特定非営利活動法人 中日本PCI研究会 主催

第9回 中日本 Case Review Course
プログラム・抄録集
テ ー マ ｢技術の継承｣
ＣＶＩＴ専門医認定医資格更新単位
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会期：2016年5月14日（土）10時 〜17時
会長：尾崎

和幸 （新潟大学医歯学総合病院）

会場：大手町サンケイプラザ
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第 9 回 中日本 Case Review Course
会長挨拶

第９回中日本 Case Review Course 開催にあたりご挨拶申し上げます。
ゴールデンウィークも終わり、今年も中日本 Case Review Course の時期が参りました。例年、こ
の会では症例検討を通して、心血管インターベンションに関する知識や経験を共有し、日々の診療
に還元することを行ってまいりました。そして、現在の Evidence based medicine（EBM）を確認し、
その意味、その解釈、その限界と EBM を超えた治療の可能性を議論する場となっております。「一
例一例をより深く検討すること」が、何より本会の特徴と考えております。
現在は冠動脈インターベンション（PCI）の 90% 以上に薬剤溶出性ステント（DES）が用いられてお
り、PCI は成熟の時代を迎えたとも言われております。その中において、未解決の問題である「DES
再狭窄」を今回のテーマの一つといたしました。また、数年前より薬剤溶出性バルーン（DCB）が使用
可能となり、最近では方向性冠動脈粥腫切除術（DCA）の復活もあり、数種類のスコアリグバルーン
の存在と併せ、金属ステントを用いない PCI が徐々に注目されてきておりますが、その「ステントレ
ス PCI」をもう一つのテーマといたしました。内容のある討論ができるものと期待しております。そ
して、今回も PCI の匠である加藤修先生にアドバイザーをお願いし、慢性完全閉塞病変（CTO）の
ケースレビューを設けました。中日本 PCI 研究会は「技術の継承」をテーマに掲げておりますが、最
先端で活躍する加藤先生から少しでも多くのことを学んでいただければと考えております。本会が
少しでも参加して頂いた皆様の明日からの診療の一助となれば幸いです。
最後になりましたが、本コース開催にあたりご尽力いただきました先生方、コメディカルの方々、
医療機器、製薬会社、事務局の方々に深く御礼申し上げます。

新潟大学大学院医歯学総合研究科

循環器内科学

先進心肺血管治療学講座
尾崎
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和幸

第 9 回 中日本 Case Review Course
会場

メディカル
大手町サンケイプラザ

10:00
10:05

開会の挨拶

コメディカル

3 階 （301，302）

尾崎

3 階 （303，304）

和幸
コメディカルセッションは午後からのスタートです。

Case Review session 第一部
「ステントレス PCI 症例」
座長
阿部
武藤

大手町サンケイプラザ

七郎 （獨協医科大学病院 心臓・血管内科）
（埼玉県立循環器・呼吸器病センター
誠
循環器内科）

コメンテーター
保屋野 真 （新潟大学医歯学総合病院 循環器内科）
中西 啓太 （三愛病院 循環器科）
柳川 貴央 （新潟大学医歯学総合病院 循環器内科）

11:40
11:50

ケースプレゼンター
（福井県立病院 循環器内科）
①山村 遼
「特発性血小板減少性紫斑病に急性心筋梗塞を併
発した症例」
（新潟市民病院 循環器内科）
②西田 耕太
「ステントレス PCI」
③小宮山 知夏 （虎の門病院 循環器センター内科）
「AMI 症例」

ランチョンセミナー１

ランチョンセミナー２

（共催：ニプロ株式会社／株式会社グッドマン）

「Drug Eluting Balloon ISR、小血管」
座長

尾崎

「生体吸収性スキャフォールド開発の歴史と期待」

和幸

（新潟大学大学院

座長
医歯学総合研究科 循環器内科学）

演者 多田 朋弥 （静岡県立総合病院 循環器内科）
「OCT によるステント内再狭窄病変に対する DCB
の治療効果予測」

12:50
13:00

（共催：アボット バスキュラージャパン株式会社）

高瀬
内山

真一
隆史

（高瀬クリニック）
（戸田中央総合病院）

演者 西尾 壮示 （草津ハートセンター）
「BRS の歴史：Igaki-Tamai Stent 10yes FU」

（藤田保健衛生大学病院）
演者 村松 崇
演者 田口 功
「BRS Technology Overview
（獨協医科大学越谷病院 循環器内科 主任教授）
~Igaki-Tamai ステントからの系譜 ~」
「DCB を用いた Stent less PCI」

