者が知っておきたい脳卒中対策 

介護予防従事者等専門研修会、奄美、2019年 2月 6日 

 

22. 松岡秀樹 

心原性脳塞栓症のトータルケア～超急性期から再発予防まで～ 

出水地域脳卒中連携ネットワーク研究会、鹿児島、2019年 3月７日 

 

23. 脇田政之 

脳卒中診療における頸部超音波検査の役割 

抗血栓治療シンポジウム in Oita、大分、2019 年 1月 25日 
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24. 郡山暢之 

糖尿病患者の足病変～病態生理から治療まで～ 

糖尿病重症化予防（フットケア）研修中、鹿児島、2018年 7月 12日 

 

25. 郡山暢之 

糖尿病治療においてリバウンドしてしまう患者の栄養指導と患者指導（心理面） 

第 69回鹿児島 SDM 研究会、鹿児島、2018 年 7月 14日 

 

26. 郡山暢之 

糖尿病を生きるひとを支えるということ～現前性（プレゼンス）～ 

第 58回鹿児島糖尿病教育ナース研修会、鹿児島、2018年 9月 1日 

 

27. 郡山暢之 

「SDM カスタマイズド鹿児島最新版と経口糖尿病薬のトピックス」、「これからの学会発

表”人を対象とする医学系研究に関する倫理指針”に基づいた日本糖尿病学会の運営

方針」 

第 27回鹿児島糖尿病カンファレンス「教育講演」、鹿児島、2018年 10 月 2日 

 

28. 郡山暢之 

健康長寿社会を見据えた鹿児島県における糖尿病治療の標準化について考える 

Scientific Exchange Meeting in Kagoshima「パネルディスカッション」、鹿児島、2019年 2

月 8日 

 

29. 郡山暢之 

鹿児島県における糖尿病治療の標準化～SDMカスタマイズド鹿児島～ 

第 26回城山循環器カンファレンス、鹿児島、2018年 11月 28日 

 

30. 郡山暢之 

SDM カスタマイズド鹿児島 

第 16回糖尿病医療連携体制講習会レクチャー～症例をもとに～、鹿児島、2019年 3

月 19日 

 

31. 本髙浩徐 

ここまで来た消化器がんの診断と治療～治療を受ける患者さんをサポートする～胃・大

腸がんの外科的治療 

第 5回がん市民公開講座、鹿児島、2018 年 10月 14日 

 

32. 菰方輝夫 

ここまで来た消化器がんの診断と治療～治療を受ける患者さんをサポートする～肝臓、

胆管、膵臓がんの外科的治療 

第 5回がん市民公開講座、鹿児島、2018 年 10月 14日 

 

33. 千代丸剛 

鹿児島医療センターにおける Nivolumab の使用経験と irAE対策 

RCC immune conference in Miyakonojo、宮崎、2018年 8月 17日 
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34. 中村康典 

医科歯科連携と周術期口腔機能管理 

2018年度鹿児島臨床歯学懇話会ベーシックセミナー、鹿児島、2018年 12月 12日 

 

35. 松下茂人 

変わりゆく皮膚がん診療～これからの皮膚腫瘍外科医の役割は？～ 

第 2回北海道皮膚悪性腫瘍コンソーシアム、札幌、2018年 5月 19日 

 

36. 松下茂人 

がん免疫療法の新時代～多職種・診療科・施設横断的なネットワークの重要性～ 

大隅地区学術講演会〜KISNet カンファレンス、鹿屋、2018年７月 26 日 

 

37. 松下茂人 

進化するがん免疫療法～地域医療支援病院での取り組み～ 

Immuno-Oncology Forum in Miyazaki、宮崎、2018年 9月 28日 

 

38. 松下茂人 

変わりゆく皮膚がん診療～これからの皮膚腫瘍外科医の役割は？～  

皮膚疾患を考える in和歌山、和歌山、2018年 10月 4日 

 

39. 松下茂人 

免疫チェックポイント阻害薬で生じる有害事象のマネジメント～地域医療支援病院・が

ん拠点病院で取り組む地域ネットワークの形成～ 

第 56回日本癌治療学会学術集会、横浜、2018年 10月 18日 

 

40. 松下茂人 

がん免疫療法で生じる有害事象マネジメント～地域医療支援病院・がん拠点病院での

取り組み～ 

第 69回日本皮膚科学会中部支部学術大会、大阪、2018年 10月 27日 

 

41. 松下茂人 

皮膚がんを見逃さない！～紫外線による皮膚がんを中心に～ 

第 118回九州医師会医学会第 7分科会皮膚科学会、鹿児島、2018 年 11月 17日 

 

42. 松下茂人 

免疫チェックポイント阻害薬で生じる有害事象のマネジメント～職種・診療科・施設間横

断的なネットワークの構築～ 

第 82回日本皮膚科学会東京支部学術大会、東京、2018年 12月 1日 

 

43. 松下茂人 

免疫チェックポイント阻害薬で生じる有害事象のマネジメント～地域医療支援病院で取

り組むネットワークの形成～  

霧島・姶良肺癌セミナー、霧島、2018年 12月 12日 

 

44. 松下茂人 

メラノーマ診療フロントライン～地域医療支援病院での新しい取り組み～ 

I-O management seminar、北九州、2019年 1年 11日 
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45. 松下茂人 

皮膚がん専門医が考える外科療法のコンセプトとコツ 

第 37回日本臨床皮膚外科学会総会、名古屋、2019年 2月 16日 

 

46. 松下茂人 

次世代を担う若手皮膚腫瘍外科医の育成 

第 5回京都若手メラノーマ研究会、京都、2019 年 3月 8日 

 

47. 松下茂人 

診療連携の垣根を越えろ！免疫チェックポイント阻害薬がもたらす診療間ネットワーク 

第 33回日本がん看護学会学術集会、福岡、2019年 2月 23日 

 

48. 松島静香 

irAEマネジメント～施設間連携の重要性～ 

日本臨床腫瘍薬学会、札幌、2019年 3月 23日 

 

49. 岡村優樹 

ペースメーカーの心電図読めますか？ 

平成 30年度 鹿児島市地区・臨床生理部門合同研修会、鹿児島、2019 年 3月 16日 

 

50. 宮之下誠 

TAVIにおける臨床工学技士の必要性 

第 25回鹿児島県臨床工学会、鹿児島、2018 年 9月 29日 

 

51. 倉見谷耕太 

CTOに対して PCIを行い冠動脈内異物除去開心術に移行した１例 

第 25回鹿児島県臨床工学会、鹿児島、2018 年 9月 29日 

 

52. 宮之下誠 

当院における OJT の現状 

第 25 回日本体外循環技術医学会九州地方会秋季セミナー、久留米、2018．年 11月

24日 

 

53. 花田道代 

脳もシャキッ！体もシャキッ！～低栄養にならない食生活のテクニック～ 

第 16回脳卒中市民講座、鹿児島、2018年 6月 10日 
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【Ⅶ】助成金による研究 

 

I. 公費臨床試験 

以下 28課題に参加した。 

 

1. 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ント

（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） 
 

2. 皆越眞一 

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） 

 

3. 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） 

 

4. 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） 

 

5. 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） 

 

6. 大田俊一郎 

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）  

 

7. 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） 
 

8. 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） 

 

9. 魚住公治 

ヨンデリス点滴（症例登録） 
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10. 松下茂人 

ヨンデリス点滴（症例登録） 
 

11. 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） 

 

12. 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） 

 

13. 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） 

 

14. 松下茂人 

進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究

（CSPOR-melanoma） 
 

15. 中島 均 

大動脈瘤／大動脈解離患者の実態調査および予後に関する前向き観察研究 

 

16. 楠元啓介 

動脈硬化を基盤とした虚血性心臓病における新規血液マーカーの確立 

 

17. 片岡哲郎 

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究

（REAL-ST） 

 

18. 大塚眞紀 

日本におけるゴーシェ病の実態調査 

 

19. 片岡哲郎、塗木徳人、松岡秀樹 

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（ANAFIE 

Registry） 
 

20. 魚住公治 

分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究

（CSPOR-DTC） 

 

21. 中島 均 

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの

有効性及び安全性に関する登録観察研究（J'xactly Study） 
 

22. 塗木徳人 

カテーテルアブレーションを実施した非弁膜性心房細動症例の抗凝固療法の実態とそ

の予後に関する観察研究（RYOUMA Registry） 
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23. 松岡秀樹 

非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防における最

適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験（ATIS-NVAF） 

 

24. 塗木徳人 

SATAKE ・HotBalloon カテーテル使用症例に対する全国観察研究 HotBalloon 

Pulmonary Vein isolation Registry Study（HARVEST Study） 
 

25. 中島 均、楠元啓介 

実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（XIENCE Ⅴ）とシロリムス溶出性ステント

（CYPHER SELECTTM＋ステント）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：長期追跡試験（RESET Extended Follow-up Study） 
 

26. 郡山暢之 

電子カルテ情報活用型他施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報

収集に関する研究（J-DREAMS） 
 

27. 大塚眞紀 

未治療 CCR4 陽性高齢者 ATL に対するモガリズマブ併用 CHOP-14 の第Ⅱ相試

験（Moga- CHOP-14 試験） 

 

28. 梅橋功征 

インフルエンザ診断薬におけるスポットケム FLORA F1uAB と目視法の比較検討 

 

 

 

 

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 26年度採択課題 

1. 郡山暢之（施設臨床研究責任医師） 

日本人の肥満症の発症と治療効果・抵抗性に関連する遺伝素因の探索～オーダーメ

イド医療の確立～（G-FORCE） H26-遺伝子-03 

研究代表者 浅原哲子（京都医療センター） 

平成 28年度より研究を開始。症例登録を終了し、現在経過観察期間である。 

 

2. 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 30年 3 月より研究を開始し、現在症例登録作業中である。 
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3. 大塚眞紀（施設臨床研究責任医師） 

未治療多発性骨髄腫における遺伝子解析による治療感受性・予後予測因子の探索

的研究（NGSMM） H26-遺伝子-02 

研究代表者 神谷悦功（東名古屋病院） 

平成 28年度より研究を開始し、本年度 4症例を登録した。 

 

