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巻 頭 言 

 
 
 
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターの令和元年度臨床研究活動状況を、臨床

研究業績集第 35 号として報告いたします。令和元年度は 42 編の欧文論文、8 編の邦文論

文が医学雑誌に掲載されました。英語論文 42 編中、大阪南医療センターの職員が first 
author となっている論文は 9 編あり、代表論文 5 編を本誌後半に掲載いたします。学会発

表も国内 208 件、国際 13 件と活発に行われ、倫理審査委員会で審議し承認された研究課題

も 97 件に上りました。これらの研究から、今後数々の成果が生み出されるものと期待され

ます。 
 国立病院機構はその理念で「国民の健康・医療の質向上、健全な経営、患者目線の医療

の提供、質の高い臨床研究・教育の推進」を掲げております。しかしながら、残念ではあ

りますが健全な経営に関してはこのところ芳しくありません。やれ経営、やれ収支・効率

という言葉が飛び交う中で多忙な臨床業務に追われる職員が、臨床研究へのモチベーショ

ンを維持し高め続けることは必ずしもたやすいことではありません。明治から昭和初期に

医師でありながら官僚・政治家としても活躍した後藤新平氏の名言の中に「財を遺すは下、

仕事を遺すは中、人を遺すは上なり。されど、財なくんば事業保ちがたく、事業なくんば

人育ち難し」とい文言があります。より良い研究環境をはぐくみ人材を育ててゆくために

は、その運営母体である病院としては、経営基盤をより強固なものにしないといけないの

も一つの真理です。 
 今後の当院における研究活動の sustainable  development に向けて、院長として誠心

誠意努力を重ねてまいりますので、皆様方におかれましては、ご指導、ご鞭撻のほどよろ

しくお願い申し上げます。 
 

 

 

独立行政法人 国立病院機構 

大阪南医療センター 院長 肱岡泰三 
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I． 臨床研究部の活動状況 

 
 
 

1. 令和元年度臨床研究部活動総括  
 
 
臨床研究部長 大島至郎 

 
 
 

 
令和元年度の臨床研究部の活動の報告をいたします。 
国立病院機構は政策医療の 4 つの柱である診療・臨床研究・情報発信・教育研修

の役割を担わなければなりません。 
臨床研究部では医療の質の底上げを目指して、臨床現場におけるクリニカルクエ

スチョンを解決する研究を推進することが重要な使命だと考えています。そのため

国立病院機構の巨大な病院間ネットワークというメリットを生かした多施設共同臨

床研究や大規模臨床研究などを活用し推進させることが重要だと考えています。 
当院では、NHO ネットワーク共同研究や科研費による研究が当院主導や共同研究

で進行中です。英文論文も多数発表されました。院内ではデータマネージャーを雇

用し、研究支援体制の充実も図ってきました。 
治験に関しては、高い水準を維持する事が出来たのも治験管理室のスタッフの

日々の努力と工夫の賜物であると感謝しています。 
今後ともよろしくお願いいたします。 
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2．令和元年度臨床研究部組織／施設／主要大型研究機器 
 
 
 
(1) 組織：部員数（専任 3 名，併任 112 名 ） 
 

 氏名 専任・併任 備考 

臨床研究部長 佐伯  行彦 専任 治験管理室長 

教育研修室長 

免疫異常研究室長 辻 成佳 専任 リウマチ・膠原病・アレルギー科医長

室員  併任 23 名 

室員  専任 実験助手 1名 

循環器疾患研究室長 安岡 良典 併任 循環器疾患センター部長 

 

室員  併任 22 名（麻酔科含む） 

再生医療研究室長 幸原  晴彦 併任 内分泌代謝内科医長 

 

室員  併任 17 名 

がん研究室長 中西 文彦 併任 消化器科医長 

内視鏡室室長 

室員  併任 37 名 

骨･運動器疾患研究室長 小田 剛紀 併任 骨・運動器疾患センター部長

医療情報管理室長 

室員  併任 9 名 
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院  長  齊藤 正伸 

副 院 長 肱岡 泰三 

特命副院長 前田 裕弘 

臨床研究部長 

   佐伯 行彦 
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（2）施設： 

専有面積：研究室 ３９４．２３ m２、動物実験施設 ２０９ m２ 

 

 

（3）主要大型研究機器： 

 

研究機器名称 主な用途 設置時期 

DNA ジェネテイックアナライ

ザー 

遺伝子データの解析 平成 10年 2月 

自動サンプル調整システム DNA、mRNA、蛋白、 

細胞成分の純化 

平成 14年 3月 

マルチラベルカウンター 細胞マーカーの解析 平成 14年 3月 

顕微鏡イメージングシステム 特定の分子の動的解析 平成 17年 2月 

高速液体クロマトグラフィー 蛋白分子の解析 平成 20年 3月 

Multi Plate Reader 蛋白分子定量測定 平成 27年 10月 

ルミノ・イメージアナライザー DNA、蛋白分子の検出、定量、

解析 

平成 30年 3月 

 
 
 
3. 令和元年度研究課題一覧 （◎は奨励研究課題） 
 

  研究課題名 分野/ﾈｯﾄﾜｰｸ 

活用の有無 

研究責任者 

1 
 

高齢者肺炎治療の地域医療連携の構築 免疫/無 大島 至郎 

2 
◎ 

体組成計を用いた筋肉量測定による医原性サルコペニアの

実態調査 

免疫/無 𠮷𠮷田 祐志 

3 
 

呼吸リハビリパスをモデルとした PDCAサイクル構築の試み 免疫/無 山本 傑 

 

4 
 

映像モダリティーを用いた診療業務負担の軽減 

 

がん/無 工藤 慶太 
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5 
◎ 

運動器疾患に対する人工知能を用いた歩行分析 

 

骨・運動/

有 

森口 悠 

6 
  

診療支援ツールの開発 

 

内分泌・ 

代謝内科/無 

幸原 晴彦 

7 
 

カテーテル関連尿路感染症における尿培養分離菌の検討 

 

泌尿器科 

/無 

松村 直紀 

 

8 
◎ 

川崎病におけるCD64の診断および治療効果判定への有用性

に関する検討 

小児科/無 西 一美 

9 
 

免疫老化による腎機能低下への関与の検討 

 

腎臓内科/

無 

飯尾 健一郎

 

10 
◎ 

院内における転倒・転落インシデント防止への取り組み  

 −miniBESTest＆SWWT test を用いて− 

リハビリテー

ション科/無 

相川 和久 

 

11 
◎ 

カテーテル関連尿路感染症減少のための尿道留置カテーテ

ル関連感染予防ケアバンドルアプローチの実践効果 

感染対策室/ 

無 

峰岸 三恵 

 

12 
◎ 

管理栄養士の病棟配置による医療費削減効果および病棟スタ

ッフの業務負担軽減効果、入院期間の短縮効果に関しての検討

栄養管理室/

無 

松島 千陽 

 

13 
 

住み慣れた地域で生活継続するための要因 

～地域特性・住民特性から見る構造～ 

地域医療 

連携室/無 

萬谷 和広 

 

14 
◎ 

入院予定患者が抱える心理社会的問題の構造 

 

がん相談支援

センター/無 

川口 美度理 

 

15 
 

医療情報の可視化が意思決定の行動変容をもたらす効果研

究 

企画課/無 島田 裕子 
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4．令和元年度に獲得した研究費 
 
 

 

研究課題名 

 

 

研究費区分 

 

 

研究費額 

（千円）

ｹﾞﾉﾑ医療に向けたﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患

の発症予測遺伝子多型の探索（17Ｋ08734） 

日本学術振興会科学研究費 

 

390

免疫ｸﾞﾘﾌﾞﾛﾝ糖鎖異常の関節ﾘｳﾏﾁにおける役割

（18K08399） 

日本学術振興会科学研究費 780

 

多能性幹細胞由来の細胞・マトリックス集合体

による椎間板繊維輪再生（18K16640） 

日本学術振興会科学研究費 

 

1,690

乾癬性関節炎におけるﾘﾝﾊﾟ球機能とｻｲﾄｶｲﾝﾌﾟﾛﾌ

ｧｲﾙの解析（17K09984） 

日本学術振興会科学研究費 

 

65

乾癬性関節炎におけるﾘﾝﾊﾟ球機能とｻｲﾄｶｲﾝﾌﾟﾛﾌ

ｧｲﾙの解析（17Ｋ09984） 

日本学術振興会科学研究費 

 

65

 

ｽﾓﾝに関する調査研究班 厚生労働科学研究費 800

小児期および成人移行期小児ﾘｳﾏﾁ患者の全国調

査ﾃﾞｰﾀの解析と両者の異同性に基づいた全国的

「シームレス」診療ネットワーク構築による標

準的治療の均てん化 

厚生労働科学研究費 

 

100

怒りや恨み、不公平感などの常道に伴う慢性疼

痛の実態に関する研究（19ek0610019s0102） 

日本医療研究開発機構 

 

2,210

再発危険因子を有する StageⅡ大腸癌に対する

UFT/LV 療法の臨床的有用性に関する研究

（JFMC46-1201） 

財団からの研究助成金等 21

JFMC47-1202-C3(ACHIEVE Trial)StageⅢ結腸癌

治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6 療法または XELOX 療法における 5-FU

系抗がん剤およびｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝの至適投与期間に

関するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅲ相比較臨床試験 

財団からの研究助成金等 108

ﾊｲﾘｽｸ消化管間質腫瘍(GIST)に対する完全切除

後の治療に関する研究 

財団からの研究助成金等 11
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人工股関節置換術における表面酸化処理ｼﾞﾙｺﾆｳ

ﾑ合金（OXINIUM)製 32 ㎜骨頭の臨床線摩耗に関

する多施設共同研究 

財団からの研究助成金等 263

人工股関節置換術における表面酸化処理ｼﾞﾙｺﾆｳ

ﾑ合金（OXINIUM)製 32 ㎜骨頭の臨床線摩耗に関

する多施設共同研究 

財団からの研究助成金等 947

人工股関節置換術における表面酸化処理ｼﾞﾙｺﾆｳ

ﾑ合金（OXINIUM)製 32 ㎜骨頭の臨床線摩耗に関

する多施設共同研究 

財団からの研究助成金等 54

ﾊｲﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲﾄｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾃﾑの臨床成績と疼痛の

評価 

財団からの研究助成金等 720

整容脳神経外科における患者 QOL 改善研究 財団からの研究助成金等 225

SuperPATH®Surgical Techique の臨床評価 財団からの研究助成金等 25

TNF modulator に関する研究 財団からの研究助成金等 2,500

脳主幹動脈急性閉塞/狭窄に対するｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝの

効果に関する観察研究[ALVO] 