Case Review session
「DES reste 症例」
座長
塩野
小堀

第二部

教育講演１
「12 誘導心電図で虚血性心疾患を察知する」

方明（北里大学メディカルセンター 循環器内科）
裕一（戸田中央総合病院 心臓血管センター内科）

座長
（新潟大学医歯学総合病院 臨床工学技士）
岡田 隆
五十嵐 直大 （新潟市民病院 臨床工学技士）
（甲府共立病院 循環器内科）
車谷 容子
演者
渡辺 重行 （筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
茨城県厚生連総合病院
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水戸協同病院）

14:40

コメンテーター
コメディカル演題１
板本 智恵子 （長野中央病院 循環器内科）
「タイムアウト導入とその成果」
田中 孔明 （新潟市民病院 循環器内科）
（新潟大学医歯学総合病院 看護部）
小林 剛 （山梨大学医学部附属病院 循環器・呼吸器科） ①安井 望
「当院のタイムアウト」
②小野塚 直樹 （新潟市民病院 放射線技術科）
ケースプレゼンター
④景山 倫也 （那須赤十字病院 循環器内科）
「PCI における患者リスク 〜リスク低減を目指して〜」
「左冠動脈回旋枝に PCI を施行した一症例」
⑤佐久間 理吏 （獨協医科大学病院 心臓・血管内科）
「DES reste 症例」
⑥井上 芳郎 （埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科）
「PSS を伴う Cypher stent ISR にたいして PCI を
試みた症例」

14:50

コーヒーブレイクセッション１

コーヒーブレイクセッション２

（共催：バイエル薬品株式会社）

「FXa 阻害薬に期待する血管保護作用」
座長

尾崎

15:30
15:40

「PCI 後の抗血小板療法

和幸

座長

（新潟大学大学院

演者

（共催：サノフィ株式会社）

医歯学総合研究科 循環器内科学） 演者

小田 弘隆 （新潟市民病院 副院長）
小林 欣夫
（千葉大学大学院医学研究院

東條 美奈子

（北里大学大学院医療系研究科

Case Review Session
「CTO review」

循環器内科学

教授）

循環器内科学 准教授）

第三部

コメディカル演題２
「New デバイス使用開始に伴う、コメディカルの関
わり」、
「施設の工夫」

座長
加藤 修
大井田 史継 （高瀬クリニック 循環器科）
コメンテーター
（深谷赤十字病院 循環器科）
関口 誠
船田 竜一 （群馬大学医学部附属病院 循環器内科）
下地 顕一郎 （済生会宇都宮病院 循環器内科）

ケースプレゼンター
①下地 顕一郎 （済生会宇都宮病院 循環器内科）
「難渋した CTO 症例」
（深谷赤十字病院 循環器科）
②関口 誠
「難渋した CTO 症例」

17:00
終了
閉会
挨拶

-up-to-date」

千栄会

高瀬クリニック
長岡 秀樹

座長
（高瀬クリニック 診療放射線技師）
佐野 始也
（埼玉県立がんセンター 診療放射線技師）
田島 修
（新潟医療センター 循環器内科）
杉浦 広隆
演者
（高瀬クリニック 臨床工学技士）
①金内 昭憲
「エキシマレーザー心内リード抜去システムを導
入する際の臨床工学技士の取り組み」
②山崎 まゆみ （立川綜合病院 臨床検査科）
「laser 導入に際して」
（新潟市民病院 臨床工学技士）
③馬場 亮平
「当院での DCA 治療 〜臨床工学技士の役割〜」
④田島 修 （埼玉県立がんセンター 診療放射線技師）
「診断参考レベルの設定下における全国循環器撮
影研究会が行う被ばく線量低減推進施設認定の
紹介」
「経皮的肺動脈形成術（BPA）におけるグレーデ
ル効果を用いた被曝線量低減技術の評価」
⑤五十嵐 直大 （新潟市民病院 臨床工学技士）
「東芝製カテ室病棟連携システムの構築と使用経験」
（新潟市民病院 診療放射線技師）
⑥番場小夜子
「放射線防護メガネの比較検討と被曝低減に向け
た取り組み」
千栄会