平成 27年度採択課題 

菰方輝夫（施設臨床研究責任医師） 

免疫抑制患者に対する13価蛋白結合型肺炎球菌ワクチンと23価莢膜多糖体型肺炎

球菌ワクチンの連続接種と 23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン単独接種の有効性

の比較～二重盲検無作為化比較試験～（CPI STUDY） H27-EBM(介入）-01 

研究代表者 丸山貴也（三重病院） 

平成 28年度より研究を開始し、本年度 1症例を登録した。 

 

 

Ⅲ. NHOネットワーク共同研究 
以下 14 課題に参加した。 

ⅰ)患者の文書同意の必要なもの 
 

1. 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、H26-NHO(血

液)-01、研究代表者：角南一貴（岡山医療センター） 
 

2. 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、H26-NHO(血液)-02、研究代表者：山崎 聡（九州医療セン

ター） 
 

3. 郡山暢之（分担研究者） 

多面的管理達成者の糖尿病腎症予後改善効果を予測できる非侵襲的指標の確

立、H27-NHO(糖尿)-01、研究代表者：西村元伸（千葉東病院） 
 

4. 大塚眞紀（分担研究者） 

加齢性 Epstein-Barr virus 関連リンパ増殖性疾患における PD-1/PD-L1 シグナル

の病態への関与と予後予測に関する解析（採択番号：H27-NHO(血液)-01）、研

究代表者：國富あかね（名古屋医療センター） 
 

5. 大塚眞紀（分担研究者） 

特発性血小板減少性紫斑病に対する初期治療としての短期デキサメタゾン大量

療法の多施設共同非盲検無対照試験、H27-NHO(血液)-02）、研究代表者：高瀬 

謙（九州医療センター） 
 

6. 大塚眞紀（分担研究者） 

成人初発未治療びまん性大細胞型B細胞リンパ腫におけるR-CHOP単独治療と

放射線併用療法の治療成績、QOL、費用、費用対効果の多施設共同前向きコホ

ート研究、H28-NHO(血液)-02、研究代表者：高瀬 謙（九州医療センター） 
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7. 松岡秀樹（分担研究者） 

虚血性脳卒中患者における脳微小出血進展への抗血栓薬の関与に関する研究、

H29-NHO(脳卒中)-01、研究代表者：中村麻子（九州医療センター） 
 

8. 菰方輝夫（分担研究者） 

本邦における成人鼠経ヘルニア術後慢性疼痛の実態調査とそのリスク因子解析-

多施設共同前向きコホート研究-（ヘルニアスタディ） 、H30-NHO(外科)-01、研究

代表者：成田匡大（京都医療センター） 

 

9. 郡山暢之（分担研究者） 

多面的管理達成者の糖尿病性腎臓病（DKD)予後改善効果評価法の確立と、効

果予測のための非侵襲的指標の確立（DKDｒｅｍ-2 研究）、H30-NHO(糖尿病)-01、

研究代表者：西村元伸（千葉東病院） 

 

10. 城ヶ崎倫久（分担研究者） 

真の心房細動発症リスク同定のための新規バイオマーカー  CA-125 の検討

（CA125-AF) 、H30-NHO(循環)-01、研究代表者：関口尚樹（横浜医療センター） 

 

11. 大塚眞紀（分担研究者） 

高齢者移植非適応再発・難治末梢性 T細胞リンパ腫に対する GDP＋ロミデプシン

療法の第 II 相試験(PTCL-GDPR)、H30-NHO(血液)-01、研究代表者：山崎聡（九

州医療センター） 

 

 

ⅱ) 患者の同意が必要ないもの 

1. 野元三治（分担研究者） 

病理診断支援システムの機能と病理部門インシデントの関係を調査する前向き登

録研究、H27-NHO(多共)-02、研究代表者：寺本典弘（四国がんセンター） 
 

2. 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、H28-NHO(血液)-01、研究

代表者：米野琢哉（水戸医療センター） 

 

3. 城ヶ崎倫久（分担研究者） 

経皮的心肺補助離脱のデイリー予測スコア作成に関する研究、H29-NHO(循

環)-01、研究代表者：渡邉真広（横浜医療センター） 
 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Ⅳ. 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 30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・内分泌内科 郡山暢之 

歯周病合併 2 型糖尿病患者に対するプロバイオティクス治療の意義に関する検討  

 

2. 臨床検査科 時吉恵美 

総頸動脈の拡張期血流速度による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価  

 

3. 臨床検査科 山本将義 

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  

 

4. 看護学校 西園里美 

看護学生が認識する効果的なカンファレンスの要因分析  

 

5. 外来看護師 鰺坂典子  

外来診療の待ち時間の長さと患者の疲労感との関連  

 

6. 東 4階病棟看護師 新留香織 

心臓術後患者の退院後の生活を支える家族の思い～手術を受けた高齢者の退院後の

家族へのインタビューを通して～ 

 

7. 東５階病棟看護師 坂下秀明  

急性期病棟における認知機能低下のみられる患者に対する個別ケアの有効性の評価

～ユニマチュードの視点から～  

 

8. 東７階病棟看護師 二宮なぎさ 

虚血性心疾患患者の自己効力感・自己管理行動に影響を与える看護師による指導の

分析  

 

9. 西 3階看護師 谷山実穂  

化学療法の退院指導に対する看護師の認識の分析  

 

10. 東 2階病棟看護師 丸山沙亜耶 

心臓血管外科手術を受けた患者の ICU入室前後の身体機能障害の分析  

   

11. 小児科医師 吉永正夫 

小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 睡眠中の脳波・ホルタ

ー心電図記録に関する研究 

 

 



75 

 

12. 看護学校 高木雅弘  

九州管内の重症心身障害児（者）病棟の看護師長が倫理的に気になるスタッフの言動

とその要因  

 

13. 手術室看護師 新保瑠未  

TAVI における手術室スタッフ育成への取り組み～シミュレーション教育前後の意識調

査を行って～  

 

14. 東 3階病棟看護師 柚木崎美樹  

皮膚悪性腫瘍患者における、病勢進行とそれに伴う患者の実際と今後の課題～看護

師へのアンケートを通してみえてきたもの～  

 

15. 東 6階病棟看護師 内山知美  

心不全末期患者の意思決定支援に関する看護師の思い  

 

16. 看護部 樋園仁美  

配置転換により生じた看護師の不安に対する適応行動について  

 

17. 西 4階病棟看護師 玉城綾乃  

退院支援カンファレンスの実態調査～ヘンダーソンの基本的看護の構成要素を活用

して～  

 

18. 東 7階病棟看護師 藤崎佑貴子 

混合病棟における糖尿病療養指導カードシステム導入の意識  

 

19. 小児科医師 吉永正夫 

健常児の 24 時間心電図（ホルター心電図）の正常値作成と自律神経機能解析に関す

る研究  

 

20. 放射線科 井手上淳一 

塩化ラジウム（223RaCl2）注射液による内用療法の画像評価に関する研究 

 

21. 臨床検査科 山本将義  

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  

 

22. 外来看護師 海老原智恵  

医療関連機器圧迫創傷発生に対する予防ケアの検討～看護師の対応調査で分かった

こと～  

 

23. 西 4階看護師 鶴森由華 

鹿児島医療センターでの看取りの看護への取り組み  
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24. 小児科医師 吉永正夫 

遺伝性心疾患の遺伝子解析  

 

25. 小児科 吉永正夫 

疑い症例を含む QT 延長患児の予後に関する後方視的研究 

 

26. 看護学校 石原史絵 

ドラマを教材とした「看護師の感情労働」の授業の効果  

 

27. 看護部 川崎順子 

新人看護師に対する口腔ケア研修の実施とその効果  

 

28. 看護学校 高木雅弘  

重症心身障害児（者）病棟に勤務する看護職員の倫理観を高めるための看護管理者の

実践  

 

29. 看護部 川嵜順子  

新人看護師に対する口腔ケア研修の実施とその効果  

 

30. 臨床検査科 梅橋功征 

インフルエンザ診断薬におけるスポットケム FLORA FluAB と目視法の比較検討  

 

 

 

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） 

難治性疾患等政策研究事業 

小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 

8,3000,000 円 

 

2. 吉永正夫（分担研究者） 

難治性疾患等政策研究事業 

特発性心筋症に関する調査研究 

50,000円 

 

 

２. 文部科学省科学研究費 

中村康典（主任研究者） 

科学研究費助成事業  平成 29年度 基盤研究（Ｃ） 

造血幹細胞移植療法における口腔合併症に対する系統的口腔管理の構築 

1,170,000 円 
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３. 日本医療研究開発機構研究費 

吉永正夫（分担研究者） 

難治性疾患等実用化研究事業  

RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多型性心室頻拍等の遺伝性不整脈

の原因解明  

研究代表者：滋賀医科大学 大野 聖子 

260,000 円 

 

 

４. 民間セクターからの寄付金 

1. 菰方輝夫（主任研究者） 

外科手術の安全性に関する臨床研究のため（一般社団法人科学及血清療法研究

所） 

100,000円 

 

2. 菰方輝夫（主任研究者） 

外科・消化器外科治療の研究のため（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

200,000円 

 

3. 菰方輝夫（主任研究者） 

消化器癌の研究のため（科研製薬株式会社） 

200,000円 

 

4. 金城玉洋（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助成のため（日本ライフライン株式

会社） 

700,000 円 

 

5. 金城玉洋（主任研究者） 

心臓血管外科手術手技の研究のため（一般社団法人科学及血清療法研究所） 

100,000 円 

 

6. 金城玉洋、（主任研究者） 

心臓病関係の臨床研究のため（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

300,000 円 

 

7. 金城玉洋（主任研究者） 

心臓病関係の臨床研究のため（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

300,000 円 

 

8. 金城玉洋（主任研究者） 

大動脈弁狭窄症における炎症、石灰化、凝固能に関するマイクロ RNA、エクソソーム

解析研究のため（テルモ株式会社） 

300,000円 
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9. 佐保尚三（主任研究者） 

安全な麻酔管理の研究のため（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

200,000円 

 