財団からの研究助成金等 200

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 All Nippon AF In 

Elderly Registry-ANAFFie registry- 

(企業主導臨床研究） 

財団からの研究助成金等 118

Corrona Japan 関節ﾘｳﾏﾁ（RA)ﾚｼﾞｽﾄﾘ 財団からの研究助成金等 139

Corrona Japan 関節ﾘｳﾏﾁ（RA)ﾚｼﾞｽﾄﾘ 財団からの研究助成金等 63

Corrona Japan 関節ﾘｳﾏﾁ（RA)ﾚｼﾞｽﾄﾘ 財団からの研究助成金等 364

Corrona Japan 関節ﾘｳﾏﾁ（RA)ﾚｼﾞｽﾄﾘ 財団からの研究助成金等 204

Bipolar Hip Prosthesis における Conjoined 

Tendon Preserving Posterving Posterior ｱﾌﾟﾛ

ｰﾁの安全性及び有効性に係る前向き他施設共同

臨床研究  

財団からの研究助成金等 401

心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓

治療後の出血と血栓ﾘｽｸに関する前向き観察研

究（多施設共同研究）STAR-ACS 研究 

財団からの研究助成金等 86
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腹部Interventional radiologyに関する研究の

助成 

民間からの研究助成金等 200

周術期の感染症合併症は消化器癌の予後不良因

子となるか？に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 200

薬物療法の進歩と急速な高齢者の長寿化の時代

に即した、関節リウマチの全人的医療の質の向

上および普及と、それが多くの患者の福音とな

るための適切な情報提供システムと広域連携の

構築を目指した研究に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 1,500

IT で結ぶ関節リウマチリアルワールドデータ

ーベースに関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 300

成人T細胞白血病に抗おけるCCR4抗体投与時に

起こる皮膚障害の解析に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 800

MSDに関する研究の助成 民間からの研究助成金等 300

ITで結ぶ関節リウマチ（RA）リアルワールドデ

ータベース MiRAiに関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 2,000

整形外科領域における筋、骨格系に関する研究

の助成 

民間からの研究助成金等 2,000

急性白血病における自己白血病細胞特異免疫療

法の試みに関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 300

乾癬性関節炎における男性骨粗鬆症の病態解明

に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 500

がんに関する研究の助成 民間からの研究助成金等 300

血液疾患に関する研究の助成（がんを除く） 民間からの研究助成金等 250

90-100歳まで身体機能自立を目指した、関節ﾘｳ

ﾏﾁ患者入院治療時の栄養学的介入方法の確立を

目指した研究に関する助成 

民間からの研究助成金等 400

成人 T 細胞白血病に対するﾚﾁﾉｲﾄﾞ療法の可能性

についての研究に関する助成 

民間からの研究助成金等 250

血液内科にかかる研究の助成 民間からの研究助成金等 300
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虚血性心疾患治療に係わる医療従事者への教育

による地域医療貢献に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 1,990

ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ抑制剤中止後の慢性骨髄性白血病再

発例におけるﾘｽｸ因子の解明に関する研究の助

成 

民間からの研究助成金等 300

免疫異常疾患研究室 乾癬性関節炎における骨

粗鬆症および骨減少症のメカニズム解析の研究

への助成 

民間からの研究助成金等 1,000

高齢関節リウマチ患者における生物学的製剤に

よる適正治療の検討に関する研究の助成 

民間からの研究助成金等 

 
500

 

造血幹細胞移植患者における TMA に関する研究

の助成 

民間からの研究助成金等 

 

        500

ﾘｳﾏﾁ手指変形に関する研究の助成 民間からの研究助成金等 100

脳神経外科開頭手術における整容性に関する研

究の助成 

民間からの研究助成金等 

 

65

 

合 計 

 

26,604

 

 

 
 
 
5. 令和元年度研究発表 
（１） 学会発表：国内  208 件、国際 13 件 合計 221 件 
（２） 論文発表：邦文   8 編  （うち筆頭著書   6 編） 
          欧文  42 編 （うち筆頭著書   9 編） 
         合計  50 編 （うち筆頭著書 15 編） 
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6．令和元年度研究発表会    ＊コロナウイルス感染予防対策の為中止になりました 

 
日時：令和２年３月１３日（金） 15：00 〜17：50 

会場：大会議室 

◆ 開会の挨拶  １５：００～１５：０５               佐伯行彦 臨床研究部長 

 
◆ 第一部        １５：０５〜１６：１５                   座長 辻 成佳研究室長 

令和元年度奨励研究課題（１課題１０分質疑応答を含む）     研究代表者／所属 

（1）入院予定患者が抱える心理社会的問題の構造 

                            川口美度理（がん相談支援センター）

（2）川崎病における CD64 の診断および治療効果判定への有用性に関する検討 

                                                          西 一美（小児科）

（3）院内における転倒・転落インシデント防止に関する調査 

     －Dual Task による検討－            相川和久（リハビリテーション科）

（4）カテーテル関連尿路感染症減少のための尿道留置カテーテル関連感染予防ケア 

バンドルアプローチの実践効果                  峰岸三恵（感染対策室）

（5）運動器疾患に対する人工知能を用いた歩行分析 

                                     森口 悠（整形外科）

（6）管理栄養士の病棟配置による医療費削減効果および病棟スタッフの 

業務負担軽減効果、入院期間の短縮効果に関しての検討         松島千陽（栄養管理室）

 （7）体組成計を用いた筋肉量測定による医原性サルコペニアの実態調査 

                         吉田祐志（リウマチ・膠原病・アレルギー科）

優秀課題選考 

休憩 15 分（投票） 

◆ 第二部       １６：３０～１７：３０            座長  臨床研究部長 

研究室年次報告（各１０分質疑応答を含む ） 

① 循環器疾患研究室     「多施設共同研究 OPTIMA-AF trial について」         山戸将司 

② 免疫異常疾患研究室   「2019 年度免疫異常疾患研究室研究総括」                     大島至郎 

③ がん研究室 「Helicobacter.pylori 除菌が内視鏡治療後の胃癌異時再発に及ぼす影響について」   荒木 学 

④ 骨・運動器疾患研究室   「2019 骨運動器疾患研究室研究総括」              森口 悠

⑤ 再生医療研究室      「糖尿病サマリー5年間前向き研究」              幸原晴彦 

⑥ 治験管理室         「2019 年度治験状況報告」                  阪口智香 

 

◆ 閉会の挨拶（講評、優秀賞発表／表彰）           齊藤正伸 院長  
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７． 令和元年度（2019 年度） 受託研究 (治験等）実績報告  （括弧内：前年度実績） 

1】 総契約研究課題数 123 件  （115 件） 

  内) 令和元年度 獲得課題数 38 件  （26 件） 

2】 総契約金額     375,625,617 円（386,744,4 円）   

  内) 令和元年度 獲得金額  122,394,564 円 （71,987,370 円）   

3】 契約症例実施率 70.9%  （58.7%） 

 
種類 契約 

課題数 

契約

課題数 

契約 

症例数 
契約 

症例数

実施

症例数
実施

症例数

契約額 

(累計） 

R元年度契約額 

（新規・追加） 

R元年度 

研究費獲得金額

 症例実施率

 （累計） （R元年度） （累計） （R元年度） （累計） （R元年度） (円） (円）          （円）

Ⅰ相(Ⅰ/Ⅱ)含 2 2 6 6 4 4 6,849,480 6,849,480 4,081,913 66.7%

Ⅱ相(Ⅱ/Ⅲ)含 7 2 24 6 13 1 74,624,471 11,792,352 6,183,892 54.2%

Ⅲ相 27 14 82 33 52 16 232,124,341 89,369,357 39,145,311 63.4%

製造販売後臨床試験 3 2 14 6 14 6 11,668,045 8,460,601 3,870,959 100.0%

製造販売後調査 72 10 596 56 431 171 49,174,382 5,270,694 7,355,366 72.3%

副作用報告 7 7 7 7 7 7 219,648 219,648 219,648 100.0%

その他研究 5 1 67 22 43 42 965,250 432,432 507,476 64.2%

計 123 38 796 136 564 247 375,625,617 122,394,564 61,364,565 70.9%

 
 

 令和元年度：新規（追加契約含む）獲得課題一覧    

         

No. 依頼者 課題名 契約金額 ﾌｪｰｽﾞ 責任医師 診療科 

1 ノバルティスファーマ株式

会社 

コセンティクス皮下注150mg ペン・シリンジ使用成績調

査（強直性脊椎炎） 

94,380 Ⅳ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

2 セルジーン株式会社 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- 

123,552 Ⅳ 前田 裕弘 血液内科 

3 ファイザー株式会社 ゼルヤンツ錠5mg 特定使用成績調査（潰瘍性大腸炎

患者を対象とした長期使用に関する調査） 

416,988 Ⅳ 増田 栄治 消化器科 

4 ヤンセンファーマ株式会

社 

疾患活動性を有する全身性エリテマトーデス患者を対象

としたウステキヌマブの多施設共同，ランダム化，二重

盲検，プラセボ対照，並行群間試験 

3,523,507 Ⅲ 佐伯 行彦 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

5 日本化薬株式会社 トラスツマブBS点滴静注用60mg・150mg「NK」HER2過剰

発現が確認された胃癌患者を対象とした長期の特定使

用成績調査 

308,880 Ⅳ 堀内 哲也 外科 

6 アボットバスキュラージャ

パン株式会社 

「SJM OCT イメージングカテーテル（血管内光断層撮影

用カテーテル）」の性能評価 

308,880 他 安岡 良典 循環器科 
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7 ユーシービージャパン株

式会社 

活動性でX線所見が認められない体軸性脊椎関節炎を

有する患者を対象としてBIMEKIZUMABの有効性及び安

全性を評価する多施設共同、無作為化、二重盲検、プラ

セボ対照、第3相試験 

2,950,560 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

8 ユーシービージャパン株

式会社 

活動性強直性脊椎炎を有する患者を対象として

BIMEKIZUMABの有効性及び安全性を評価する多施設

共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第3相試験

3,004,992 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

9 サイネオス・ヘルス・クリ

ニカル株式会社 

メトトレキサート未治療の活動性関節リウマチ患者を対

象としてメトトレキサート（MJK101）皮下投与の安全性及

び有効性をメトトレキサート経口投与と比較する評価者

盲検、被験者盲検、ダブルダミー、実薬対照、無作為化

試験、及びそれに続くMJK101の長期安全性を評価する

非盲検、単群、継続投与試験 

7,749,648 Ⅲ 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

10 サノフィ株式会社 リウマチ性多発筋痛症患者を対象としてsarilumabの有

効性及び安全性を評価するランダム化、二重盲検、プラ

セボ対照試験 

5,853,254 Ⅲ 佐伯 行彦 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

11 ヤンセンファーマ株式会

社 

1剤以上の標準治療で効果不十分な疾患活動性を有す

る多発性筋炎及び皮膚筋炎患者を対象としたウステキ

ヌマブの第3相，多施設共同，ランダム化，二重盲検，プ

ラセボ対照，並行群間試験 

6,964,704 Ⅲ 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

12 サノフィ株式会社 Type2炎症を有する中等度から重度の慢性閉塞性肺疾

患（COPD）患者を対象としてdupilumabの有効性、安全

性及び忍容性を評価する、ランダム化、二重盲検、プラ

セボ対照、並行群間、52週間主要試験 

3,171,744 Ⅲ 本多 英弘 呼吸器内科 

13 CSLベーリング株式会社 ハイゼントラ®20%皮下注 副作用に関する詳細調査 30,888 副 高橋 大介 脳血管内科 

14 ユーシービージャパン株

式会社 

活動性乾癬性関節炎を有する患者を対象として

BIMEKIZUMABの有効性及び安全性を評価する多施設

共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、実薬対照

（アダリムマブ）、第3相試験 (PA0010) 