高瀬クリニック
佐野 始也

運営委員会
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Case Review Session

第一部 『ステントレス PCI 症例』

特発性血小板減少性紫斑病に急性心筋梗塞を併発した症例
山村

遼（福井県立病院

循環器内科）

はじめに
特発性血小板減少性紫斑病（Idiopathic thrombocytopenic purpura: ITP）症例に合併する急性心筋梗
塞（AMI）の報告は少ない。ITP に併発した AMI に対して PCI は有用だが問題点も多い。一般的に
ITP に対して抗血小板療法は禁忌であり、血栓溶解療法も禁忌である。抗凝固療法、抗血小板療法に
は細心の注意が必要である。
【症

例】 78 歳

男性

【主

訴】 胸痛・嘔気

【現 病 歴】 某日プールで泳いだ後、胸痛、嘔気を認め緊急搬送となる。救急車内のモニター心電図
で ST 上昇を認めた。
【冠危険因子】 高血圧症（+）、糖尿病（+）、脂質異常症（+）、喫煙（‑）
【既 往 歴】 70 歳頃

高血糖を指摘されたが無加療

72 歳

高血圧症

74 歳

他院で ITP と診断されステロイド治療開始

【検査所見】 Labo data： WBC 6900, Hb 13.1, Plt 4.7 万 BUN 23.0, cre 1.42,
CPK 98（CK-MB 3.5）, H-FABP 16.5, BS 186, HbA1c 7.0
ECG：HR 76bpm, Sinus, V5V6 で ST 低下有り。II、III、AVF の陰性 T
UCG：心尖部から遠位側壁の無収縮あり、大動脈異常なし
【経

過】 救急部で急性冠症候群と診断、アスピリン 200㎎経口内服。ヘパリン 5000 単位静脈注射。
出血リスクを考慮し、6F 右橈骨動脈アプローチで緊急心カテ開始。しかしカテの安定が
悪く、7F 右大腿動脈アプローチに変更。

【CAG 所見】

#13-99%

TIMI-I

#1-2
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90%

Case Review Session

第一部 『ステントレス PCI 症例』

ステントレス PCI
西田
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耕太（新潟市民病院

循環器内科）

Case Review Session

第一部 『ステントレス PCI 症例』

AMI 症例
小宮山
【症

例】 57 歳男性

【主

訴】 胸痛

知夏（虎の門病院

循環器センター内科）

【現 病 歴】 20XX 年 X 月 14 日倦怠感や背部痛などの感冒様症状を自覚していた。20 日 15 時 30 分よ
り持続する胸痛が出現し、18 時ごろ増強したため近医を受診したが、特に問題は指摘さ
れず帰宅した。21 日も症状が持続したため、救急病院を受診するも、異常を指摘されず
再度帰宅となっていた。22 日朝に一旦症状が消失したが、24 日夕方ごろより再度胸痛が
出現したが再び症状は軽快した。25 日出勤中に胸痛を再度自覚し当院を独歩で受診され
た。心電図で V2-5 の ST 上昇をみとめたため検査室より当科へ緊急連絡があり、急性心
筋梗塞が疑われたため緊急 CAG を施行した。尚、Vital は BP 100/62 mmHg, HR 81/min,
SpO2 97%, BT 37.0℃と安定していた。
CAG では、#6 に完全閉塞病変と RCA からの collateral をみとめた。LAD は拡張性病変
であり collateral からの情報を考慮すると多量の血栓の存在が考えられた。
【冠危険因子】 なし
【既 往 歴】 なし
【検査所見】 Labo data : WBC 6100, Hb 14.7, BUN 17, Cr 0.85, CK 615, CK-MB 49.9, LDL, 102 ,
HDL 35, HbA1c 6.0
ECG: ST elevateon in V2-5
UCG: 中隔壁心尖部領域の hypikinesis 所見あり
【CAG 所見】 LAD #6 total
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Case Review Session