10. 塗木徳人（主任研究者） 

臨床研究研究助成のため（バイオトロニックジャパン株式会社） 

300,000円 

 

11. 塗木徳人（主任研究者） 

アブレーション治療の研究のため（エドワーズライフサイエンス株式会社） 

150,000円 

 

12. 本村 登（主任研究者） 

核医学画像診断・心臓核医学画像解析における研究のため（日本メジフィジックス株

式会社） 

500,000円 

 

13. 本村 登（主任研究者） 

画像診断技術における研究助成のため（富士フィルム富山化学株式会社） 

500,000円 
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【Ⅷ】治験実績 
 

以下に平成 30年度の治験の実績を示す。 

2018.4～2019.3 

 第Ⅱ相試験 第Ⅲ相試験 
製造販売後 

臨床試験 
受託研究 

件数 

2 

（新規：1） 

9 

（新規：2） 

1 

（新規：0） 

79 

（新規：16） 

実施症例数  

（人数） 

新規：0 

継続：1 

新規：2 

継続：31 

新規： 0 

継続： 1 

 

請求金額 
治    験：12,659,522 円 

受託研究： 7,000,980 円 

 

 

【第Ⅱ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 

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。 

 

 

【第Ⅱ/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  株式会社ヘリオス 

脳梗塞患者を対象とした

HLCM051（MultiStem）の

有効性及び安全性を検討

するプラセボ対照二重盲

検第Ⅱ／Ⅲ相試験 

脳梗塞急性期（発症後 36 時間以内）

の被験者を対象に、以下の項目を検

討する。 

〈主要目的〉 

・脳梗塞急性期患者における脳梗塞

からの機能予後に対する HLCM051

の有効性を評価する。 

・ 脳 梗 塞 急性 期患者 に お け る

HLCM051 の安全性を評価する。 

〈副次的目的〉 

・HLCM051 又はプラセボを投与した

脳梗塞患者の機能変化及び重症度

の変化を評価する。 

〈探索的目的〉 

・HLCM051 又はプラセボを投与した

脳梗塞患者におけるバイオマーカー

の変化を評価する。 
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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 

大田俊一

郎 

ゼリア新薬工業 

株式会社 

Randomized,Double-blind,

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  
小野薬品工業 

株式会社 

ONO-1162 第Ⅲ相試験 

慢性心不全に対するプラ

セボを対照とした多施設

共同二重盲検無作為化並

行群間比較試験 

左室収縮性が低下した慢性心不全患

者に対する ONO-1162 の有効性につ

いて、プラセボを対照とした多施設共

同二重盲検無作為化比較試験により

検討する。 

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。 

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。 

中島 均  第一三共株式会社 

DU-176第Ⅲ相臨床試験

（非弁膜症性心房細動） 

～既存の経口抗凝固薬の

投与が困難な80歳以上の

非弁膜症性心房細動患者

を対象とした多施設共同無

作為化プラセボ対照二重盲

検比較試験～ 

既存の経口抗凝固薬（ワルファリン、

ダビガトラン、リバーロキサバン、アピ

キサバン、またはエドキサバン）の承

認用法・用量の投与が困難な 80歳以

上の NVAF 患者を対象に、DU-176b 

15mg を投与したときの有効性及び安

全性を検討する。脳卒中及び全身性

塞栓症の複合エンドポイントを有効性

の主要評価項目として、プラセボ群に

対する優越性を検証する。 
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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  

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。 

大塚眞紀  第一三共株式会社 

初発FLT3-ITD陽性急性骨

髄性白血病の18～75歳の

患者を対象とした寛解導入

療法・地固め療法とキザル

チニブとの併用及びキザル

チニブによる維持療法を検

討する第Ⅲ相、二重盲検、

プラセボ対照試験 

初発の FLT3-ITD変異陽性 AML患者

を対象として、キザルチニブとプラセボ

（標準的寛解導入療法及び地固め療

法に併用投与後、維持療法として最大

12cycle 投与）の無イベント生存期間

（event-free survival：ＥＦＳ）に対する効

果を比較する。 

松岡秀樹  第一三共株式会社 

脳梗塞再発リスク因子を有

する血栓性脳梗塞患者を

対象としたCS-747Sのクロピ

ドグレル硫酸塩との二重盲

検比較試験 

主目的： 脳梗塞再発のリスク因子を有

する血栓性脳梗塞患者を対象に、虚血

性脳心血管系イベントを指標として、

CS-747Sを 24～48週間投与したときの

有効性についてクロピドグレル硫酸塩

を対照薬として検討する。 

重要な副次目的： 出血性イベントを指

標として、CS-747S を 24～48 週間投与

したときの安全性について、クロピドグ

レル硫酸塩を対照薬として検討する。 

薗田正浩  大塚製薬株式会社 

うっ血性心不全患者を対象

としたOPC-61815の有効性

及び安全性をトルバプタン

錠15mgと比較する無作為

化，多施設共同，実薬対

照，二重盲検，並行群間，

非劣性検証試験 

バソプレシン拮抗薬以外の既存の利尿

薬を投与していても過剰な体液貯留を

有するうっ血性心不全患者を対象に， 

OPC-61815注 16mgの 5日間静脈内投

与又はトルバプタン錠 15mgの 5日間

経口投与後の体重変化量を主要評価

項目として，OPC-61815 注 16mgのト

ルバプタン錠 15mgに対する非劣性を

検証する。 

また，OPC-61815 注 16mgのその他の

有効性，安全性，薬力学的作用，及び

薬物動態をトルバプタン錠 15mgと比

較検討する。 
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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。 

 

 

【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 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 

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。 

花田修一 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  

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。  

蔡 榮鴻 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。 

千代丸剛 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 

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。 

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 

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 か鹿児島医療センター月）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 

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 
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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㈱ 
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。 

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。 

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 

塗木徳人 

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 0.25 

mg/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。 

山路尚久 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。 

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 

大塚眞紀 
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。 
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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 

松下茂人 小野薬品工業㈱ 

ヤーボイ点滴静注液 50 ㎎ 

特定使用成績調査 「根治

切除不能な悪性黒色腫に

対する全例調査」 

ヤーボイ点滴静注液 50mg（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 

魚住公治 小野薬品工業㈱ 

オプジーボ点滴静注 20 ㎎・

100 ㎎ 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・100㎎（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 

郡山暢之 MSD㈱ 

マリゼブ®錠 12.5mg、25mg 

特定使用成績調査（長期使

用に関する調査） 

日常診療下において、マリゼブ®錠（一般

名 オマリグリプチン；以下、被験薬）の長

期使用例での安全性、被験薬が中等度

腎機能障害患者・重度腎機能障害患者

（血液透析又は腹膜透析を要する末期腎

不全患者を含む）に投与された際の安全

性、有効性の確認及び新たな問題点の

検出並びに医薬品リスク管理計画書で特

定した被験薬の安全性を確認することを

目的とする。 

大塚眞紀 セルジーン㈱ 

レブラミド®カプセル 5mg, 

2.5mg  特定使用成績調査 

「未治療の多発性骨髄腫に

対する有効性・安全性調

査」 

本剤を投与された未治療の多発性骨髄

腫患者を対象とし、使用実態化における

二次発がん及び白内障の発現状況を調

査することを目的とする。 

塗木徳人 東レ株式会社 

SATAKE･HotBalloon カテ

ーテル 使用成績調査 

<薬剤抵抗性を有する再発

性症候性の発作性心房細

動> 

薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発

作性心房細動患者に対する本品によるア

ブレーション術の安全性および有効性を

検討する。 
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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 
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） 

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。 

薗田正浩 
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽ

ｸｲﾌﾞ㈱ 

エリキュース錠 2.5mg・5mg 

特定使用成績調査（VTE・

長期使用） 

・日本人の静脈血栓塞栓症（VTE）患者を

対象とし、本剤の使用実態下における安

全性プロファイルを把握する。 

・出血に影響を与えると考えられる危険因

子を把握する。 副次目的・本剤の使用実

態下における有効性プロファイルを把握

する。 

田中裕治 

ｱｸﾃﾘｵﾝﾌｧｰﾏ 

ｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟ

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。 

花田修一 
ノバルティスファー

マ㈱ 

ファリーダック®カプセル 10・

15mg 特定使用成績調査 

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を

対象に、本剤を使用実態下で投与した際

の、安全性及び有効性を検討することを

目的とする。 

金城玉洋 
エア・ウォーター

㈱ 

アイノフロ一吸入用 800ppm 

使用成績調査 

調査を行う事項として、患者背景、本剤の

使用状況、前治療薬・併用薬剤・併用療

法、有効性・安全性等に関する項目とす

る。、なお、本調査は全例調査であること

から、2015年 8月 24日(追加効能承認日)

から本調査の契約締結日前に本剤を使

用した症例がいる場合、当該症例につい

ても調査票への記載対象とする。 

魚住公治 小野薬品工業㈱ 

オプジーボ特定使用成績調

査〔根治切除不能又は転移

性の腎細胞癌〕 

オプジーボ点滴静注 20mg、100 ㎎（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（RPM）に重要な特定されたリスクとして

記載している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し、また、重要な

特定されたリスクのうち、特に間質性肺疾

患に関する詳細な検討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 

千代丸剛 小野薬品工業㈱ 

オプジーボ特定使用成績調

査 〔根治切除不能又は転

移性の腎細胞癌」 

オプジーボ点滴静注 20mg、100 ㎎（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（RPM）に重要な特定されたリスクとして