4,975,430 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

15 ユーシービージャパン株

式会社 

活動性乾癬性関節炎を有する患者を対象として

BIMEKIZUMABの有効性及び安全性を評価する多施設

共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第3相試験 

(PA0011) 

2,466,211 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

16 塩野義製薬株式会社 S-005151の急性期脳梗塞患者を対象とした第2相二重

盲検比較試験 

6,145,632 Ⅱ 山田 與徳 脳神経外科 

17 アストラゼネカ株式会社 リムパーザ錠100mg、150mg 副作用・感染症詳細調査 31,460 副 金村 昌徳 産婦人科 
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18 中外製薬株式会社 アクテムラ皮下注の副作用詳細調査 31,460 副 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

19 ノバルティス ファーマ株

式会社 

3剤併用吸入療法（LABA/LAMA/ICS併用療法）を受け

ているCOPD患者にQBW251を経口投与したときの有効

性及び安全性を検討する、24週間、多施設共同、二重

盲検、プラセボ対照、用量設定試験 

5,538,720 Ⅱ 吉野谷 清和 呼吸器内科 

20 キッセイ薬品工業株式会社 ベオーバ錠50mg 一般使用成績調査 314,600 Ⅳ 上島 成也 泌尿器科 

21 ユーシービージャパン株

式会社 

活動性の乾癬性関節炎を有する患者の治療における

BIMEKIZUMABの長期的安全性、忍容性、及び有効性を

評価する多施設共同、非盲検継続試験 

8,097,848 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

22 アッヴィ合同会社 体軸性脊椎関節炎の成人患者におけるウパダシチニブ

の有効性及び安全性を評価する第Ⅲ相無作為化プラセ

ボ対照二重盲検試験 

6,022,060 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

23 大原薬品工業株式会社 OHK-10161の生物学的同等性試験 5,149,320 Ⅰ 金井 良高 血液内科 

24 MSD株式会社 キイトルーダ®点滴静注 副作用・感染症・有害事象詳

細調査 

31,460 副 工藤 慶太 呼吸器腫瘍外

科 

25 アステラス製薬株式会社 スマイラフ錠50mg,100mg 特定使用成績調査 1,966,250 Ⅳ 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

26 ヤンセンファーマ株式会

社 

アーリーダ錠60mg特定使用成績調査 遠隔転移を有し

ない去勢抵抗性前立線癌患者に対する長期使用 

204,490 Ⅳ 上島 成也 泌尿器科 

27 あすか製薬株式会社 メルカゾール錠5mgの副作用・感染症症例調査 31,460 副 大屋 健 内分泌代謝内

科 

28 ヤンセンファーマ株式会

社 

進行性尿路上皮癌及び繊維芽細胞増殖因子受容体遺

伝子異常を有する患者を同定するバイオマーカー研究

1,700,160 Ⅰ 上島 成也 泌尿器科 

29 旭化成ファーマ株式会社 ケブザラ皮下注200㎎ オートインジェクター 副作用・感

染症症例詳細調査 

31,460 副 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

30 田辺三菱製薬株式会社 バリキサ錠450mg 副作用詳細調査 31,460 副 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

31 株式会社JIMRO アダカラム使用成績調査 188,760 Ⅳ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

32 ギリアド・サイエンシズ株

式会社 

生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬（biologic DMARD）に

よる治療歴のない活動性乾癬性関節炎の被験者を対象

として、filgotinibの有効性及び安全性を評価する、第3

相、無作為化、二重盲検、プラセボ及びアダリムマブ対

照試験 

12,322,301 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 
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33 ギリアド・サイエンシズ株

式会社 

生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬（biologic DMRD）によ

る治療が効果不十分又は不耐容であった活動性乾癬性

関節炎の被験者を対象として、filgotinibの有効性及び安

全性を評価する、第3相、無作為化、二重盲検、プラセボ

対照試験 

6,736,681 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

34 アストラゼネカ株式会社 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の頻繁な増悪歴があり、か

つ、末梢血中好酸球数増多が認められる中等症から最

重症のCOPD患者を対象としてベンラリズマブ100mgの

有効性及び安全性を評価する多施設共同、無作為化、

二重盲検、長期投与、並行群間比較、プラセボ対照、第

Ⅲ相臨床試験（RESOLUTE） 

4,092,220 Ⅲ 山本 傑 呼吸器内科 

35 アステラス製薬株式会社 ビーリンサイト点滴静注用35μg 一般使用成績調査 188,760 Ⅳ 金井 良高 血液内科 

36 アステラス製薬株式会社 ビーリンサイト点滴静注用35μg 特定使用成績調査

（長期使用） 

47,190 Ⅳ 金井 良高 血液内科 

37 アッヴィ合同会社 既存の合成DMARD(csDMARD)を一定用量で投与中か

つcsDMARD治療で効果不十分な中等症から重症の日

本人活動性関節リウマチ患者におけるABT-494とプラセ

ボとの第Ⅱｂ/Ⅲ相無作為化二重盲検比較試験

(M14-663)-Ⅳ 

3,492,579 Ⅳ・ 佐伯 行彦 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

38 アッヴィ合同会社 メトトレキサート(MTX)の使用経験のない中等症から重

症の活動性関節リウマチ患者におけるABT-494の1日1

回投与による単独療法とMTX単独療法との第Ⅲ相無作

為化二重盲検比較試験-Ⅳ 

4,968,022 Ⅳ・ 佐伯 行彦 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 帝人ファーマ株式会社 GGSの顕微鏡的多発血管炎（MPA）を対象とした無作為

化プラセボ対照二重盲検並行群間比較による臨床試験

（第Ⅲ相試験） 

2,546,900 Ⅲ 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 日本化薬株式会社 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」関節リウマ

チを対象とした使用成績調査 

629,200 Ⅳ 大島 至郎 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 アッヴィ合同会社 1種類以上の非生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬

(DMARD)による治療で効果不十分な活動性関節症性乾

癬患者におけるABT-494とプラセボ及びアダリムマブと

の第Ⅲ相無作為化二重盲検比較試験-SELECT-PsA1

7,626,877 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 アッヴィ合同会社 1種類以上の生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬

(bDMARD)による治療で効果不十分な活動性関節症性

乾癬患者におけるABT-494とプラセボとの第Ⅲ相無作

為化二重盲検比較試験-SELECT-PsA2 

108,000 Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 
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 アッヴィ合同会社 活動性強直性脊椎炎患者におけるUpadacitinibの有効

性及び安全性を評価する多施設共同無作為化二重盲

検プラセボ対照比較試験 

108,000 Ⅱ/Ⅲ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 キッセイ薬品工業株式会

社 

サビーン点滴静注用500㎎ 使用成績調査（全例調査） 92,664 Ⅳ 前田 裕弘 血液内科 

 日本新薬株式会社 ガザイバ点滴静注1000mg特定使用成績調査 CD20陽

性濾胞性リンパ腫 

277,992 Ⅳ 前田 裕弘 血液内科 

 アルフレッサ ファーマ株

式会社 

AF-0901の第Ⅲ相臨床試験 

－15歳以上のけいれん性てんかん重積状態の患者を

対象とした非盲検試験－ 

1,156,420 Ⅲ 山田 與徳 脳神経外科 

 ヤンセンファーマ株式会

社 

トレムフィア®皮下注100mgシリンジ トレムフィア®の掌

蹠膿疱症に対する長期使用に関する特定使用成績調

査 

416,988 Ⅳ 辻 成佳 ﾘｳﾏﾁ・膠原病・

ｱﾚﾙｷﾞｰ科 

 株式会社Aimedic MMT AI-ワイヤリングシステム ゼロの術中操作性に関する

調査 

123,552 他 秋田 鐘弼 整形外科 

 合計  122,394,564  

 ※網掛け課題（10件）は追加契約のあった課題です。    

 
 

診療科別契約金額                   フェーズ別件数        
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8. NHOネットワーク共同研究 

 

 

当該施設 

研究者 

研究代表者・研究責

任者・研究協力者 

研究課題名 分野 

佐伯行彦 研究責任者 B型肝炎キャリア関節リウマチ患者に対する核酸

アナログ製剤の予防投与の適応と有効性の検討 

（H27-NHO(免疫)-03） 

免疫異常 

橋本 淳 研究代表者 関節ﾘｳﾏﾁで破壊された関節組織を用いた観察

研究ﾈｯﾄﾜｰｸ体制の拡充-強力な薬物療法後も

なお残るﾘｳﾏﾁの病態解明をめざして- 

（H28-NHO(免疫）-03) 

免疫異常 

星田義彦 研究代表者 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ（MTX)関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患の病態

解明のための多施設共同研究 

（H28-NHO(多共）-02) 

免疫異常 

星田義彦 

 

研究代表者 

 

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ（MTX)関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患の遺伝子

変異ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの解析  

（H31-NHO(多共）-02) 

免疫異常 

 

大島至郎 

 

 

研究代表者 

 

 

関節ﾘｳﾏﾁに対する分子標的薬治療における免

疫学的寛容のﾏｰｶｰの探索  

（H31-NHO(免ｱﾚ）-03) 

免疫異常 

 

𠮷田祐志 

 

研究代表者 

 

次世代細胞解析技術を用いた関節ﾘｳﾏﾁの治療

予測因子の探索  

（H31-NHO(免ｱﾚ）-04) 

免疫異常 

 

肱岡泰三 研究責任者 薬物性肝障害および急性発症性自己免疫肝炎を

含む急性肝炎の発生状況および重症化、劇症化

に関する因子に関する研究  

（H29-NHO（肝）-02） 

肝疾患 

肱岡泰三 

 

研究責任者 

 

日本人自己免疫性肝炎（AIH)に関する分子疫

学研究 （H29-NHO（肝）-01） 

肝疾患 

 

肱岡泰三 

 

 

 

研究責任者 

 

 

 