第二部 『DES reste 症例』

左冠動脈回旋枝に PCI を施行した一症例
景山

倫也（那須赤十字病院

循環器内科）

【症

例】 78 歳 男性

【主

訴】 労作時の胸痛

【経

過】 元来、近医で高血圧、高尿酸血症、糖尿病で内服治療を受けていた。2015 年 12 月頃より、
急ぎ足で歩いたり、重いものを持った際に胸痛を自覚するようになったため当院へ紹介と
なった。
心エコー図検査において、後側壁領域の壁運動の低下を認めており、胸部症状が典型的で
あったことなどから、狭心症の疑いで冠動脈造影検査を行った。

【冠危険因子】 高血圧、糖尿病、喫煙 100 本 / 日
【既 往 歴】 2010 年鼠径ヘルニアの手術
【内 服 薬】 リオベル配合錠、フェブリク（10）
、フルバスタチン（20）
、オルメテック（20）
、
ネキシウム（20）
、テノーミン（50） 1 錠分 1 朝
【検査所見】 心電図：洞調律、軸偏位なし、平坦 T 波あり、Q 波なし
心エコー図：後壁に軽度の壁運動低下あり、EF63％、弁膜症なし
血液検査：BUN: 20 mg/dl, Cre: 1.23mg/dl, HbA1c: 6.4%,
冠動脈造影：RCA hypoplasia #1: 50% 狭窄 LAD#7: 50% LCX dominant #12 : 90%
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Case Review Session

第二部 『DES reste 症例』

DES reste 症例
佐久間

理吏（獨協医科大学病院

心臓・血管内科）

60 歳代、男性
本年 4 月 26 日頃から安静労作を問わない前胸部痛を自覚し、徐々に頻回に出現するようになったため 5
月 2 日近医を受診したところ胸痛が治まらなくなった。心電図前胸部誘導で ST 上昇を認めたため、急
性冠症候群を疑われ当院へ緊急搬送された。来院直前に胸痛は消失し来院時心電図では ST 上昇は消失
しており、緊急冠動脈造影検査を施行したところ、左前下行枝近位部に有意狭窄を認めた。
【既 往 歴】 出血性胃潰瘍の加療歴があるが本年 1 月検診では上部消化管に異常は指摘されなかった。
その他特記事項なし。
【家 族 歴】 心血管疾患歴および突然死なし
【嗜

好】 喫煙：55 歳まで 20 本／日
飲酒：日本酒 5 合／日
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Case Review Session

第二部 『DES reste 症例』

PSS を伴う Cypher stent ISR にたいして PCI を試みた症例
井上
【症

例】 80 歳 女性

【主

訴】 労作時胸痛

芳郎（埼玉医科大学総合医療センター

心臓内科）

【現 病 歴】 #Post PCI for AP： 小倉記念病院にて以下治療経過
平成 13 年 4 月

POBA to RCA #3

平成 16 年 12 月 LAD #7 Cypher 3.0x18mm
平成 17 年 8 月

LAD#6 Cypher 3.0x28mm+Cypher 3.0x18mm

以降 心機能は正常範囲、症状改善、一年後の Follow up CAG にて有意狭窄認めず。
# 発作性心房細動；サンリズム内服
平成 25 年に夫が他界され埼玉に転居し近医にて外来管理。現状評価にて当院に紹介され
精査開始となった。
【冠危険因子】 喫煙、高血圧、脂質異常症
【検査所見】 ECG:NSR HR 65bpm, Q in aVL, no-remarkable-ST change
UCG:LV normal wallmotion, EF 71%, LVDd/Ds=40/24mm, IVST/PWT=8-5/8/6,
Mild MR , moderate TR , 拡張能軽度低下
【経