記載している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し、また、重要な

特定されたリスクのうち、特に間質性肺疾

患に関する詳細な検討を行うことを目的と

する。 

郡山暢之 
日本イーライリリー

㈱ 

デュラグルチド（トルリシティ

皮下注 0.75 mg アテオス） 

特定使用成績調査 

調査目的：日常診療下における国内 2 型

糖尿病患者に対し、デュラグルチドを長期

投与した際の低血糖、急性膵炎及び心血

管系事象（MACE: Major Adverse 

Cardiovascular Events）を含む安全性プロ

ファイルを検討する。 

調査方法：デュラグルチド(トルリシティ皮

下注.075mgアテオス)特定使用成績調査 

実施計画書に従って調査を実施する。 

花田修一 小野薬品工業㈱ 

カイプロリス点滴静注用 10

㎎,40 ㎎ 使用成績調査 

「再発又は難治性の多発性

骨髄腫に対する全例調査」 

本邦での使用実態下におけるカイプロリス

点滴静注用 10 ㎎,40 ㎎の再発又は難治

性の多発性骨髄腫に対する安全性及び

有効性を評価することを目的とする。特

に、以下の重点調査項目の発現状況に

ついて確認する。 

＜重点調査項目＞ 

心障害（心不全、心筋梗塞、QT延長、心

膜炎、心嚢液貯留）、間質性肺疾患、肺

高血圧症、高血圧・高血圧クリーゼ、腎障

害、腫瘍崩壊症候群、Infusion reaction、

出血、血液毒性、静脈血栓塞栓症、肝不

全・肝機能障害、血栓性微小血管症、感

染症、消化管穿孔、可逆性後白質脳症症

候群及び脳症 

松下茂人 
ノバルティスファー

マ㈱ 

タフィンラーカプセル 50㎎、

75 ㎎/メキニスト錠 0.5 ㎎、2

㎎ 特定使用成績調査

「BRAF 遺伝子変異を有す

る根治切除不能な悪性黒色

腫」 

BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不

能な悪性黒色腫患者を対象にタフィンラ

ー及び（又は） メキニストを使用実態下で

投与したときの安全性及び有効性を検討

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㈱ 

カイプロリス点滴静注用 10

㎎,40 ㎎ 使用成績調査 

「再発又は難治性の多発性

骨髄腫に対する全例調査」 

本邦での使用実態下におけるカイプロリス

点滴静注用10㎎,40㎎の再発又は難治性

の多発性骨髄腫に対する安全性及び有

効性を評価することを目的とする。特に、

以下の重点調査項目の発現状況につい

て確認する。 

＜重点調査項目＞ 

心障害（心不全、心筋梗塞、QT延長、心

膜炎、心嚢液貯留）、間質性肺疾患、肺高

血圧症、高血圧・高血圧クリーゼ、腎障

害、腫瘍崩壊症候群、Infusion reaction、

出血、血液毒性、静脈血栓塞栓症、肝不

全・肝機能障害、血栓性微小血管症、感

染症、消化管穿孔、可逆性後白質脳症症

候群及び脳症 

花田修一 
ブリストル・マイヤ

ーズスクイブ㈱ 

エムプリシティ点滴静注

300mg・400mg 特定使用成

績調査 

エムプリシティ®点滴静注用 300 mg、エム

プリシティ®点滴静注用 400 mg（以下、本

剤）の使用実態下における以下の事項を

把握することを主な目的とする。 

副作用（有害事象）の発現状況、奏効率、

安全性、有効性に影響を与えると考えられ

る要因 

松下茂人 ＭＳＤ㈱ 

キイトルーダ®点滴静注 

使用成績調査（悪性黒色

腫） 

実施要綱に基づき、使用実態下における

根治切除不能な悪性黒色腫患者に対す

るキイトルーダ®点滴静注［一般名：ペムブ

ロリズマブ（遺伝子組換え）］の安全性及び

有効性に影響を与える要因について把握

する。なお、調査は承認条件に基づき全

例調査で実施する。 

また、間質性肺疾患の発生時は別途契約

を締結し、甲はイベント調査票（診断根拠

となった画像検査データの乙への提出を

含む）を記載する。原則として使用成績調

査（全例調査）実施契約を締結後に本剤

を納入する。ただし、本剤を販売後に投与

開始された症例で契約前に本剤の投与を

開始された症例も調査の対象とする。調査

は、Electronic Data Capture（EDC）システ

ムを用い、医師署名には電子署名を使用

する。 

蔡 榮鴻 バイエル薬品㈱ 
ベンテイビス使用成績調査

（PAH） 

本剤の使用実態化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。 

  



90 

 

責任医師 研究依頼者 研究課題名 研究目的および計画 

石川裕輔 日本新薬㈱ 

ウプトラビ錠 0.2mg・0.4mg 

特定使用成績調査 長期使

用に関する調査 

肺動脈性肺高血圧症患者を対象に、本

剤の使用実態下における長期投与時の

安全性及び有効性を検討する。 

花田修一 小野薬品工業㈱ 

オプジーボ特定使用成績調

査 〔再発又は難治性の古

典的ホジキンリンパ腫〕 

オプジーボ点滴静注 20mg、100 ㎎（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（RPM）に重要な特定されたリスクとして

記載している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し、また、重要な

特定されたリスクのうち、特に間質性肺疾

患に関する詳細な検討を行うことを目的と

する。 

魚住公治 
ノバルティスファー

マ㈱ 

ファリーダック®カプセル 10・

15mg 特定使用成績調査 

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を

対象に、本剤を使用実態下で投与した際

の、安全性及び有効性を検討することを

目的とする。 

松崎 勉 小野薬品工業㈱ 

オプジーボ使用成績調査

〔再発又は遠隔転移を有す

る頭頸部癌〕 

再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌の

患者に対し、オプジーボの製造販売後に

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

定されたリスク及び潜在的リスクとして記

載している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することを目的と

する。オプジーボ使用患者全例を対象と

した中央登録方式で実施する。（紙調査） 

大塚眞紀 武田薬品工業㈱ 

ニンラーロカプセル使用成

績調査（全例調査） 

「再発又は難治性の多発性

骨髄腫」 

日常診療の使用実態下での再発又は難

治性の多発性骨髄腫患者に対する本剤

の安全性の検討を目的とする。 

大塚眞紀 
ムンディファーマ

㈱ 

ムンデシンカプセル 100mg

特定使用成績調査 

本剤が投与された全例を対象として実施

する。標準観察期間は２４週間とし、標準

観察期間終了時点で本剤投与継続中の

症例については、EBV 関連悪性リンパ腫

（EBV-LPDを含む）及び EBV関連悪性リ

ンパ腫以外の二次性悪性腫瘍の発現状

況の調査を主な目的としてさらに１.５年間

の継続調査を実施する 。 
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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 ＭＳＤ㈱ 
キイトルーダ®点滴静注 使

用成績調査（非小細胞肺癌） 

実施要綱に基づき、使用実態下におけ

る PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発

の非小細胞肺癌患者に対するキイトル

ーダ®点滴静注［一般名：ペムブロリズマ

ブ（遺伝子組換え）］の安全性及び有効

性に影響を与える要因について把握す

る。なお、調査は承認条件に基づき全例

調査で実施する。 

また、間質性肺疾患の発生時は別途契

約を締結し、甲はイベント調査票（診断

根拠となった画像検査データの乙への

提出を含む）を記載する。原則として使

用成績調査（全例調査）実施契約を締

結後に被験薬を納入する。ただし、被験

薬を販売後に投与開始された症例で契

約前に被験薬の投与を開始された症例

も調査の対象とする。調査は、Electronic 

Data Capture（EDC）システムを用い、医

師署名には電子署名を使用する。 

大塚眞紀 
アレクシオンファ

ーマ㈱ 

ソリリス®点滴静注 300mg 特

定使用成績調査 

目的：発作性夜間ヘモグロビン尿症

（PNH） は非常に限られた少ない患者

数であるため、本剤を使用した患者に対

する安全性・有効性を可能な限り長期に

渡って調査する。 

内容： 

(1) 未知及び重篤な副作用の検出 

(2) 長期使用時の安全性及び有効性  

(3) 発作性夜間ヘモグロビン尿症

（PNH）の患者の経過  

PNH（疾患の進行、臨床経過、予後等）

に及ぼす本剤使用の影響の探索 

大塚眞紀 セルジーン㈱ 

レブラミド®カプセル 使用成

績調査「再発又は難治性の

成人 T細胞白血病リンパ腫」 

本剤を投与された再発又は難治性の成

人T細胞白血病リンパ腫患者を対象に，

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して実施する。 

塗木徳人 
日本ベーリンガー

インゲルハイム㈱ 

プラザキサ®特定使用成績調

査【プリズバインド（イダルシズ

マブ）臨床使用下】 

ダビガトラン特異的中和剤イダルシズマ

ブ（プリズバインド静注液）が臨床使用可

能となった以降の、非弁膜症性心房細

動患者における虚血性脳卒中及び全身

性塞栓症の発症抑制を目的としたプラ

ザキサの使用実態下での長期使用に関

する安全性を確認する。 

内山典明 
富士フイルム富山

化学㈱ 

オクトレオスキャン静注用セッ

ト 使用成績調査 

使用実態下における対象医薬品の安全

性及び有効性に関する情報の収集。 
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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 

大塚眞紀 大塚製薬㈱ 
アイクルシグ錠１５mg 使用

成績調査 

「アイクルシグ錠１５mg（以下、本剤）」の

使用実態下における安全性及び有効性

に関する以下の事項等を把握することを

目的として、承認条件に基づき全例調

査を行う。①未知の副作用の把握②本

剤の使用実態下における副作用の発生

状況③安全性、有効性に影響を与える

と考えられる要因。 

全例調査方式により実施する。但し、各

施設での調査は、原則として調査の依

頼、契約締結後に本剤が納入され、症

例登録等が開始されるものとする。な

お、本調査の契約締結以前に投与され

た症例があった場合も、契約締結後にレ

トロスペクティブに調査を行う。（アイクル

シグ錠１５mg使用成績調査実施要綱の

とおり） 

菰方輝夫 日本製薬㈱ 

献血ノンスロン 500 注射用、

献血ノンスロン 1500 注射用

「汎発性血管内凝固症候群

（DIC）」使用成績調査 

DIC 治療に対する献血ノンスロンの使用

実態下での有効性と安全性を以下の内

容について調査する。 

・DIC に対する本剤の有効性、安全性の

検討 

・新たな敗血症の定義に基づく敗血症

DIC に対する本剤の安全性、有効性の

検討 

・本剤の投与方法および他の DIC 治療

薬の投与状況の把握 

松岡秀樹 CSLベーリング㈱ 
ケイセントラ静注用 500、1000

使用成績調査 

本調査は、全例調査としてケイセントラ

静注用 500、同 1000（以下、本剤）の使

用実態下における以下の事項を収集

し、本剤の品質、有効性及び安全性に

関する情報の検出又は確認を行うことを

目的とします。（1） 未知の副作用（2） 

副作用発生状況（3） 安全性又は有効

性等に影響を与えると考えられる要因 

谷口 歩 CSLベーリング㈱ 
ケイセントラ静注用 500，1000

使用成績調査 

本調査は、全例調査としてケイセントラ

静注用 500、同 1000（以下、本剤）の使

用実態下における以下の事項を収集

し、本剤の品質、有効性及び安全性に

関する情報の検出又は確認を行うことを

目的とします。（1） 未知の副作用（2） 

副作用発生状況（3） 安全性又は有効

性等に影響を与えると考えられる要因 
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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 