B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ長期投

与例の課題克服および電子的臨床検査情報収

集(EDC)システムを用いた多施設大規模データ

ベースの構築 （H31-NHO(消化)-03） 

肝疾患 
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肱岡泰三 

 

 

研究責任者 

 

 

体幹部定位放射線療法後の潜在的 Abscopal 

効果による肝細胞癌再発抑制：探索的観察研

究 （H31-NHO(消化)-04） 

肝疾患 

 

 

増田栄治 

 

 

研究責任者 

 

 

GERD維持療法でのP-CAB隔日投与の有効性

に関する多施設共同ﾗﾝﾀﾞﾑ化ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ試験

（ESD-PCAB) 

消化器疾患 

 

 

増田栄治 

 

 

研究責任者 

 

 

大腸憩室出血の標準的な診断・治療の確立を

目指した無作為化比較試験  

（H28-NHO(消化）-01) 

消化器疾患 

 

 

増田栄治 

 

 

研究責任者 

 

 

消化器内視鏡洗浄の標準化を目指した洗浄工

程の見直しに関する多施設研究  

（H30-NHO(消化）01) 

消化器疾患 

 

 

山田與徳 研究責任者 計算流体力学（CFD)解析を用いた内頚動脈狭

窄症における血行力学的因子の役割研究 

（H28-NHO(脳卒中）-01) 

循環器 

前田裕弘 

 

 

研究責任者 

 

 

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 

がん 

血液疾患 

 

前田裕弘 

 

 

研究責任者 

 

 

高齢者移植非適応再発・難治末梢性T細胞リン

パ腫に対するゲムシタビン、デキサメサゾン、シ

スプラチン療法＋ロミデプシン療法の第II相試

験 （H30-NHO(血液)-01） 

がん 

血液疾患 

 

前田裕弘 研究責任者 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、費用対効果の多施設共同前

向きコホート研究 

（H28-NHO(血液)-02） 

がん 

血液疾患 

前田裕弘 研究責任者 高齢者移植非対応再発・難治末梢性T細胞ﾘﾝ

ﾊﾟ腫に対するGDP+ﾛﾐﾃﾞﾌﾟｼﾝ療法の第Ⅱ相試験 

がん 

血液疾患 

星田義彦 

 

研究責任者 

 

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 

病理 

 

星田義彦 

 

研究責任者 

 

乳癌特殊型の臨床・病理学的意義の解明およ

び新分類の提唱   

（H29-NHO（乳癌）-01） 

病理 
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大屋 健 研究責任者 わが国における日常診療での甲状腺機能異常

症の早期診断・治療のための臨床指標の新規

確立  （H28-NHO(糖尿）-02) 

内分泌代謝疾患

小田剛紀 研究責任者 本邦における非定型大腿骨骨折の遺伝的リス

ク因子を探索するための多施設共同研究 

（H29-NHO(骨運）-01) 

骨・運動器疾患

堀内哲也 研究責任者 本邦における成人鼠径ヘルニア術後慢性疼痛

の実態調査とリスク因子解析-多施設共同前向

きコホート研究- （H30-NHO(外科)-01） 

外科・麻酔科 

大島至郎 研究責任者 間質性肺疾患の「急性憎悪」に関する前向き観

察と診断基準作成の試み 

（H28-NHO(呼吸）-02) 

免疫異常 

原田芳德 

 

 

研究責任者 

 

 

喘息診療の実態調査と重症喘息を対象としたｸ

ﾗｽﾀｰ解析によるﾌｪﾉﾀｲﾌﾟ・ｴﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟの同定 

（H28-NHO(免疫）-01) 

免疫異常 

 

 

島田裕子 研究責任者 

 

 

薬剤耐性菌感染が病院経営に与える追加的医

療資源算出と感染管理、抗菌薬の適正使用に

関する他施設共同サーベイランス研究

（H30-NHO(経営）-01） 

経営管理 

感染管理 

 

 
 
 
9. EBM 推進のための大規模臨床研究 

 

当該施設 

研究者 

研究代表者・研究責

任者・研究協力者 

研究課題名 分野 

大島至郎 研究責任者 CPI 免疫制御患者に対する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－ （H27‐EBM（介入）‐01） 

免疫異常 

呼吸器疾患 

本多英弘 研究責任者 SPACE 日本人ＣＯＰＤ患者に身体活動性測定

法の共有化と標準式作成 （H27‐EBM（観察）‐

02） 

呼吸器疾患 
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10. 令和元年度倫理審査委員会承認課題一覧 
 
 
受付番号 検討課題名   審査申請者 審査結果

31-1 慢性肝疾患患者におけるIn Body®を用いた体

組成の測定結果とサルコペニアの評価法との

関連に関する研究 

消化器科医師 安井 利光 4/26 

承認 

31-2 標準化腎生検組織評価法の確立 腎臓内科医師 大森 弘基 4/22 

承認 

31-3 心房細動合併急性冠症候群患者における抗

血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向

き観察研究（多施設共同研究） 

循環器疾患 

センター部長 

 

安岡 良典 5/17 

 

承認 

31-4 膠原病患者における脳血管障害の多施設共

同観察研究 

脳血管内科医長 高橋 大介 5/20 

承認 

31-5 フルベストラント使用中に病勢進行したホルモ

ンレセプター陽性進行・再発乳癌患者に対す

る、パルボシクリブ追加投与の有効性の検討

ー多施設共同臨床試験 

乳腺外科医長 田中 覚 5/24 

承認 

31-6 膠原病と代謝物の関係の評価 腎臓内科医師 大森 弘基 6/26 

承認 

31-7 不眠時指示薬をラメルテオンに統一したことに

よる、ベンゾジアゼピン受容体作動性睡眠薬

関連の転倒事故数の変化 

薬剤師 白崎 佑磨 5/30 

承認 

31-8 東アジア地区の後縦靭帯骨化症患者における

JOACMEQの応用：信頼性、妥当性の比較研

究 

整形外科医師 藤原 啓恭 5/31 

承認 

31-9 腎機能が低下したリウマチ患者における当院

のＤＭＡＲＤｓ開始量の調査 

薬剤師 土江 亜季 6/17 

承認 

31-10 関節リウマチによる手指ボタンホール変形に対

するリハビリ療法の効果に関する観察研究 

整形外科医長 秋田 鐘弼 6/17 

承認 

31-11 人工知能を用いた運動器疾患の歩行解析 整形外科医師 森口 悠 6/17 

承認 

31-13 日本における関節リウマチ患者の現状と問題

点を全国的に継続的に明らかにするための共

同臨床研究 

臨床研究部長 佐伯 行彦 6/17 

承認 
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31-14 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－ 

免疫疾患 

センター部長 

 

大島 至郎 6/17 

承認 

31-15 腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険

遺伝子および遺伝子変異の同定 

腎臓内科医師 飯尾 健一郎 9/30 

条件付承認

31-16 早期関節リウマチ患者における初期治療効果

反応性による治療強化の予後予測に関する研

究 

免疫異常疾患 

研究室長 

 

辻 成佳 10/8 

承認 

31-17 StageIII 結腸癌治癒切除例に対する術後補助

化学療法としてのmFOLFOX6 療法または

XELOX 療法における5-FU 系抗がん剤およ

びオキサリプラチンの至適投与期間に関する

ランダム化第III 相比較臨床試験 

JFMC47-1202-C3（ACHIEVE Trial） 

がん診療連携 

総括部長 

 

堀内 哲也 6/25 

承認 

31-18 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテー

ション手術患者の前向き登録調査 

骨・運動器疾患 

センター部長 

小田 剛紀 8/7 

承認 

31-19 左室収縮能が保たれた心不全の予後に関す

る多施設共同前向き観察研究（一部改定） 

循環器科医師 吉村 貴裕 8/7 

承認 

31-20 門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効

果についての検討-多施設共同研究 

副院長 肱岡 泰三 8/7 

承認 

31-21 免疫性筋疾患における自己抗体に関する研究 脳血管内科医師 杉山 幸生 7/30 

承認 

31-22 サマリーシートを活用した病診連携形態の確

立による生活習慣予防 

内分泌代謝内科 

医長 

幸原 晴彦 7/30 

承認 

31-23 生物学的製剤が関節リウマチ患者の間質性肺

炎に与える影響 

大阪大学 

呼吸器免疫内科学

（院外研究員） 

葛谷 憲太郎 10/24 

承認 

31-24 脳脊髄液中の睡眠・覚醒関連物質・オレキシン

等の測定研究 

脳血管内科医師 杉山 幸生 9/24 

承認 

31-25 膠原病と代謝物（アミノ酸と関連代謝物および

これに連動するＲＮＡ・タンパク質）との関係評

価 

腎臓内科医師 大森 弘基 9/24 

承認 
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31-26 人工関節置換術後の運動機能およびＱＯＬに

関する日本の平均値の作成 -多施設間研究-

主任理学療法士 田﨑 尚孝 9/24 

承認 

31-27 慢性腎臓病患者におけるCD34陽性細胞減少

のメカニズムおよび予後に関する研究 

腎臓内科医師 飯尾 健一郎 9/12 

承認 

31-28 乾癬関節炎患者における人工知能による画像

診断支援システムの構築 

免疫異常疾患 

研究室長 

辻 成佳 9/12 

承認 

31-29 人工股関節全置換術（THA)後当日の介入が

術後の歩行能力に与える影響 

理学療法士 堀内 克真 10/7 

承認 

31-30 入院予定患者が抱える心理社会的問題の構

造 

医療社会事業 

専門員 

川口 美度理 10/7 

承認 

31-31 TKA術後の早期歩行獲得が退院可能日に与

える影響 

理学療法士 稲場 仁樹 9/25 

承認 

31-32 上方侵入法による人工関節置換術の早期運

動機能回復に関する後ろ向き研究 

理学療法士 相川 和久 9/25 

承認 

31-33 出版公表計画審査 手術室入室後に特異的な

尿の色調変化が明らかとなった全身麻酔症例

麻酔科医師 本庄 郁子 10/7 

承認 

31-34 問診、機械的評価、身体機能評価を用いた筋

肉量の健康への影響の統合的解析 

リウマチ・膠原病・

アレルギー科医師

吉田 祐志 9/30 

承認 

31-35 Gait analysis of the extension deficiency 

after totalhip arthroplasty. 