過】 冠動脈 MDCT にて RCA に高度狭窄を認め、RCA に PCI 施行。Nobori 3.5/24, 3.5/18mm
この時点での Syntax score 17
PMI for SSS
今回 労作による胸痛が出現し、LAD ISR にたいしての PCI を行う事となった。
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Case Review Session

第三部 『CTO review』

難渋した CTO 症例
下地

10

顕一郎（済生会宇都宮病院

循環器科）

Case Review Session

第三部 『CTO review』

難渋した CTO 症例
関口
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誠（深谷赤十字病院

循環器科）

コメディカル演題１ 『タイムアウト導入とその成果』
当院のタイムアウト
安井

望（新潟大学医歯学総合病院

看護部）

PCI における患者リスク 〜リスク低減を目指して〜
小野塚

直樹（新潟市民病院

放射線技術科）

PCI は、病変の状態や手技によっては非常に時間がかかることもあり、患者の被曝線量を予測することは困難であ
る。また、当院では検査中透視・撮影スイッチを踏むのは医師なのだが、手技に集中していると被曝低減のことが頭か
ら離れてしまい、患者の被曝線量が多くなることもある。そのため、我々放射線技師が被曝を低減できるように普段か
ら検査に取り組んでいかなければならない。診断参考レベル（DRL）が発表され、今まで以上に被曝が注目される中、
当院ではどのように取り組んでいるか紹介していきたいと思う。
近年、多くの施設の血管撮影室でもタイムアウトが取り入れられていることを受け、当院でもタイムアウトが行わ
れるようになった。タイムアウトを導入したことで、患者の情報を共有でき、導入前よりも安全に検査を行えるように
なったと考える。今回は、どのようなメリットがあったのか、またどのような点を改善したのかを実際起きたインシデ
ントを交えながら紹介する。
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『施設の工夫』
コメディカル演題 2 『New デバイス使用開始に伴う、コメディカルの関わり』、

エキシマレーザー心内リード抜去システムを導入する際の臨床工学技士の取り組み
高瀬クリニック

金内

昭憲（高瀬クリニック

臨床工学技士）

ME 部

1）

3）

心臓血管外科

2）

麻酔科

循環器内科 4）

○金内昭憲 1） 早澤哲也 1） 松本貴明 1） 一場雅人 1） 天田望 1） 福本恵 1） 平井晃一 1）
秋山知宏 1） 天野宏 2） 河野康治 2） 深澤浩 4）斉藤祐二 3）高瀬真一 4）
当院の病院化に伴い認可を得ることとなったエキシマレーザーシステムを用いたリード抜去術を行うにあたって臨
床工学技士が取り組んだ内容を紹介する。
まず準備には医師による手技の流れや使用するデバイスの把握、機器の配置や緊急時の対応の検討などを行ってお
く必要がある。また、手術の予定が入った際には患者の自己脈の有無やリードの癒着具合による手技の難易度などの
患者情報を医師、看護師、診療放射線技師など関係するスタッフと共有する。
場所はハイブリッド手術室でスタッフの配置は循環器内科医 2 名、心臓血管外科医 2 名、麻酔科医 1 名、看護師 2 名、
診療放射線技師 1 名、臨床工学技士は緊急時の対応に備えて 3 名（うち緊急時のバックアップ 1 名）の体制としている。
近年、リード抜去による合併症は少なくなったとはいえ迅速な開心術への移行に備える必要があり、医師や看護師と
の連携を考えておく必要がある。
この他にも臨床工学技士は医療機器メーカーなどからできる限り多くの情報を得て臨床現場へフィードバックする
ことを心掛けている。