松下茂人 

㈱ジャパン・ティッ

シュ・エンジニアリ

ング 

自家培養表皮ジェイスの先天

性巨大色素性母斑に対する

使用成績調査 

製造販売後の使用実態下におけるジェ

イスの安全性等を検討するため、再審査

期間中に表皮細胞シート製造のための

組織採取を実施した全症例を登録し、

調査を実施する。 

大塚眞紀 サノフィ㈱ 
サデルガカプセル 100mg  

特定使用成績調査 

使用実態下におけるサデルガカプセル

100mgの長期使用時の安全性及び有

効性に関する情報を収集し、本剤使用

患者の背景情報を把握するとともに、本

剤の適正使用に必要な措置を講ずる事

を目的とする。 

松下茂人 

メルクセローノ㈱

(IQVIAサービシ

ーズジャパン㈱) 

バベンチオ点滴静注 200ｍｇ 

特定使用成績調査 (根治切

除不能なメルケル細胞癌) 

承認条件に基づき、バベンチオ点滴静

注 200ｍｇを投与するすべての患者にお

ける使用実態下での本剤の安全性及び

有効性を検討する。 

なお、本調査から得られた情報は再審

査申請資料並びに本剤の適正使用のた

めの情報提供活動に使用する。 

櫻井一宏 あすか製薬㈱ 
リフキシマ錠 200mg 使用成

績調査 

リフキシマ錠 200mg（以下、本剤）の使

用実態下における安全性及び有効性を

検討すると共に、リファマイシン系製剤の

使用経験がある症例における本剤の有

効性を確認する。併せて、安全性及び

有効性に影響を与える背景等の要因に

ついて検討する。 

松崎 勉 塩野義製薬㈱ 
スインプロイク錠 使用成績調

査 

オピオイド誘発性便秘症を有するがん患

者に対する本剤の使用実態下における

安全性及び有効性に関する情報を収集

するとともに，本剤の重要な特定されたリ

スクである下痢が発現あるいは重篤化し

やすい患者背景の探索を行う。 

千代丸剛 中外製薬㈱ 
アラグリオ®顆粒剤分包 1.5g 

使用成績調査（全例調査） 

「アラグリオ®顆粒剤分包 1.5g」は、経尿

道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非

浸潤性膀胱癌の可視化に使用する薬剤

であり、本剤が使用される患者の使用実

態下における安全性及び有効性に関し

て、次の事項を把握することを目的とし

て実施する。 

（1）医薬品の使用実態下における副作

用の発生状況の把握 

（2）安全性または有効性に影響を与える

と考えられる要因 

田中裕治 日本新薬㈱ 

ウプトラビ錠 0.2mg・0.4mg  

特定使用成績調査 「長期使

用に関する調査」 

肺動脈性肺高血圧症患者を対象に、本

剤の使用実態下における長期投与時の

安全性及び有効性を検討する。 

  



94 

 

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 CSLベーリング㈱ 
ケイセントラ静注用 500，1000

使用成績調査 

本調査は、全例調査としてケイセントラ

静注用 500、同 1000（以下、本剤）の使

用実態下における以下の事項を収集

し、本剤の品質、有効性及び安全性に

関する情報の検出又は確認を行うことを

目的とします。（1） 未知の副作用（2） 

副作用発生状況（3） 安全性又は有効

性等に影響を与えると考えられる要因 

大田俊一郎 アストラゼネカ㈱ 

リムパーザ錠 100mg，150mg

使用成績調査  

白金系抗悪性腫瘍剤感受性

の再発  卵巣癌患者を対象

とした全例調査 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律第 14

条の 4 に基づく再審査申請のために安

全性と有効性を調査する。 

承認条件として、製造販売後に一定数

の症例に係るデータが集積されるまでの

間、全症例を対象に実施する。（別紙 

本調査実施要綱のとおり） 

大塚眞紀 
ヤンセンファーマ

㈱ 

ダラザレックス点滴静注

100mg，400mg 特定使用成

績調査（再発又は難治性の

多発性骨髄腫）＜ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ

No.DZX1L＞ 

再発又は難治性の多発性骨髄腫の患

者を対象に、ダラザレックス点滴静注の

長期使用実態下における安全性及び有

効性について検討する。 

なお、承認条件に基づく「全例調査」とし

て、2017 年 11 月 22 日（本剤販売開始

日）以降に投与された全ての症例を調

査対象とする。 

魚住公治 
キッセイ薬品工業

㈱ 

サビーン®点滴静注用

500mg 使用成績調査（全例

調査） 

アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血

管外漏出患者に対するデクスラゾキサン

（商品名：サビーン点滴静注用 500mg）

の使用実態下における安全性及び有効

性を把握する。 

魚住公治 塩野義製薬㈱ 
注射用イホマイド1gの副作用

感染症報告 
副作用感染症報告 

大塚眞紀 
ノバルティスファー

マ㈱ 

レボレード錠 特定使用成績

調査 (再生不良性貧血) 

再生不良性貧血患者を対象に、使用実

態下でレボレード錠を長期投与した際の

安全性及び有効性を検討する。 

郡山暢之 
日本ベーリンガー

インゲルハイム㈱ 

トラディアンス配合錠 特定使

用成績調査 （長期使用に関

する調査） 

2型糖尿病患者に対するトラディアンス®

配合錠AP及び同配合錠BPの，使用実

態下での長期使用時の安全性について

確認する。 
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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 

原口浩一 ファイザー㈱ 

べスポンサ®点滴静注用 1mg 

特定使用成績調査（プロトコ

ール No.:B1931024） 

本剤を投与された患者を対象として、製

造販売後の使用実態下において以下の

事項を調査する。 

①有害事象の発現状況（以下の検討を

含む）静脈閉塞性肝疾患/類洞閉塞症候

群を含む肝障害、骨髄抑制、感染症お

よび出血の発現および CTCAE v4.0 に

基づく Grade 3 以上の事象の発現に影

響を与えると考えられる背景因子ならび

に本剤投与後の HSCT施行例における

早期死亡に関するリスク因子 ②有効性

（血液学的寛解率、生存期間） 

内容：本調査は、中央登録全例調査方

式とし、調査対象となる患者を目標症例

数に達するまで登録する。本調査への

登録は、本剤投与開始後（または、契約

締結後）2 週間以内を目途に依頼者が

提供するインターネット上の電子的な医

薬品市販後調査データ収集システム

（EDC）に入力する。 

松下茂人 
ノーベルファーマ

㈱ 

ラパリムスゲル 0.2％一般使

用成績調査(全例調査)‐結節

性硬化症に伴う皮膚病変‐ 

本調査は、被験薬を投与する結節性硬

化症に伴う皮膚病変を有する患者での

使用実態下における安全性及び有効性

の把握を目的とする。また、本調査は承

認条件による全例調査として実施するた

め、調査契約締結以前に被験薬が投与

開始された患者も含め、被験薬を使用し

たすべての患者を対象とする。 

大塚眞紀 セルジーン㈱ 

イストダックス®点滴静注用 

10mg 使用成績調査 「再発

又は難治性の末梢性 T細胞

リンパ腫」 

イストダックス®点滴静注用 10mgを投与

された再発又は難治性の末梢性 T細胞

リンパ腫患者を対象とし、使用実態下に

おける安全性及び有効性を把握するこ

とを目的として実施する。 

青木恵美 MSD㈱ 

キイトルーダ®点滴静注 副

作用・感染症・有害事象詳細

調査 

キイトルーダ®点滴静注に関係すると推

定される副作用について医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律に基づく副作用の評

価・報告を行うにあたり必要な情報を、乙

が提供する書式（間質性肺疾患に関連

する調査票）を用い、所定の項目に調査

内容を記入し、指定する期日までに報

告する。また、副作用の経過を示す画像

データ（X 線、CT等）について、個人情

報を匿名化したうえ、乙が指定する期日

までに提供する。 
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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 