理学療法士 相川 和久 10/23 

承認 

31-36 捺印細胞診で経験した指状嵌入樹状細胞肉

腫の一例 

臨床検査技師 青木 悠真 10/23 

承認 

31-37 整形外科における術後せん妄の発症要因 看護師 小谷 晴香 10/21 

承認 

31-38 A病院で作成したせん妄アセスメントシートの

効果～転倒・転落、ドレーン・チューブ類の自

己抜去のインシデント数を比較して～ 

看護師 菅 規差子 10/21 

承認 

３1－39 継続受け持ち固定チームナーシングおよびペ

アナース制導入による記録の変化 

看護師 河井 美帆 10/23 

承認 

31-40 入院時支援が予定入院患者の入院期間に影

響したかの検証 

看護師 石川 美紀子 10/21 

承認 

31-41 術後せん妄予防における足浴ケアの効果 看護師 水野 綾乃 10/21 

承認 
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31-42 高密度無菌室に入院していた患者の環境につ

いての思いの実態調査 

看護師 岡田 育世 10/21 

承認 

31-43 副看護師長からはじめよう！キャリアラダーに

則った個々への教育 

看護師 安宅 真也 10/30 

承認 

31-44 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基

づく急性期医療体制の構築に関する研究

「Close The Gap-Stroke」 

脳卒中 

センター部長 

山田 與徳 11/5 

承認 

31-45 入院における筋肉量および筋力低下の実態調

査 

（医原性サルコペニア予防対策確立に向けて）

免疫異常疾患 

研究室長 

 

辻 成佳 11/5 

承認 

31-46 関節リウマチによる手指ボタンホール変形に対

するリハビリ療法の効果に関する観察研究 

整形外科医長 秋田 鐘弼 11/11 

承認 

31-47 開腹手術後のゆ着の安全な剥離方法 がん診療連携 

総括部長  

堀内 哲也 11/18 

承認 

31-48 関節リウマチによる手指ボタンホール変形に対

する装具療法と運動療法の前向き研究 

作業療法士 河井 将吾 11/18 

承認 

31-49 鼠径ヘルニア手術における前方到達法から腹

腔鏡下鼠径ヘルニア手術の変遷時期の手術

手技と成績に関する後方視的観察研究 

外科医師 木村 正道 11/13 

承認 

31-50 当院における虫垂炎に対する，腹腔鏡下手術

の手術手技と治療成績の後方視的観察研究 

外科医師 木村 正道 11/13 

承認 

31-51 ＣＴガイド下針生検で診断がついた肝類上皮血

管内皮腫の１例 

レジデント 

（放射線科） 

阪井 雄紀 11/26 

承認 

31-52 漢字の失読失書を呈した硬膜動静脈瘻 

（ｄＡＶＦ）の一例 

リハビリテーション 

科 

新原 未菜美 11/26 

承認 

31-53 当院における鼠径ヘルニア修復術 -前方到

達法から腹腔鏡手術への変遷と手術成績- 

外科医師 木村 正道 11/26 

承認 

31-54 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）

構築に関する研究 

骨・運動器疾患 

センター部長 

小田 剛紀 11/26 

承認 

31-55 多施設共同臨床研究ネットワークを用いた脳

卒中レジストリ構築による脳卒中診療実態の

把握（OCRstroke） 

リハビリテーション 

科医師 

 

小林 潤也 11/26 

承認 
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31-56 上方進入法を用いた大腿骨頸部骨折に対する

人工骨頭置換術の短期成績 

レジデント 

（整形外科） 

加納 慎也 11/26 

承認 

31-57 スモン検診におけるMCI（軽度認知障害）検査 神経内科部長 狭間 敬憲 12/2 

承認 

31-58 当施設における橈骨動脈径と尺骨脈径の比較

検討 （出版公表計画） 

麻酔科医師 浅井 真理子 11/29 

承認 

31-59 メトトレキサート（ＭＴＸ）関連リンパ増殖性疾患

発症予測因子の同定 

病理診断科医長 星田 義彦 12/6 

承認 

31-60 固形がん患者検体のバイオマーカー研究 呼吸器腫瘍内科 

医長  

工藤 慶太 12/18 

承認 

31-61 人工股関節全置換術患者の看護介入を早期

離床と栄養管理の観点から考える 

看護師長 山中 真美子 12/18 

承認 

31-62 急性期病棟で高次脳機能障害のある患者を看

護する看護師の困難感  

～患者との関わりの中で抱く困難感～ 

看護師長 金田 淳子 12/18 

承認 

31-63 ＨＣＵにおける身体抑制に対する看護師のＨＣ

Ｕ経験年数別の意識調査 

看護師長 金田 淳子 12/18 

承認 

31-64 看護師の手指消毒の遵守意識に対する調査 

-看護師の心理的要因から考察する- 

看護師長 金田 和奈 12/18 

承認 

31-65 超緊急帝王切開を安全で迅速に受け入れるた

めの取り組み -グレード分類制度の導入- 

看護師長 中嶋 幸恵 12/18 

承認 

31-66 集中治療室で終末期の患者家族との関わりに

おける看護師経年別困難感 

看護師長 尾方 真由美 12/18 

承認 

31-67 看護師の月間のアルコール使用量とパーソナ

リティの関連性 

看護師長 横山 由紀子 12/18 

承認 

31-68 

 

関節リウマチ患者の周術期における筋肉量と

栄養状態の関連性 

看護師長  

 

三宅 瞳 12/18 

承認 

31-69 

 

妊娠中からの支援によるエジンバラ産後うつ

病自己評価表得点の結果 

看護師長  

 

桑原 敬子 12/18 

承認 

31-70 

 

病棟看護師の周術期患者に対しる口腔ケアの

実態調査 

看護師長 

 

村上 陽子 12/18 

承認 
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31-71 

 

 

認定看護師間のよりよい連携に向けた取り組

み ～現状の認定看護師の介入に関する実態

調査～ 

副看護師長 

 

鉾立 えり子 

 

12/18 

承認 

 

31-72 

 

超音波ガイド下神経ブロック施工時における超

音波診断装置探触子の作動実態調査 

麻酔科医師 笠井 智美 12/18 

承認 

31-73 

 

認知症看護における生活情報シートが病棟看

護師に与える影響 

看護師長 奥水 芳恵 12/18 

承認 

31-74 

 

消化管手術の術中ＳＳＩ防止対策 -最新のガ

イドラインも踏まえた対策とその結果- 

がん診療連携 

総括部長 

堀内 哲也 12/18 

承認 

31-76 

 

日本人における骨量減少に対する乾癬性関節

炎の影響とそのメカニズム解析 

免疫異常疾患 

研究室長 

辻 成佳 1/6 

承認 

31-77 がんstageⅣの告知をうけた患者への病棟看

護師がアドバンスケアプランニングを行ううえで

の困難感の調査 

看護師長 中口 千枝子 1/22 

承認 

31-78 スモン検診におけるMCI（軽度認知障害）検査 神経内科部長 狭間 敬憲 1/29 

承認 

31-79 

 

消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技デー

タベース構築 7版 

消化器科医長 中西 文彦 2/10 

承認 

31-80 

 

 

シェーグレン症候群合併の関節リウマチ患者

における、アバタセプト投与による有用性の検

討 

免疫疾患センター

部長 

大島 至郎 

 

2/13 

承認 

 

31-81 

 

 

 

びらん性胃食道逆流症（GERD)維持療法での

カリウムイオン競合型酸阻害薬（P-CAB)隔日

投与の有効性に関する多施設共同ランダム化

クロスオーバー試験 （ESD-Von-GERD) 

消化器科医長 

 

 

増田 栄治 

 

 

2/13 

承認 

 

31-82 

 

根治的化学放射線治療後におけるDurvalumab

投与の実臨床での検討 

呼吸器腫瘍内科 

医長 

工藤 慶太 

 

2/13 

承認 

31-83 

 

 

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対す

るUFT/LV療法の臨床的有用性に関する研究

（JFMC46-1201） 

がん診療連携 

総括部長 

 

堀内 哲也 

 

 

2/19 

承認 

 

31-84 

 

 

本邦リアルワールドでの重症喘息における生

物学的製剤の使用実態および効果に寄与する

因子の検討 

呼吸器内科部長 

 

山本 傑 

 

2/27 

承認 
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31-85 

 

メトトレキサート（ＭＴＸ）関連リンパ増殖性疾患

の遺伝子変異プロファイル解析 

病理診断科医長 星田 義彦 

 

2/27 

承認 

31-86 

 

メトトレキサート（ＭＴＸ）関連リンパ増殖性疾患

発症予測因子の同定 

病理診断科医長 星田 義彦 

 

2/27 

承認 

31-87 

 

 

 

早期胃癌内視鏡治療後の異時性多発癌に対

するヘリコバクター・ピロリ除菌の長期的発癌

抑制効果に関する多施設共同後ろ向きコホー

ト研究 

消化器科医長 

 

中西 文彦 

 

 

 

3/4 

承認 

 

31-88 多層的オミクス解析による疾患病態の解明 臨床研究部長 佐伯 行彦  

 

3/16 

承認 

31-89 

 

腸内細菌および真菌により誘導される免疫病

の病態解明 

臨床研究部長 佐伯 行彦 

 

3/16 

承認 

31-90 

 

 

日本における関節リウマチ患者の現状と問題

点を全国的に継続的に明らかにするための共

同臨床研究 

臨床研究部長 

 

佐伯 行彦 

 

 

3/16 

承認 

 

31-91 

 

ＭＲＩによる骨格筋の筋線維構成比率の検証 

 

理学療法士 相川 和久 3/18 

承認 

 31-92 

 

術後患者の骨格筋の筋線維構成に関する研

究 

理学療法士 相川 和久 

 

3/18 

承認 

31-93 

 

ＮＨＯ近畿グループ及び国立循環器病研究セ

ンターにおけるプレアボイド報告の集積調査 

薬剤部長 政道 修二 3/16 

承認 

31-94 

 

ＡＬＰ ＩＦＣＣ標準化対応法の導入に向けて 

 

臨床検査技師長 森脇 貴美 

 

3/19 

承認 

31-95 

 

多層的オミクス解析による疾患病態の解明 免疫疾患 

センター部長 

大島 至郎 

 

3/25 

承認 

 31-96 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 

リハビリテーション 

科医師 

 

小林 潤也 3/25 

承認 

31-97 

 

ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨

床成績と底痛の評価 

リハビリテーション 

科医長 

萩尾 佳介 

 

3/31 

承認 
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令和元年度受託研究（治験等）審査委員会名簿 
 

構成員 役職・所属 氏名 

委  員  長 臨床研究部長 佐伯 行彦 

副 委 員 長 薬剤部長 政道 修二 

外部委託委員 弁護士（コスモス法律事務所） 四宮 章夫 

〃 元大阪大谷大学 薬学部教授 小川 雅史 

〃 大阪南医療センターがん患者サロン（ボランティア）代表 藤原 弘子 

内 部 委 員 副院長 肱岡 泰三 

   〃 特命副院長 前田 裕弘 

〃 統括診療部長 橋本 淳 

〃 がん診療連携総括部長 堀内 哲也 

〃 骨・運動器疾患センター部長 小田 剛紀 

〃 看護部長 福井 久美子 

〃 事務部長 碓村 雅史 

〃 企画課長 長谷川 弘和 

〃 主任臨床工学技士 中村 貴行 

 