laser 導入に際して
山崎

13

まゆみ（立川綜合病院

臨床検査科）

『施設の工夫』
コメディカル演題 2 『New デバイス使用開始に伴う、コメディカルの関わり』、

当院での DCA 治療

〜臨床工学技士の役割〜
馬場

亮平（新潟市民病院

臨床工学技士）

【目的】1992 年より日本で abbott 社製 DCA を用いた PCI が行われるようになり、当院でも実施されていたが 2008 年に
製造中止となり、その後ニプロにより 2014 年より DCA の販売が再開された。当院では 2015 年 12 月より使用し、7 件の
DCA 治療を行った。今後は使用施設も増加してくると思われる。そこで DCA の概要と、経験症例を提示し当院で行っ
た DCA 治療の現状、臨床工学技士の役割を報告する。
【内容】はじめに DCA の概要、当院での治療実積についての紹介をする。また、治療の実際において当院の臨床工学技
士の役割を報告する。その中でも DCA は切削方向や切削の評価として IVUS が必要不可欠なモダリティーとして使用
されており、当院の臨床工学技士も IVUS 読影を行い積極的に治療に参加している。そして、デバルキングデバイスで
ある DCA は特に重症な合併症が発生する可能性がある。このことから DCA 治療においてどのようなサポートが求め
られ、必要であるかを考える。
【まとめ】DCA の治療を安全かつスムーズに進めるにあたって、PCI の基本である造影や IVUS の読影、合併症に対す
る対応をしっかりと行うことで、臨床工学技士の役割を果たせることと、チームの一員としての治療のサポートが提
供できると考えられた。

-1

診断参考レベルの設定下における全国循環器撮影研究会が行う
被ばく線量低減推進施設認定の紹介
田島

修（埼玉県立がんセンター

診療放射線技師）

【背景 / 目的】2015 年 6 月、医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）より診断参考レベル（DRLs）が公表され、IVR
においては IVR 基準点で透視線量率 20 mGy/min に設定された。DRLs の主眼は線量の最適化で、著しく線量の高い施
設を線引きするトリガーであることから母集団の 75 percentile 値で設定された。一方、全国循環器撮影研究会（全循
研）では一貫して被ばく線量低減に向けた継続的な努力を行っており、2007 年より被ばく線量低減推進施設認定を実
施し、100 超施設を認定してきた。そこで今回我々は、JCS 2016 においてその活動を紹介し DRLs との対比を加え検討
する。
【方法】
［1］被ばく線量低減推進施設認定はホームページより書類をダウンロードし、申請地区担当審査委員が事前審
査を行った後 8 名の審査委員による本審査を経て認定される。認定審査過程詳細は会場にて紹介する。
［2］施設認定さ
れた申請データより PCI 施行時のインチサイズにおける透視線量率を抽出し、DRLs 値と比較した。
【結果】約対角 8 インチ（n=129）での透視線量率（平均値±標準偏差）は 13.3 ± 4.9 mGy、中央値 12.9 mGy、最大値 25.9
mGy、最小値 2.6 mGy および 75 percentile 値は 16.7 mGy であった。10 装置で 20 mGy 超えがあった。
【結語】全循研が認定する被ばく線量低減推進施設認定を紹介し、IVR の DRLs と対比し検討を加えた。これまでは線
量の高い施設を線引きする明確なトリガーが無かったが、DRLs によって線量の最適化を図ったうえで線量の高い施
設に対し、助言および指導ができるようになると思われる。
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『施設の工夫』
コメディカル演題 2 『New デバイス使用開始に伴う、コメディカルの関わり』、
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経皮的肺動脈形成術（BPA）におけるグレーデル効果を用いた
被曝線量低減技術の評価
田島