菰方輝夫 日本製薬㈱ 

献血ノンスロン５００注射用・

献血ノンスロン１５００注射用 

アンチトロンビンⅢ低下を伴う

門脈血栓症 使用成績調査 

【目的】 

①重篤な肝機能障害(Child-Pugh 分類

Grade C)を有する症例における安全性、

有効性の確認 

②使用実態下における本剤と他の抗凝

固薬の併用状況ならびに併用時の本剤

の安全性、有効性の確認 

③ ｢肝内門脈－門脈本幹以外(脾静

脈・上腸間膜静脈)｣の門脈血栓症

の症例における安全性、有効性の

確認 

 【内容】 

患者背景、肝機能・臨床症状及び臨床

検査値[Child-Pugh 分類、血小板数、Ａ

ＰＴＴ、トロンボテスト(TTO)、AT 活性、

FDP、D-ダイマー、肝機能検査値]、出

血症状、本剤の投与方法、臨床効果(対

象とする血栓の断面積に基づく評価)、

門脈本幹の平均血流速度、最大径、他

の凝固薬、外科処置、凝固薬以外の併

用薬､再発の有無､有害事象 

櫻井一宏 日本製薬㈱ 

献血ノンスロン 500注射用・献

血ノンスロン 1500 注射用 ア

ンチトロンビンⅢ低下を伴う門

脈血栓症 使用成績調査 

【目的】 

①重篤な肝機能障害(Child-Pugh 分類

Grade C)を有する症例における安全性、

有効性の確認 

②使用実態下における本剤と他の抗凝

固薬の併用状況ならびに併用時の本剤

の安全性、有効性の確認 

④ ｢肝内門脈－門脈本幹以外(脾静

脈・上腸間膜静脈)｣の門脈血栓症

の症例における安全性、有効性の

確認 

 【内容】 

患者背景、肝機能・臨床症状及び臨床

検査値[Child-Pugh 分類、血小板数、Ａ

ＰＴＴ、トロンボテスト(TTO)、AT 活性、

FDP、D-ダイマー、肝機能検査値]、出

血症状、本剤の投与方法、臨床効果(対

象とする血栓の断面積に基づく評価)、

門脈本幹の平均血流速度、最大径、他

の凝固薬、外科処置、凝固薬以外の併

用薬､再発の有無､有害事象 

田中裕治 

アクテリオンファー

マシューティカル

ズジャパン㈱ 

トラクリア小児用分散錠 32mg

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。 

トラクリア小児用分散錠を使用した 15 歳

未満の肺動脈性肺高血圧症患者を対

象とし、1 症例当たり 1 年間、2分冊にて

調査する。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。 
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 第 6 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 田中 康博 

■会期 平成 31 年 3 月 9 日(土)  9:00~12:00 

■会場 大会議室 

【プログラム】 

9:00 オリエンテーション 

    開会のことば  臨床研究部長 城ヶ崎 倫久  

 

9:05～9:45 Ⅰ群 座長: 婦人科 鮫島 浩継  

1. たこつぼ型心筋症は予後良好？  第 1 循環器内科 和田 華菜子 

2. 急性骨髄性白血病患者の化学療法中の急性肺障害に対して長期の HFNC で管理した一症例 

  呼吸サポートチーム(RST) 喜山 敏志 

3. Simvastatin は血管内皮細胞にて Interleukin-33 により誘導された Monocyte Chemoattractant  

Protein-1 を抑制する    臨床研究部 梅橋 功征 

4. 抗血栓薬使用患者に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討  外科 本髙 浩徐 

 

9:45～10:35 Ⅱ群 座長: 副臨床検査技師長 船瀬 将一 副臨床工学技士長 宮之下 誠 

5.  総頸動脈の拡張期血流速度による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価    臨床検査科 時吉 恵美 

6.  外来がん患者に対する薬剤師外来業務の導入と現状  薬剤部 松尾 圭祐 

7. Adamkiewicz 動脈同定における撮像方法の検討 放射線科 前嶋 正徳 

8. 当院の急性腎障害に対する持続的腎代替療法導入の現状 臨床工学室 溝口 将平 

9. 新たな食欲不振食への取り組み～たんぽぽ食軟菜バージョン～  栄養管理室 吉田 有希 

 

10：35～10：50 休憩  

 

10:50~11:30 Ⅲ群 座長: 企画課長 伊藤 淳司   副看護師長 大久保 沙織 

10.  頭頸部がん患者にかかわる看護師のやりがい   西 3 階 竪山 仁美 

11.  心不全患者の退院後の生活の実態調査～コンロトール良好な患者・家族の事例より～    東 6 階 西 明日香 

12. 看護補助者の研修の評価と今後の課題  副師長研究会看護補助者チーム 井手 智子  

13. 「全館計画停電」を実施して～問題点と今後の課題～       事務部企画課 海崎 健也 

 

11：30～10：50 審査・休憩  

 

11:50 閉会のことば   会長 鹿児島医療センター院長 田中 康博 
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Ⅰ 
 

 

座長  婦人科 鮫島 浩継  

時間    9：05～9：45 

 

 

演題１ たこつぼ型心筋症は予後良好？ 

第１循環器内科 1）、研修医 2） 

和田華菜子１）、２）、福永研吾 1）、立志公史郎 1）、鎌田博之１）、平峯温子１）、 

楠元啓介１）、髙﨑州亜１）、久保忠弘１）、中島 均１） 

 

演題２ 急性骨髄性白血病患者の化学療法中の急性肺障害に対して長期の

HFNCで管理した一症例 

呼吸サポートチーム（ＲＳＴ） 

研修医１）、麻酔科２）、看護部３）、臨床工学室４）、リハビリテーション室５）、 

第２循環器内科６）、薬剤部７）  

喜山敏志１）、佐保尚三２）、田代裕子３）、宮之下誠４）、黑岩剛成５）、石川裕輔６）、 

松島静香７）、高城佳奈子７）、藤崎友里５） 

 

演題３ Simvastatinは血管内皮細胞にて Interleukin-33 により誘導された

Monocyte Chemoattractant Protein-1を抑制する 

臨床研究部 1）、臨床検査科 2）  

梅橋功征 1）､2）、山本将義 1）､2）、首藤丘宇 1)、竹ノ下葉子 1)、城ヶ崎倫久 1) 

 

演題４ 抗血栓薬使用患者に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討 

 外科 

本髙浩徐、夛田宣裕、吉川弘太、海江田衛、菰方輝夫 
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たこつぼ型心筋症は予後良好？ 

第１循環器内科１）、研修医２） 

和田華菜子１）、片岡哲郎１）、福永研吾１）、立志公史郎１）、楠元啓介１）、鎌田博之１）、 

平峯敦子１）、髙﨑州亜１）、久保忠弘１）、中島 均１） 

 
症例１：65 歳女性 胸痛を主訴に救急搬送。心電図で ST 上昇あり、心エコーでは心基部の過収縮と心室

中隔中部から心尖部にかけての高度壁運動低下あり。緊急冠動脈造影施行し冠動脈に有意狭窄なし、左室

造影所見よりたこつぼ型心筋症と診断。点滴、内服加療施行。心不全や不整脈合併なく経過し、壁運動も改

善し入院 11病日に自宅退院。 

症例 2：78歳女性 胸痛と呼吸困難を主訴に救急搬送。心電図では QSパターンを伴う ST上昇あり、心エ

コーでは心基部の過収縮と心室中隔中部から心尖部にかけての高度壁運動低下、肺高血圧の合併あり。胸

写では肺うっ血と胸水貯留を認めた。緊急冠動脈造影施行し冠動脈に有意狭窄なし、カテーテル検査中に

VT/VF 出現し心臓マッサージ施行。IABP 挿入し、NPPV 装着し ICU 管理。頻脈性心房細動を合併し、ST

上昇遷延、心不全コントロール不良。入院 12病日に突然の心停止あり、心エコーでは心嚢液貯留を認め心破

裂と診断。永眠。 

たこつぼ型心筋症は胸痛等を主訴とし、心電図変化、左室壁運動低下を伴い急性心筋梗塞との鑑別が必

要なしばしば救急外来で遭遇する疾患である。たこつぼ型心筋症は一般的に予後良好な疾患とされているが、

稀に心破裂などの重篤な合併症を認める場合がある。たこつぼ型心筋症において、予後良好に経過した症例

1 と心破裂を合併した症例 2の経験より、予後不良例の予測因子について文献的考察を交えて発表する。 

 

 

 

急性骨髄性白血病患者の化学療法中の急性肺障害に対して長期の HFNCで管理した

一症例 
呼吸サポートチーム(RST) 

研修医１）、麻酔科２）、看護部３）、臨床工学室４）、リハビリテーション室５）、第２循環器内科６）、

薬剤部７） 

喜山敏志１）、佐保尚三２）、田代裕子３）、宮之下誠４）、黑岩剛成５）、石川裕輔６）、 

松島静香７）、髙城佳奈子７）、藤崎友里７） 

 
【背景】 

抗癌剤治療の副作用として肺炎などの呼吸器障害があるが白血病などの血液悪性腫瘍疾患で使われる

抗癌剤は血液細胞をターゲットにするため、骨髄がより強力に抑制されやすい。そのため白血球減少による肺

炎も重篤になりやすく、その呼吸管理に難渋することがある。今回、呼吸サポートチーム(RST)が急性骨髄性

白血病患者の出血傾向のある重症肺炎に対して侵襲的気管挿管を回避して 7か月の長期にわたるHFNCで

管理した症例を経験したので報告する。 

【臨床経過】 

患者は 48歳男性。身長 166.9cm、体重 65.2kg。既往歴は 2016年 8月狭心症の診断で PCI歴あり。2015

年 9月中旬、食欲不振を主訴に近医受診。白血病疑いで当院紹介入院となった。骨髄検査結果から急性骨

髄性白血病(AML-M1)と診断され 2016 年 3 月まで化学療法を行い寛解となったが呼吸器症状はなかった。

2017 年 9 月 38 度台の発熱症状があり再発と診断され再び化学療法が開始された。開始 3 日目頃より呼吸

苦を訴え頻回の咳嗽と血痰の喀出が持続し、また経鼻投与(5L)で SPO2 90%と酸素化が保たれなくなったの

で RSTが呼吸管理を行うこととなった。CTでは肺野全体に多発する air bronchogramを伴う結節影と区域性

のスリガラス陰影を認め、聴診では coarse crackle が聴取された。血液検査では WBC270/μl、PLT2500/μl で

あった。化学療法は重症肺炎の合併に伴い中止され、抗菌治療が継続された。気管挿管などの侵襲的な呼

吸管理は出血のリスクも考慮し主治医、本人も希望されず、非侵襲的陽圧換気（NPPV）または HFNC を行う

こととなったが咳嗽と血痰喀出が続いていることより NPPVよりも出来るだけ加湿のできる HFNCで管理する方

針とした。仰臥位になると呼吸苦が出るため数か月座位のままHFNCを装着し 7か月後に軽快退院となった。 

【まとめ】 

急性骨髄性白血病患者の出血傾向のある重症肺炎に対して侵襲的気管挿管を回避して 7 か月の長期に

わたる HFNCで管理した症例を経験した 
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Simvastatin は血管内皮細胞にて Interleukin-33 により誘導された Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 を抑制する 