 
令和元年度倫理審査委員会名簿 
 

構成員 役職・所属 氏名 

委  員  長 特命副院長 前田 裕弘 

副 委 員 長 臨床研究部長 佐伯 行彦 

外部委託委員 弁護士（コスモス法律事務所） 四宮 章夫 

〃 大阪南医療センターがん患者サロン（ボランティア）代表 藤原 弘子 

   〃 元大阪大谷大学 薬学部教授 小川 雅史 

内 部 委 員 副院長 肱岡 泰三 

〃 事務部長 碓村 雅史 

〃 統括診療部長 橋本 淳 

〃 看護部長 福井 久美子 

〃 管理課長 久保 洋 
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Ⅱ．各研究室の活動報告 

 

 
 
（1）免疫異常疾患研究室 

  
令和元年度、免疫異常疾患研究室 活動報告 （リウマチ・膠原病・アレルギー科） 

 
免疫疾患センター部長 大島 至郎  

 
1.関節リウマチ(RA)と免疫グロブリン糖鎖異常の病因・病態における役割の検討 

大島らはGalectin-3 binding protein (Gal-3BP)、Gal-3の発現がRAの関節局所で亢進し

ていることを報告した1）。ガレクチンは、ガラクトースと結合可能で、糖鎖同士を架橋する

蛋白質である。ガレクチン3（Galectin-3）はガレクチンのファミリーに属する1個の糖鎖

結合ドメイン(CRD)とN末端側領域から構成されるキメラタイプのガレクチンで、細胞増殖

・分化やアポトーシスの制御など多彩な生理活性が知られており、マクロファージによる

貧食や炎症にも関与する。 

一方、糖鎖による修飾は、発生過程や、癌化の過程で変化が認められることが知られてい

る。RAにおいても古くから血清IgGの糖鎖のガラクトースの量の減少が報告されている

(Nature, 316, 452-457, 1985)。 

近年RA症例において血清IgGの糖鎖異常が発症以前から認められ、実際にIgGの糖鎖異常

は免疫・炎症などに関わる生理機能の発現に重要な役割を果たしていることが明らかにな

ってきた（J Autoimmun,Jan;96, 14-23, 2019）。このことはIgGの糖鎖異常がRAの病因、病

態形成に重要な役割を果たしていることを示唆する。我々は現在以下のように研究を進め

ている。 

① IgGの糖鎖異常の病因への関与と病態に与える影響の解析 

② 疾患マーカーとしての有用性 

 

①免疫グロブリン糖鎖異常の関節リウマチにおける役割 

（科研費 基盤研究（Ｃ） 2018-2020年度 研究代表 大島至郎） 

ヒトIgGは、CH2領域の297番目のアスパラギンに2本の糖鎖を有する（図1）。我々は、液

体クロマトグラフィー（HPLC）を用いた糖鎖解析の手法によりRA症例の血清中のIgGのN型

糖鎖構造を解析した。この糖鎖構造は基本的に2本鎖であり、ガラクトースの欠損以外にも

、フコース、Nーアセチルグルコサミンにも欠損がみられることがあり、多様性が見られる

(図2)。 
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確立したRAにおいては、健常人や変形性関節症の症例に比して、ガラクトースを欠損した

糖鎖を有するIgG（GroupII, VI, IX）の割合が極めて高いという特徴を確認した。また、

この現象が発症の早期から起こっており、発症原因のひとつである可能性を示唆する知見

を得ている。すなわち、ガラクトースを欠損したIgGの割合（%G0）が、早期RAの診断マー

カーとして有用であることを明らかにした2)。 

また、マウスの関節炎モデルにおいては、ガラクトースを欠損したII型コラーゲンに対

するIgGを移入することで病態がより悪化し、糖鎖異常が病因に関わっていると報告されて

いる(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 6123-6127, 1994)。我々は興味深いことに、和田

らとの共同研究において、質量分析法を用いた糖タンパク質糖鎖解析法を用いてIgG糖鎖異

常のみならず、IgA1におけるO型糖鎖異常を認めることを世界で初めて報告した2）。 

RA 症例の血清中の免疫グロブリンの糖鎖構造の異常と臨床データの関連を詳細に検討す

ることは、RA の早期診断や予後の評価につながると考えられる。すでに診断においては、

水落らが開発した抗ガラクトース欠損 IgG 抗体が臨床の場で使用されている。しかし、特

に RAの病因解明のためには、糖鎖異常を起こした免疫グロブリンに対する抗体を解析する

こと以上に糖鎖異常の起こっている免疫グロブリンそのものを解析することが重要である

ことはいうまでもない。近年の糖鎖の構造解析、機能解析に関する技術進歩は著しく、今

後これらの技術を用いて糖鎖の機能を解明することにより核酸や蛋白質だけで説明できな

かった様々な生命現象が解明されるようになることが期待される。 

 

②関節リウマチに対する分子標的薬治療における免疫学的寛解のマーカーの探索 

（2019-2021 年度 NHO ネットワーク共同研究研究 研究代表 大島至郎） 

近年、関節リウマチ（RA）の治療は、生物学的製剤の登場により飛躍的に進歩した。特

に、分子標的薬（生物学的製剤（ｂDMARDS）や分子標的合成製剤（tsDMARDS））が、現在

その中心的役割を果たしている。その結果、治療ゴールとしての臨床的寛解、構造的・機

能的寛解が現実的なものとなっている。一方分子標的薬はいずれも高額であり、これらの

薬物を中止しても寛解が維持できる、いわゆる“Bio-free 寛解”の達成が切望されている

が、症例は限られており、減量や中止における具体的な治療指針は定まっていない。もし、

効率よく薬物的（特に Bio-Free）寛解まで達成できれば、RAの予後を改善するだけでなく、

分子標的薬の最大の問題である高コストの問題が解決できるものと考えられる。 

RA は原因不明の自己免疫の関与する炎症性疾患であり、根治治療は未だに確立されてい

ない。RA 症例において血清 IgG の糖鎖異常が発症以前から認められ、実際に IgG の糖鎖異

常は免疫・炎症などに関わる生理機能の発現に重要な役割を果たしていることが明らかに

なった。このことは、IgG の糖鎖異常が RA の病因、病態形成に重要な役割を果たしている

ことを示唆する。さらに IgG の糖鎖異常（G0）が RA において診断的有用性を有することが

明らかとなり、我々もその事を確認した 3）。 
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本研究では、RA に対して分子標的薬治療によって臨床的に寛解を達成し分子標的薬

を中止する患者さんを対象に、中止後 1年間の観察を行い、再燃した患者群と、寛解が

維持された群を比較する事により、分子標的薬中止時の免疫グロブリン糖鎖異常が、“免

疫学的寛解”のマーカーとなりうるかを検討している。 

 

 

図 1. IgG の構造と糖鎖 

 

 

図 2. IgGFc 部位に結合している N型糖鎖の多様性 
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2. IT で結ぶ関節リウマチ（RA）リアルワールドデータベース MiRAi 

（研究代表 大島至郎） 

関節リウマチ（RA）の治療は新規治療薬の登場、新規治療戦略によって近年大きく進歩

した。 

我々は 2009 年 診療支援システム MiRAi（Osaka Minami RA information system）を独

自開発した。 

患者がタッチパネルに入力した問診データを、医師が関節評価など基本情報を入力するだ

けで、RA に必要な情報を電子カルテから自動抽出できるため、日常診療における診療デー

タがそのまま質の高い RAのデータベースとなる。（表 1,2） 

MiRAi の導入施設は年々増加している。今後リウマチ専門施設間でのデータ連携が可能にな

れば、大規模な RA のリアルワールドのデータベースになる可能性がある。MiRAi のデータ

抽出システムを用いることにより、従来のコーホートと比較して、一患者あたりからの得

られる情報量が飛躍的に増加し、かつ縦断的な長期解析が可能となる。このシステムによ

り、RA の薬剤の有効性と安全性に関する新たな知見が多く得られることが期待され、リウ

マチ診療の向上に繋がるものと考えられる。また、現在我々医療者が診療の拠り所として

いる臨床試験や PMS においては、高齢者、合併症症例のデータが著しく欠損しており、MiRAi

による RAのリアルワールドデータベースを用いて、高齢化が急速に進む日本における高齢

RA 患者の治療におけるデータを検証し、治療指針を発信することを目標とする。 
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表 1 

 

 

表 2 
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3. 次世代細胞解析技術を用いた関節リウマチの治療予測因子の探索 

（2019-2021 年度 NHOネットワーク研究 研究代表 礒田健太郎） 

RAは、血清陽性（seropositive）RA、血清陰性（seronegative）RA、高齢発症 RA（EORA）

などいくつかのサブタイプが提唱されており、ヘテロな集団であることが知られている。

また、IL6, TNFα, CTLA4, JAK など異なった分子が標的となった治療薬が存在し、それぞ

れの反応性は患者毎に異なる。また合併症においても、感染症、肺疾患などの発症ハイリ

スク群が存在すると考えられているが、個別患者の予測方法は未だに乏しい。 

このような、疾患のサブタイプ分類、個別化治療、合併症予測ができていない原因として、

免疫系の複雑性がある。免疫系は自然免疫系細胞であるマクロファージ、単球、自然免疫

系細胞と獲得免疫との綱渡しをする抗原提示細胞（樹状細胞など）、獲得免疫系細胞である、

B細胞、T細胞などが相互作用をする免疫ネットワークが作られることによってはじめて機

能することが知られている。従来の方法では、このような免疫機能のごく一部の抗体価、

血清濃度などでしか解析できず、このような方法では、治療経過、合併症頻度などを個別

に予想できなかった。 

全身を巡回する免疫細胞は、血液から分離することができる。現在の技術でも、リンパ球、

好中球、好酸球などの分画を知ることができ、例えば、リンパ球の減少から免疫機能の低

下、好酸球上昇からアレルギー反応がおきていることなど情報を得ることができる。こう

いった分類に加えて、細胞表面マーカーを見ることにより、リンパ球の分化状況や活性化

の有無などより多くの情報を得ることが出来るが、既存の技術では、蛍光標識した抗体を

結合させて反応を見ていたため、測定には限界があった。 

近年、細胞の表面マーカーを４０種類同時測定可能なマスサイトメトリーの技術が、ス

タンフォード大学のチームを中心に開発されている。この技術は、微小金属元素で標識し

た抗体と、マスサイトメトリーの技術を使用しているため、４０種類測定可能である上に、

干渉の問題がなく精度が高い。臨床情報に加えて、末梢血単核球から４０マーカーの発現

量パラメーターを取得することにより、全身の免疫状態を詳細かつ、俯瞰的に把握し、そ

れらで得られた情報を統計解析することにより、患者毎の関節リウマチの重症度、薬剤反

応性などを個別に予測可能になると考えられ、現在解析中である。 

 

4. 間質性肺炎を伴う多発性筋炎/皮膚筋炎の予後予測因子を明らかにするための臨床研究

（JAMI）（医師主導型共同研究 施設代表 大島至郎） 

5. シェーグレン症候群合併の関節リウマチ患者におけるアバタセプト投与による有用性

の検討 ROSE 試験（医師主導型共同臨床試験 施設代表 大島至郎） 

6. NinJaコホートによる臨床研究 （施設代表 大島至郎） 

7. Corrona Japan RA Registry（施設代表 大島至郎） 
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令和元年度、免疫異常疾患研究室 活動報告 （リウマチ外科） 

                              室長 辻 成佳 

 

＜脊椎関節炎の併存症に関する国際共同研究での検討＞ 

Clinical Characteristics of Patients with Spondyloarthritis in Japan in Comparison with Other 

Regions of the World. 