修（埼玉県立がんセンター

埼玉県立循環器・呼吸器病センター

放射線技術部

診療放射線技師）

吉野潤一、小林悟士、坂本正文

【目的】東芝社製 Inﬁnix Celeve 8000V は 12 インチの Biplane 装置で全身の IVR に対応している。一昨年より慢性血栓
塞栓性肺高血圧症（CTEPH）に対し、BPA を施行するようになった。この際、肺動脈を選択的に造影し病的血管を治
療するが、撮影方向が AP と LAO 60°の Biplane 固定であるため、12 インチの FPD が干渉し患者に近接できない状況
となる。8000V はワンタッチでグリッド（13:1）の脱着が可能で、この手技ではグレーデル効果が応用できる。そこで今
回我々はファントム実験にてグリッド有無での被曝線量と画質を検討した後、LAO 60°のグリッドを外して BPA を施
行しているので、その結果を報告する。
【方法】
［1］胸部ファントムと 3cc 電離箱線量計を用い CTEPH の BPA と同じジオメトリーを組んだ。視野サイズ 8 お
よび 6 インチにて LAO 60°のグリッドの有無における 1 分間透視および 10 秒間撮影の線量測定を行いグリッド無の低
減効果を検証した。
［2］画質評価は同視野サイズ、グリッドの有無にてアクリル板 10cm および 20cm の中間にチャー
トを挿入し、透視および撮影で 3 名による視覚評価を行った。
【結果】
［1］8 および 6 インチでのグリッドの有無における線量低減率は透視、撮影ともに 40% および 35% であった。
［2］チャートでの視覚による画質評価は上記のほとんどの比較で同等であり、画質劣化はなかった。
【結語】グレーデル効果を用いた基礎実験を検証した。この方法は臨床応用可能で有効な手法である。

東芝製カテ室病棟連携システムの構築と使用経験
五十嵐
河原

直大（新潟市民病院

嶺二、古川

英明、皆川

臨床工学技士）

良二、馬場

良平

【背景・目的】当院の血管撮影室は４部屋稼働しており、循環器内科、心臓血管外科、小児科、消化器内科、神経内科、
脳外科、腎臓内科、救命科が緊急時は適宜、予定枠は優先時間を作り運用している。循環器内科は 2 部屋をほぼ専属と
して使用しており、入院患者を呼び出す先は各一般病棟、ICU などが入り交じり、かつ予定撮影室は進捗状況によって
直前に変更されるなど非常に煩雑となっている。こうした連携は看護師間の PHS に委ねられてきた。またカテの順番
や部屋割振りは循環器病棟のホワイトボードに記載されており、それを病棟の固定 web カメラでモニタリングして血
管撮影室の循環器用端末で閲覧し、血管撮影室のホワイトボードに CE が転記し電子カルテ上のオーダーとすり合わ
せる。電子カルテ上のオーダーでは予定開始時刻や予定撮影室、進捗は知る事出来ない運用システムとなっている。こ
ういったシステムにより部屋間違いや入室順番間違い、病棟お迎えの手違い等インシデント事例がいくつかあった。
今回こうした問題を解決する為に電子カルテより患者情報を取得し、部屋の割振り、進捗状況、患者お迎えの搬送手段
などをリアルタイムに電子カルテ上にて供覧でき、循環器病棟では大画面と専用端末にて患者の呼出しや進捗が常時
表示される病棟連携システムを構築し、4 月より運用を開始した。当院の循環器動画システムとレポートは東芝製カリ
ディオエージェントを使用しており、その付加機能としての連携システム導入にあたり、運用とカスタマイズの経緯
などをご報告する。
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『施設の工夫』
コメディカル演題 2 『New デバイス使用開始に伴う、コメディカルの関わり』、

放射線防護メガネの比較検討と被曝低減に向けた取り組み
番場小夜子（新潟市民病院

診療放射線技師）

放射線診断や IVR の増加により高線量の手技が増え、患者はもちろん IVR 術者やスタッフの被曝管理が重要となっ
ている。中でも水晶体は感受性が高く、他の臓器と比べてしきい線量が非常に低い。加えて、水晶体のしきい線量は
従来の線量より遥かに低い、またはしきい線量が存在しないとの報告がされている。それらの報告を受け、ICRP から
2012 年 Publ.118 にて、水晶体の等価線量限度を 5 年平均 20mSv/ 年（かつ 1 年で 50mSv を超えない）に引き下げる勧
告があった。IVR 術者の被曝は患者からの散乱線によるものが大部分であり、その散乱線による水晶体への被曝を低
減する防具としては一般的に放射線防護メガネが最も使用されている。この勧告を受け当院は従来よりも鉛含有量の
多い防護メガネを新しく導入し、形状、鉛含有量の異なる 3 種類の防護メガネ（新規導入を含む）の低減効果について
TLD 素子を用いて比較検討した。結果、撮影の方向により術者の被曝量に差が生じ、術者に X 線管球が接近する撮影
方向では水晶体部分の被曝線量が多いことがわかった。また、被曝低減効果はメガネの形状に影響を受けることがわ
かった。
水晶体の被曝を防ぐためには防護具の着用に加えて、術者が受ける線量の把握も重要である。日々発展する IVR 手
技に伴い、当院ではリアルタイム線量計を用いて術者の被曝線量をモニタリングする実験を開始した。また、術者だけ
ではなく従事スタッフの被曝を防ぐために、初めて放射線科に配属となった看護師へ被曝に関する勉強会を行い、プ
ロテクターの着用意識や被曝への理解を深める取り組みを行っている。
線量限度は今後も変化する可能性があり、ICRP の勧告は注視する必要がある。放射線技師は線量の計測や防護具の
管理を行い、従事スタッフが正しい知識のもと防護を行えるように日々啓蒙活動を行っていくことが重要であると考
える。
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協賛企業一覧表（50 音順）