臨床研究部 1）、臨床検査科 2） 

梅橋功征 1）2）、山本将義 1）2）、首藤丘宇 1）、竹ノ下葉子 1）、城ヶ崎倫久 1） 

 

【背景】 

Interleukin(IL)-33 は IL-1 ファミリーに属する炎症サイトカインの一つで近年、動脈硬化への関与が報告さ

れつつある。一方、Monocyte Chemoattractant Protein-1（MCP-1）は、白血球遊走により血管炎症および動

脈硬化に関与しており、IL-33が血管内皮細胞に作用しMCP-1を誘導するとの報告がある。Statinは抗炎症

作用があることが知られており、今回、血管内皮細胞にて IL-33によるMCP−１発現への Simvastatinの作用

を検討した。 

【方法】 

ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いた。解析には、RT-PCR 法、ELISA 法、Western Blotting 法、選択的シグナ

ル阻害剤による抑制実験を行った。また Simvastatinの作用を確認した。 

【結果】 

IL-33 は濃度、時間依存的に MCP−１の mRNA およびタンパク質の発現を増加させた。JNK の選択的シ

グナル阻害剤 SP600125 はMCP-1 の発現を抑制した。Simvastatin は IL-33 によって増加した MCP-1 の発

現および分泌を抑制し、JNK を有意に抑制した。 

【結語】 

血管内皮細胞において Simvastatinは JNK を抑制することで IL-33 によって誘導された MCP-1の発現を

抑制した。 

 

 

 

 

抗血栓薬使用患者に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討 
外科 

本髙浩徐、夛田宣裕、吉川弘太、海江田衛、菰方輝夫 

 
【背景と目的】 

高齢化社会における医療現状において抗血栓薬を内服する患者は増加しており、緊急手術の際は出血

や術後合併症に注意が必要となる。今回、抗血栓薬内服中の急性胆嚢炎症例に対する緊急腹腔鏡下胆

嚢摘出術を後方視的に調査し、非内服症例と比較・検討することで、その安全性を評価した。 

【方法】 

2015年 1月から 2018年 3月までに急性胆嚢炎の診断で緊急胆嚢摘出術を行った 77症例中、 腹腔鏡

下胆嚢摘出術を行った 28 例を対象とした。手術直前まで抗血栓薬を内服していた 9 例（投与群：抗血小板

薬内服 7 例 抗凝固薬内服 0 例 抗血小薬板+抗凝固薬内服 2 例）を非投与群の 19 例（非投与群）と比

較し、手術時間、出血量、輸血の有無、術後滞在日数、術後合併症に関して検討した。 

【結果】 

患者背景は投与群で有意に高齢（74 歳 vs 63 歳）であった。手術時間（92 分 vs 97 分）、出血量（51ml 

vs 33ml）、輸血の有無、術後滞在日数（13.3日 vs 7.5 日）であり、いずれも有意差を認めなかった。 

【結論】 

抗血栓薬内服患者の急性胆嚢炎の緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術でも慎重な手術操作と適切な止血を行え

ば安全に施行できる。 
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座長  副臨床検査技師長  船瀬 将一 

 副臨床工学技士長  宮之下 誠 

時間  9:45～10:35 

 

 

演題５ 総頸動脈拡張期血流速度による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価 

 臨床検査科  

時吉恵美、梅橋功征、富園正朋、宮﨑いずみ、山本理絵、岡村優樹、原田美里、 

本山 眞弥 

 

演題６ 外来がん患者に対する薬剤師外来業務の導入と現状 

薬剤部  

松尾圭祐、永石浩貴、鳥山陽子、林淳一郎、尾之江剛樹 

 

演題７ Adamkiewicz動脈同定における撮像方法の検討 

放射線科  

前嶋正徳、室屋英人、北口貴教、本村登 

 

演題８ 当院の急性腎障害に対する持続的腎代替療法導入の現状 

臨床工学室 

溝口将平、日高 優、下村航己、戸田拓弥、植囿航太、倉見谷耕太、宮久保和久、 

中村光良、淵脇陽一、宮之下誠 

 

演題９ 新たな食欲不振食への取り組み～たんぽぽ食軟菜バージョン～ 

栄養管理室 

吉田有希、井上世雅、髙城佳奈子、花田道代 
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総頸動脈拡張期血流速度による大動脈弁閉鎖不全症の重症度評価 
臨床検査科 

時吉恵美、梅橋功征、富園正朋、宮﨑いずみ、山本理絵、岡村優樹、原田美里、 

本山眞弥 

 
【目的】 

心臓超音波検査による大動脈弁閉鎖不全症（Aortic Regurgitation；AR）の重症度評価では間接的所見

として腹部大動脈の拡張期逆行性血流が知られている。総頸動脈の拡張期血流速度（End Diastolic flow 

Velocity；EDV）も低下すると言われているが、AR の重症度で比較した研究は少ない。今回、総頸動脈の

EDV と ARの重症度の関連を後方視的に検討したので報告する。 

【方法】 

2013 年 3 月～2018 年 3 月に当院の AR 術前検査で心臓超音波検査と頸動脈超音波検査を同時期に

実施した患者 54名を AR術前群、2017年 3月～2018年 3月に脳ドックで頸動脈超音波検査を実施した患

者 36 名を対照群として比較した。大動脈弁狭窄症合併例や頸動脈の有意狭窄例は除外し、危険率 5%未

満を統計学的有意差とした。 

【結果】 

重度 AR群は 37名、中等度 AR群は 17名だった。血流速度に左右差はなかった。AR術前群は対照群

と比較すると総頸動脈の EDVは有意に低下した。また、重度 AR群は中等度 AR群と比較すると総頸動脈

の EDV は有意に低下した。総頸動脈の EDV は PHT(Pessure Half time)と有意な相関関係があった。ROC

解析では重度ARとなる総頸動脈のEDVのカットオフ値は 4.60cm/s(感度 62.2％、特異度 82.4％)となった。 

【結語】 

総頸動脈の EDV は ARの重症度評価の一助になり得ると考えられた。 

 

 

 

 

外来がん患者に対する薬剤師外来業務の導入と現状 
薬剤部 

松尾圭祐、永石浩貴、鳥山陽子、林淳一郎、尾之江剛樹 

 

【背景】 

当院では外来がん患者を対象に薬剤師外来業務の導入、がん患者指導管理料ハ(以下:指導料ハ)の算

定を 2018年 7月より開始した。導入後の介入状況について事例を含めて報告する。 

【方法】 

2018年 7月-11月の指導料ハの算定状況、介入内容等について調査を行った。 

【結果】 

上記期間での指導料ハの算定は 78件、提案件数は 44件であった。薬剤の追加・中止・用量変更 37件、

オーダ漏れ依頼 5件、検査オーダ追加 2件であった。提案の受け入れ率は 89%であった。 

症例報告:weekly PTX 施行中。耐糖能異常有り。HbA1c 7.4%へ上昇し、糖尿病内科に紹介予定。血糖

悪化はデキサメタゾン(以下:DEX)の影響と考え、消化器・過敏症状の発現歴ない旨確認。医師へ DEX 漸

減法を提案し実施となり、HbA1cは正常値へ推移し、糖尿病内科の介入は不要となった。 

【結語】 

薬剤師外来業務は、副作用管理の向上、病院経営への貢献に繋がると思われる。薬剤師の介入により

他科の介入が不要となる事例もあり、医師の業務軽減にも寄与できると思われる。今後、より多くの患者へ介

入できるよう取り組んでいきたい 
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Adamkiewicz動脈同定における撮像方法の検討 
放射線科 

前嶋正徳、室屋英人、北口貴教、本村 登 

 
【背景・目的】 

放射線部ではワークステーションを使用し CT・MRI・RI 画像から診断や手術に有用な画像の提供を行っ

ている。以前から要望のあるAdamkiewicz動脈同定についてもその一つである。当院では、経静脈的に造影

剤を注入する経静脈性 CTAngiograpy（CTA）と、心カテ室にてカテーテルを大動脈に留置した後、CT 室に

移動して造影剤を注入する経動脈性 CTA の 2 種類の方法を採用している。抽出能を比較した当院での研

究では、経動脈性 CTA の方が優れていた。今回、経静脈性 CTA における Adamkiewicz 動脈の抽出能向

上に繋がった取り組みについて報告する。 

【対象】 

2014 年 3 月～2018 年 12 月に Adamkiewicz 動脈同定目的に CTA を行った 119 例（男女比率 93：26、

平均年齢 70.4±8.9）。 

【検討項目】 

a.造影剤注入からの撮像開始のタイミング 

b.血管拡張薬（ミオコールスプレー）の作用時間 

【方法】 

a.ボーラストラッキング法にて撮像を行った群とテストインジェクション法にて撮像を行った群の比較を行っ

た。 

b.ミオコールスプレー投与後に血圧測定を行っていない群と投与直後から 1分おきに血圧測定を行い、通

常時血圧より 10mmHg降下した時点で撮像を開始した群の比較を行った。 

【結果】 

a.テストインジェクション法で撮像を行う方が高い抽出能を示した。 

 b.血圧測定を行い、撮像を開始した群の方が高い抽出能を示した。 

【結論】 

検討を行った 2項目を取り組むことで、経静脈性 CTAにおける Adamkiewicz動脈の抽出能が向上した。 

 

 

当院の急性腎障害に対する持続的腎代替療法導入の現状 
臨床工学室 

溝口将平、日高 優、下村航己、戸田拓弥、植囿航太、倉見谷耕太、宮久保和久、 

中村光良、淵脇陽一、宮之下誠 

 