Kishimoto M, Yoshida K, Ichikawa N, Inoue H, Kaneko Y, Kawasaki T, Matsui K, Morita M, Suda 

M, Tada K, Takizawa N, Tamura N, Taniguchi A, Taniguchi Y, Tsuji S, Haji Y, Rokutanda R, 

Yanaoka H, Cheung PP, Gu J, Kim TH, Luo SF, Okada M, López Medina C, Molto A, Dougados M, 

Kobayashi S, van der Heijde D, Tomita T.J Rheumatol. 2019 Aug;46(8):896-903.  

 

世界の他の地域と比較して、日本における脊椎関節炎（SpA）患者の臨床的特徴を検討した。 

方法：脊椎関節炎患者の国際横断的観察研究である ASAS-COMOSPA（脊椎関節症における国

際社会評価 - 合併症の評価）データを用いて、人口統計、疾患の特徴、併存症、および危

険因子に関する情報を分析した。患者は：日本、他のアジア諸国（中国、シンガポール、

韓国、台湾）、および非アジア諸国（ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ）に分けて比較

検討した。検討項目は診断と治療を含む患者の特徴とした。結果は、3984 人の患者のうち、

161 人は本邦の医療機関（当院からは 48 例登録）から、933 人は他のアジア諸国から、そ

して 2890 人は他の地域からの登録であった。日本の SpA 患者のうち、42 人（26.1％）が他

の国々よりも末梢型 SpA が多く認められた。この傾向は、日本人の SpA 患者内における乾

癬性関節炎（PsA）の症例割合が多いことによる。他のアジア諸国からの患者の 54％が末梢

関節障害を持たない体軸性 SpA（axSpA）であった。 axSpA の ASAS 分類基準に用いる HLA-B27

テストは、axSpA を有する日本人患者の 63.6％でのみ行われた。axSpA を有する日本人患者

の半数以上が画像診断基準を用いて分類された。 

結論は我々の研究では、アジアの他の地域や世界の他の地域と比較して、日本においてよ

り多くの末梢型 SpA 症例が観察された。民族間の違いは別として、日本での PsA の認知の

高まり、ならびに HLA-B27 検査の不十分な使用による axSpA の潜在的な過少診断が存在す

る可能性がある。 

以上の内容を論文発表した。 

 

＜関節リウマチに対する生物学的製剤使用時の周術期合併症の検討＞ 

Does Abatacept Increase Postoperative Adverse Events in Rheumatoid Arthritis Compared with 

Conventional Synthetic Disease-modifying Drugs? 

Ito H, Tsuji S, Nakayama M, Mochida Y, Nishida K, Ishikawa H, Kojima T, Matsumoto T, Kubota 

A, Mochizuki T, Sakuraba K, Matsushita I, Nakajima A, Hara R, Haraguchi A, Matsubara T, Kanbe 

K, Nakagawa N, Hamaguchi M, Momohara S; JOSRA Consortium.J Rheumatol. Epub 2019 Jun 15 
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本研究の目的は、関節リウマチ（RA）患者における整形外科手術後にアバタセプト（ABT）

が従来の合成疾患修飾抗リウマチ薬（csDMARD）よりも有害事象を引き起こすかどうかを検

討した。 

方法は、多施設ケースコントロール研究（18 施設）で、ABT を受けている患者（ABT 群）は、

csDMARD および／またはステロイドを受けている患者（対照群）に割つけて、術後の有害事

象項目には、手術部位感染、創傷治癒の遅延、深部静脈血栓症または肺塞栓症、再燃およ

び死亡を挙げた。両群における有害事象の発生率を Mantel-Haenzel 検定、有害事象の危険

因子はロジスティック回帰モデルによって分析した。結果として 3358 症例のうち適正患者

2651 症例がマッチングされ、97 組（194 人）が ABT 群と対照群として選択された。各有害

事象の発生率または総有害事象の発生率に群間差は検出されなかった（対照対 ABT：合計で

１５.５％対２０.７％、死亡で５.２％対３.１％）。結論は ABT を含まない csDMARD および

/またはステロイド投与群と比較して、治療に ABT を追加しても、整形外科手術を受けてい

る RA患者における術後有害事象の発生率は増加しなかった。 

以上の内容を論文発表した。 

 

＜関節リウマチ足関節障害に対する人工足関節全置換術への取り組み＞ 

Radiographic effects observed in the coronal view after medial malleolar osteotomy at total ankle 

arthroplasty in rheumatoid arthritis cases. 

Hirao M, Hashimoto J, Ebina K, Tsuboi H, Takahi K, Nakaya H, Noguchi T, Kunugiza Y, Tsuji S, 

Yoshikawa H.J Orthop Sci. 2020 Feb 13:S0949-2658(20)30011-7. doi: 10.1016/j.jos.2020.01.005. 

Online ahead of print.PMID: 32063468 

 

関節リウマチの手術治療のための付加的なテクニック（骨強度の増強、軟組織バランスの

調整、負荷軸の調整）と組み合わせた足関節全置換術（TAA）後の転帰を中期から長期成績

を評価した。 TAA 後の転帰に対する生物学的治療の影響も評価した。 

方法：関節リウマチ症例で TAA を受けた 50患肢（44 症例）についてコホート観察研究を行

った。追跡調査の平均期間は 7.1 年、評価項目としてレントゲン評価および日本足の外科

学会（JSSF）スケールスコアと術後自己管理足評価アンケート（SAFE-Q）を用いた。結果

は、JSSF 関節リウマチの JSSF 足・足関節臨床スコアを有意に改善した（p <0.0001）。 50TAA

のうち２症例に再置換術を必要とした。距骨コンポーネントの沈下は 8 症例に認められた

（生物学的治療群で 6 人、非生物学的治療群で 2 人）。最終追跡調査時の SAFE-Q スケール

の社会的スコアは生物学的治療群で有意に高かった（p = 0.0079）。最終追跡調査時におけ

るプレドニゾロンの投与量（p = 0.0003）、プレドニゾロンの使用率（p = 0.0001）、およ

び疾患活動性スコア（p <0.01）はすべて生物学的治療群で有意に低かった。 
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結論は疾患管理、骨強度の増強、軟組織バランスの管理、および負荷軸の調整を考慮に入

れると、TAA は慢性関節リウマチの治療に推奨される。距骨下要素の鎮静の予防は、距骨下

固定術、慢性関節リウマチ、およびより高い社会活動レベルの組み合わせを有する患者に

おいて依然として課題である。 

以上の内容を論文発表した。 

 

＜前足部変形に対する関節温存手術への取り組み＞ 

Impact of combining medial capsule interposition with modified scarf osteotomy for hallux valgus. 

Ebina K, Hirao M, Tsuboi H, Kaneshiro S, Nishikawa M, Goshima A, Noguchi T, Nakaya H, Etani 

Y, Miyama A, Takami K, Hashimoto J, Yoshikawa H.Mod Rheumatol. 2020 Jan;30(1):204-210. 

doi: 10.1080/14397595.2019.1572261. Epub 2019 Feb 18.PMID: 30676145 Clinical Trial. 

 

当センターでは関節リウマチ前足部矯正手術において、JCHO 大阪病院整形外科大脇肇先生

考案による第１－５中足骨骨頭温存法を modify して行っている。 

この手術手技における他疾患への臨床成績の報告を行った。 

2013 年から 2017 年にかけて外反母趾患者 59 例（関節リウマチを除く）に対して実施さ

れた modified スカーフ骨切り術について検討した。指導医の裁量で、MTP 関節に（1）内側

関節包 interposition なし（NI 群 33 例）または（2）interposition あり（I群 31 例）に

選択された。日本足の外科学会（JSSF）中足指節間（MTP）-指節間スケールを X線撮影パ

ラメーター（外反母趾角[HVA]、第 1および第 2中足骨間角度、および Hardy グレード）と

ともに評価した。 

結果：すべての JSSF スケールまた、X線パラメーターはベースラインで有意差はなく、両

群とも最終観察にて改善された（p <.001）。ただし、NI 群の場合と比較して、I群は痛み

の JSSF スケールで有意に高い改善を示した（NI 群：19.4-34.2、I 群：18.4-37.1; p = .02）、

機能（NI群：20.8-33.6、I 群：18.3-36.6; p = .005）、合計スコア（NI 群：41.5-81.8、

I 群：38.5-88.5; p <.001）、および MTP 関節裂隙（NI群：1.4-1.5 mm、I群：1.6-2.6 mm; 

p <.001）、合計 JSSF スコア間に有意な相関関係（r = .40; p = .001）結論：内側関節包

の interposition と modified スカーフ骨切り術を組み合わせると、中期臨床転帰が大幅に

改善された。 

以上を論文発表した。 

 

＜関節リウマチで破壊された関節組織を用いた観察研究ネットワーク体制の拡充への取り

組み―強力な薬物療法後もなお残るリウマチの病態解明をめざして―＞ 

関節リウマチ（RA）は、全身の関節に慢性炎症を生ずるとともに関節構造破壊や骨脆弱性を

もたらし、関節機能低下や日常生活動作内で生ずる骨折のため身体機能障害をきたすことに加

え、全身の様々な臓器にも炎症病変を生じ、疾患や治療薬の影響による易感染性のため生命予 
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後も脅かされる疾患である。その薬物療法の進歩には近年目覚ましいものがあるが、奏効性が失わ

れる例、薬剤継続が困難な例、部分的に関節炎が残存し関節破壊が進行する例、いずれの薬物療法も

効果不十分である例も多い。優れた薬剤が登場しても長期での限界や次の問題を早く認識し、その解

決に向けて対応することが大切である。それゆえに種々の薬物療法を行うも手術に至る患者の「関節

滑膜で何が起きているのか？」という疑問を明らかにする病態解明は重要度を増している。NinJa 登

録 RA 患者の関節手術時に採取できる組織を用いた研究体制の拡充をはかり、薬物療法後に遺残す

る RA の病態解明による新たな RA 治療法の開発を目的に、滑膜組織所見、および腸骨および手

術部位局所の骨髄血中可溶性タンパク質濃度と臨床情報との関連を検討する予定である。 

 