朝日インテック J セールス株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
アボット バスキュラー ジャパン株式会社
カーディナルヘルスジャパン合同会社
協和発酵キリン株式会社
株式会社グッドマン
サノフィ株式会社
セント・ジュード・メディカル株式会社
第一三共株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
テルモ株式会社
ニプロ株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
日本メドトロニック株式会社
日本ライフライン株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社
メディキット株式会社

この度は、第９回 中日本 Case Review Course に協賛いただきまして、誠にありがとう
ございました。
この場をかりて御礼申し上げます。
第 9 回 中日本 Case Review Course
会長 尾崎 和幸

特定非営利活動法人 中日本PCI研究会

活動内容

●月例 ＣＴＯ ライブデモンストレーション
術者に PCI の匠 加藤修先生を招聘し、高瀬クリニック内に常設されたハイビジョンの
ライブシステムを活用して、CTO 症例を中心のライブデモンストレーションを開催して
います。
また症例持ち込みによる術者の募集、座長の募集は随時行っており、規模の大きなライブ
では伝えられない、Tips、tricks を分かりやすく開催しております。
開催日程に関しては、ホームページを参照下さい。
近日開催予定：2016 年 6 月 4 日（土）

●第十回 中日本ライブデモンストレーション
会期：2016 年 11 月 19 日（土）
会長： 長岡 秀樹 （千栄会 高瀬クリニック）
会場：ホテルメトロポリタン高崎（JR 高崎駅ビル）

●第 1 回 中日本ケースレビューコース
会期：2017 年 5 月予定
会長： 中西 啓太 （松弘会
会場：（未定）

三愛病院）

会場案内図

周辺案内図

【メディカル会場】……………… 301・302
【コメディカル会場】………… 303・304

至高島平・至綾瀬

至池袋

神田橋出口

大手町サンケイプラザ

首都高速都心環状線

経団連会館

大手町
フィナンシャルシティ

吹抜
千代田線

大手町一丁目
三井ビルディング

読売新聞

至渋谷

永代通り

三井住友銀行

工事中

工事中
至水天宮

大手町
大手町ビル

東西線
大手町

311

半蔵門線

大手町
一方通行➡
ファースト
スクエア

大手
センタービル

コメディカル
会場
303・304

大手町
サンケイプラザ

アーバン
ネット
大手町ビル

丸の内線

大手町

310

メディカル
会場
301・302

NTT
大手町

KDDI

都営三田線

3Ｆ

至上野

大手町
野村ビル

大手町
タワー

新大手町ビル

大手町
至西船橋

丸の内永楽ビル

丸の内
オアゾ

三菱UFJ信託銀行本店

丸の内
ホテル

丸の内中央口

京

日比谷通り
至日比谷

東

新丸ビル

搬入用

丸ビル

丸の内南口
至新宿

特定非営利活動法人 中日本PCI研究会 事務局
〒370-0036 高崎市南大類町 885-2 高瀬クリニック内
TEL：027-353-1156 FAX：027-353-6123
E-mail：inf o@ n a ka n ih on p ci. com
h ttp://w ww. n a ka n ih on p ci. com
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