【はじめに】 

持続的腎代替療法(Conteinuous Renal Replacement Therapy：CRRT)は急性腎障害(Acute Kidney 

Injury：AKI)に対する治療法の一つとして認知されている。今回、当院で AKI と診断された患者に対する

CRRT導入の現状を調査した。 

【対象】 

2017年 1月から 12月に当院 ICUにて AKI と診断され CRRTを施行した 59名のうち、CKDの既往がな

い 28名を対象とした。 

【方法及び検討項目】 

導入契機、CRRT平均施行期間、CRRT導入時の KDIGO分類、BUN、Cr、尿量、転帰。 

【結果】 

導入契機は心外術後 21%、CHF が 21%、IHD が 10%、敗血症が 15%、CPA 蘇生後が 8%、その他が

25%であった。CRRT 平均施行期間は 6.3±4.5 日、導入時の KDIGO 分類はステージ 1 が 3%、ステージ 2

が 38％、ステージ 3 が 60%であった。BUN は 63.1±45.3mg/dL、Cr は 3.1±3.0mg/dL、尿量は

0.55±0.54ml/kg/hr であった。転帰は死亡が 50%、維持透析移行が 15%、離脱が 35%であった。 

【まとめ】 

AKI は単独で発症することは少なく、多臓器不全の 1 分症として発症し重症症例となるケースが多い。当

院では心疾患が契機となった AKIが約 50%であった。また、導入時 KDIGO分類はステージ 3 が最も多く、

転帰は死亡が最も多い結果となった。CRRT 導入のタイミングによる予後に対するエビデンスはないが、海外

では早期導入を支持する研究もあり、何らかの導入基準の検討は必要と考えられる。 
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新たな食欲不振食への取り組み～たんぽぽ食軟菜バージョン～ 

栄養管理室 

吉田有希、井上世雅、髙城佳奈子、花田道代 

 
【目的】  

当院では食欲不振の方を対象とした「たんぽぽ食」の提供を行っている。たんぽぽ食は普通食形態を基

本としており、軟菜形態を希望する食欲不振の方の対応に難渋している。そこで今回、たんぽぽ食の軟菜

バージョンという新たな食種作成の取り組みについて報告する。 

【方法】 

食事摂取量不良者の割合が多い血液内科・腫瘍内科・消化器内科・耳鼻科に入院中の患者を対象に、

食事に対する問題点や症状のある時に食べたいもの等についてアンケートを実施。 

【結果】 

対象者 59 名、回答者 52 名(回収率 88％)。治療後何らかの症状があると回答した方は 28 名(54％)と

半数以上であった。各診療科で症状の種類は異なるが、症状出現時に食べたい料理としては、そばやソー

メン・うどんなどの麺類や果物やゼリーなどの冷たいさっぱりとしたものの回答が共通して多かった。 

【考察】 

食欲不振が続くと栄養状態の低下や全身状態の悪化を引き起こし治療にも影響を及ぼす。これまで軟菜

形態に対応した食欲不振食がないために個別食にて対応し、栄養士と調理師の業務が煩雑化していた。新

たな食種作成により、個別食の減少と業務のスリム化を図るとともに、患者の喫食率の改善による治療効果

や満足度の向上に寄与していきたい。 
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座長  企画課長   伊藤 淳司 

  副看護師長  大久保 沙織 

時間  10:50～11:30 

 

 

演題 10 頭頸部がん患者にかかわる看護師のやりがい 

西 3階病棟  

 竪山仁美、前田 栞、田山麻衣、川畑博美、池田智子 

 

 演題 11 心不全患者の退院後の生活の実態調査～コントロール良好な患者・家族

の事例より～ 

 東 6階病棟  

 西明日香、岩本安以里、石神えり、丸目芳美、福元京子 

 

演題 12  看護補助者の研修の評価と今後の課題 

副看護師長研究会看護補助者チーム   

井手智子、田代祐子、栗脇千春、徳永志保、藪田由紀子、柏木千穂、 

尾辻真由美、鮫島初美、脇田みつ子 

 

演題 13 「全館計画停電」を実施して～問題点と今後の課題～ 

事務部 企画課 業務班長  

海崎健也 
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頭頸部がん患者にかかわる看護師のやりがい 
西 3階病棟 

竪山仁美、前田 栞、田山麻衣、川畑博美、池田智子 

 
頭頸部がん患者に携わる看護師にどのような思いが存在し、やりがいへ繋げているのかを明らかにする

ことを目的に取り組んだ。私達は「やりがい」を「看護師が看護ケアを通じて得られる喜びやその後の看護

意欲を高めるような満足感・充実感」と定義した。 

研究の対象は耳鼻咽喉科病棟に勤務し、がん看護経験年数 2年目以上の看護師 9名である。方法は、

半構成面接を実施し帰納的な質的分析を行った。倫理的な配慮として、倫理委員会の承諾を得た。結

果は、9 のカテゴリー、26 のサブカテゴリー、107 のコードが抽出された。頭頸部がん患者にかかわる看護

師の思いとして【医療者間で生じる思い】【ボディイメージ変化に対する困惑】【頭頚部がんの進行・症状

に対する知識・経験不足】【受け持ち看護師としての患者への思い】【患者、家族の望みを叶えてあげた

いという思い】【患者との関わりで変化した思い】【がん看護を続ける上での心の拠り所】【看護ケアを行う

中での葛藤】【頭頚部看護に対する困惑】が明らかとなった。 

特に【受け持ち看護師としての患者への思い】にはスピリチュアルペインへの対応もあり、これは先行文

献の「自分の看護を振り返り内省することで成長するきっかけになっている」ことと一致した。今回抽出し

た看護師の思いは「やりがい」につながっていると考察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心不全患者の退院後の生活の実態調査～コンロトール良好な患者・家族の事

例より～ 

東６階病棟 

西明日香、岩本安以里、石神えり、丸目芳美、福元京子 
 

再入院することなく自宅で療養生活を送っている患者・家族が、どのように自宅で心不全をコントロー

ルし生活しているのか明らかにし、効果的な退院指導に活かしたいと考え研究に取り組んだ。対象は

49～91 歳の心不全患者・家族 10 世帯で、半構造的インタビューを行った。倫理的配慮として鹿児島

医療センター倫理委員会で承認を受けた。 

患者のインタビューは 162 のコードより構成され１３のカテゴリーに分類された。家族のインタビューは

18のコードより構成され、6つのカテゴリーに分類された。患者・家族からは①症状の有無、体重や血圧

を把握して塩分・食事・水分量の調整を行っている②無理をしないことを心がけ、心負荷の少ない活

動を選択し患者家族で役割分担を行っている③将来の目標や希望を持ちストレスの軽減を行う④水

分・塩分の制限や仕事の調整が困難だと感じる⑤規則正しい生活リズムや食事がコンプライアンスにも

良い影響を及ぼし、良好な心不全コントロールへとつながっている、ことが明らかになった。 

今後の生活指導に活かしていく内容は、①患者の嗜好品を把握し、食べ方や調理方法を検討し、

患者・家族両方への指導、②日常生活上での活動量や仕事量を考慮した、水分制限の設定や代替

え案の提案、③就労状況を把握し、社会資源等の提案・調整、である。患者の価値観や生活習慣に

応じた個別性のある退院指導につなげていきたい。  
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看護補助者の研修の評価と今後の課題 
副看護師長研究会看護補助者チーム 

井手智子、田代祐子、栗脇千春、徳永志保、藪田由紀子、柏木千穂、 

尾辻真由美、鮫島初美、脇田みつ子 

 

【目的】 

鹿児島医療センター看護部では平成 30 年度より副看護師長研究会が看護補助者の教育担当に

なった。看護補助者とは、「看護チームの一員として看護の専門的判断を要しない療養上の世話業務

および診療の補助に関わる周辺業務を行う者」である。また急性期看護補助体制加算の要件として、

看護補助者は基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年 1回以上受講する必要がある。そこで、

今年度の研修は「看護補助者業務範囲、移送、患者誤認防止、感染管理」の内容を実施した。今年

度実施した研修の評価を報告する。 

【方法】 

看護補助者 39名に研修後のアンケートを実施し分析する。 

【結果】 

アンケート結果より、研修内容は 91％が「有意義である」と回答し、93%が「内容を理解できた」と回

答していた。また、98%が「今後の業務に活かせる」と回答していた。意見として、「日々の業務の見直し

になり知識技術の再確認ができる」という意見が多く聞かれた。意見交換の中で、実際の看護助手業

務と看護助手マニュアルの内容に差があり、見直しが必要なことがわかった。 

【結論】 

看護補助者の研修は効果が見られた。今後は、看護補助者マニュアルの見直しと周知が必要であ

る。 

 

 

 

「全館計画停電」を実施して～問題点と今後の課題～ 

事務部 企画課 業務班長 

海崎健也 

 
平成 30年 11月に実施した全館計画停電作業は、当院で約５年間実施していなかった。 

平成 30年 6月に発生した大阪地震の際に、国立循環器病研究センターが停電を伴う自家発電機の

点検作業を 5 年以上実施しておらず、設備に不具合が起きたことを発端として実施することとなったが、

本来このようなことがないように、停電を伴う電気工作物の点検は法律で義務づけられているものであ

る。 

停電作業で準備したこと及び、実施後に判明した問題点や今後の課題を明示するとともに、この作業

を一過性のものにせず、継続して実施していくことの重要性を職員へ周知し、引き継いでいくことが必要と

考えた。 
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編集後記 
 

 
 

この臨床研究部業績年報は、平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までの当院の研

究活動報告をまとめたもので第 19号となります。 

 

毎年機構本部が各施設の①治験・EBM 臨床研究 ②競争的資金獲得額 ③特

許・知的財産収入 ④論文や学会などの業績発表の 4 つのカテゴリーの臨床研究業

績をポイントにして評価を行っています。今年度より「研究倫理教育 e ラーニングプロ

グラム（eAPRIN）」の受講歴のない研究者についてはポイントが付与されず、業績とし

て評価されないことになりました。全ての研究者及び研究の管理・運営に携わる全て

の職員の方には eAPRIN を受けていただくようお願いいたします。 

臨床研究部は鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の連携大学院になっていま

す。大学院生として在籍していた検査科の梅橋功佂君の論文が平成 30 年１月に

PLoS One に掲載され、同年 3月 19日の鹿児島大学大学院の学位論文公開審査を

受け、5 月に医学博士を取得しました。当院で働きながら医学博士を取得したい人は

大歓迎ですので、臨床研究部までご連絡ください。 

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、ご協力頂きました関係

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 
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