＜Inbody 体組成計を用いた医原性サルコペニアの検討＞ 

近年サルコペニアの概念が広まって来ているが、入院患者の入院中の筋肉量減少について

のデータは明らかでない。当センターでは臥床のままで測定可能な測定機器を購入し、整

形外科・リウマチ科での全症例に対して計測を行い、当科での現状を確認するとともにそ

の改善方法について検討する予定である。 

 

＜タンパク質量の多い食事提供における栄養指標の変化の検討＞ 

入院中に低栄養化する症例は欧米での報告では入院患者の約 30％と言われている。当セン

ターでは、入院前に低栄養基準に当てはまる症例（手術症例に限定）して、タンパク質量

の多い食事（リハサポート食）の提供を開始している。 

このタンパク量の多い食事提供が、周術期の合併症予防や術後の運動機能の向上に役立つ

かの検討を行い中間 DATA 解析にて、入院後 2週間でアルブミンの低下を優位に抑制するこ

とが確認された。現在、症例数を積みまして最終検討を行う予定である。 

 

＜栄養指標 CONUT を用いた関節リウマチ患者での合併症の検討＞ 

関節リウマチにおいて低栄養症例は約 40％と報告されている。 

この低栄養状態が、どのような合併症と関連性が認められるのかを 

現在、論文投稿中である。 

 

＜栄養指標 CONUT を用いた関節リウマチ患者での NiｎJa 15000 例での疾患活動性・合併

症の検討＞ 

関節リウマチにおいて低栄養は様々な問題を引き起こすことが想定される。 

2019 年度の NinJa（リウマチ性疾患データベース、NinJa：National Database of Rheumatic 

Diseases by iR-net in Japan）の研究会において CONUT を 2020 年度に登録することの要

望が認可された。2021 年度のこの低栄養状態が、どのような合併症と関連性が認められる

のかを検討する予定である。 

- 36 - - 37 -



 

 

（2）循環器疾患研究室 
 

室長 安岡 良典 
 

循環器科 
 
＜臨床研究活動＞ 
（1）個別研究 
個別研究のテーマは虚血性心疾患、不整脈、心不全の各テーマに大別され 
その分野は多岐にわたる。詳細は臨床研究業績集を参照されたい。 
 
（2）共同研究  

1. PURSUIT-HFpEF レジストリー（左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設

共同前向き観察研究）: 大阪大学循環器内科学講座が主体となり本研究参加施設に入院

した左室収縮能が保たれた心不全患者を対象として、患者背景因子、病態評価項目、予

後情報などを集約的に解析することでHFpEFの病態解明および予後規定因子の同定を

目指すとともに新規診断・治療法の開発につながる知見を見出すことを目的とする。 

2. ANAFIE レジストリー（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）：心臓血管研究所   山下武志医師が研究代表者で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。 

3. STAR-ACS 研究（心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓

リスクに関する前向き観察研究）：順天堂大学循環器内科 代田浩之教授が研究代表者で

心房細動合併急性冠症候群患者での抗血小板薬と抗凝固薬の治療実態とその使用法に

よる出血性、血栓性イベントを把握し最適な抗血栓薬治療法を見出すことを主目的とす

る。 

4. OPTIMA-AF 研究（非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患

者の経口抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法）: 大阪大学循環器内科 坂田泰史教授

が研究代表者となり非弁膜症性心房細動を有する患者で Xience を用いた PCI 後の抗血

小板及び抗凝固療法期間の短縮における有効性と安全性の検討をオープンラベル、前向

き、多施設、無作為化比較、非劣性デザインで実施する。抗凝固薬投与下、抗血小板薬

投与 1 ヶ月群と 12 ヶ月群の 2 群に割り付け。1 年後の全死亡あるいは血栓塞栓症の発

生率、出血性イベント各々に関して検証することを主目的とする。 
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（3）治験 

1. 既存の経口抗凝固薬が投与困難な 80 歳以上の非弁膜症性心房細動患者を対象とした

DU-176b 15mg を投与したときの有効性及び安全性を検討する多施設共同、無作為化、

二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較、event-driven 試験 

 

 

（4）市販後調査 

1. イグザレルト特定使用成績調査（肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症） 

2. レパーサ皮下注特定使用成績調査 

3. アデムパス特定使用成績調査 

4. ウプトラビ特定使用成績調査 

5. オプスミット特定使用成績調査 

 
 

（5）業績 
① 発表論文  （H.31.4～R.2.3）               
 （1）欧文 
1. Sonoura T, Kodera S, Shakya S, Kanda J.: 

Efficacy of cilostazol for sick sinus syndrome to avoid permanent pacemaker 
implantation: A retrospective case-control study.  
J Cardiol.  
2019 Oct; 74(4): 328-332. doi: 10.1016/j.jjcc.2019.03.007. Epub 2019 Apr 11. 

2. Morishita Y, Fujihara M.:  
Incidence of deep vein thrombosis from screening by venous ultrasonography in 
Japanese patients.  
Heart Vessels.  
2020 Mar; 35(3): 340-345. doi: 10.1007/s00380-019-01488-w. Epub 2019 Sep 4. 

 
 
② 学会発表   （H.31.4～R.2.3）              
（1）海外 （国内開催の国際学会を含む） 
ACP (American College of Physicians) Japan 2019  Jun 8-9, 2019  Kyoto 

1. Sonoura T, Kodera S, Shakya S, Kanda J. 

Efficacy of Cilostazol for Sick Sinus Syndrome to Avoid Permanent Pacemaker Implantation:  

a Retrospective Case-Control Study. 
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 （2）国内 
第 39回日本静脈学会総会 2019 年 7 月 4 日～5日 名古屋 

1. 森下 優 

ランチョンセミナー 静脈治療の今後を考える 

DVT 治療の展望～レトロスペクティブに見た静脈治療の可能性～ 

 

第 28 回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2019年 9 月 19日～21 日 名古屋 
2. Yoshimura T, Sonoura T, Nakamura Y, Sunayama I, Morishita Y, Sekihara T, Ishimi M, Yamato 

M, Yasuoka Y.  

A Case with Exercise-Induced Vasospastic Angina. 

3. Nakamura Y, Matsutera R, Sonoura T, Sunayama I, Morishita Y, Sekihara T, Yamato M, 

Yoshimura T, Yasuoka Y, Higuchi T. 

A Case of Surgical Intervention Due to Thromboembolism in Right Common Femoral Artery 

after EVT for Left Iliac CTO Lesion. 

 
第 67 回日本心臓病学会学術集会 2019 年 9 月 13 日～15 日 名古屋 
4. 山戸将司、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、石見成史、吉村貴裕、

安岡良典  

心室中隔穿孔と右室自由壁破裂をきたした wrapped LAD 末梢の閉塞による recent MI の

一例  

5. 砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、森下 優、関原孝之、石見成史、山戸将司、

安岡良典 

ACE 阻害薬および β遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1 例 

6. 中村友香、松寺  亮、園浦拓龍、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

補助循環による循環管理を要した劇症型たこつぼ型心筋症の一例 

7. 園浦拓龍、山戸将司、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、吉村貴裕、安岡良典 

多形性心室頻拍による失神で診断し得た超高齢先天性 QT 延長症候群の一例 

 
日本不整脈心電学会 カテーテルアブレーション関連秋季大会 2019   

2019 年 11 月 7 日～9 日 石川 
8. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、山戸将司、石見成史、吉村貴裕、

安岡良典 

三尖弁輪峡部通電中に発症した一過性完全房室ブロックの検証のため Koch 三角ペー 

シングを施行したところ、遅伝導路依存房室伝導が疑われた 1 例 
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日本不整脈心電学会 第 12 回植込みデバイス関連冬季大会  
2020 年 2 月 6 日～8 日 名古屋 

9. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、山戸将司、石見成史、吉村貴裕、

安岡良典 

開胸下でのリード抜去が必須であったと考えられた心室リード穿孔の 1 例 

 
第 127 回日本循環器学会近畿地方会 2019 年 6 月 22 日 大阪 
10. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

RCA 末梢の特発性冠動脈解離による ST 上昇型急性心筋梗塞に対しワイヤーによる

fenestration が奏功した一例 

11. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

逆伝導 slow pathwayと同一の再早期部位に心房端を持つケント束に対するアブレーショ

ンの一例  

12. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

ダビガトラン 300mg 投与下で残存した左心耳血栓が強心薬追加で消失する経過を経食

道エコーで観察しえた一例 

13. 中村友香、松寺  亮、園浦拓龍、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

補助循環による循環管理を要した劇症型たこつぼ型心筋症の一例 

 

第 128 回日本循環器学会近畿地方会 2019 年 11 月 30 日 大阪 

14. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、石見成史、山戸将司、吉村貴裕、

安岡良典 

上大静脈隔離後遷延する洞不全を生じたが翌日に回復した一例 

15. 関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、石見成史、山戸将司、吉村貴裕、

安岡良典 

Vargal response 時に IRAF を起こす SVC trigger の一例 

16. 関原孝之 

食道カテーテル挿入後の食道造影中に正中側への偏移を生じた右側食道の一例 

17. 砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、森下 優、関原孝之、石見成史、山戸将司、

安岡良典 

ACE 阻害薬および β遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1 例 

18. 園浦拓龍、吉村貴裕、中村友香、森下 優、砂山 勇、関原孝之、石見成史、山戸将司、

安岡良典 

難治性労作時胸痛の精査で診断した運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例 
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19. 生駒龍興、山戸将司、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、石見成史、

吉村貴裕、安岡良典 

超高齢発症の多発性筋炎に合併した急性心筋炎の一例 

 
 
 
③ 研究会等での発表   （H.31.4～R.2.3）                         

1. OMMC 循環器病診連携の会 2019 初夏                  2019年 5月11日 大阪 

園浦拓龍 

多形性心室頻拍による失神で診断し得た超高齢先天性 QT 延長症候群の一例 

 

2. 第7回腫瘍循環器研究会                                  2019年 5月 24 日 大阪 

砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、関原孝之、山戸将司、安岡良典 

ACE 阻害薬および β遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1 例 

 

3. 南河内 3 病院心不全地域連携カンファレンス             2019 年 6 月 29 日 大阪 

砂山 勇 
電子顕微鏡が心アミロイドーシスの診断に有用であった 1 例 

 
4. 第 46 回 Gruentzig Club 症例検討会                        2019 年 10 月 2 日 大阪 

石見成史 

腸骨動脈病変の EVT 中、対側に distal embolism を来した一例 

 
5. OMMC 循環器病診連携の会 2019 晩秋                  2019年10月5日 大阪 

関原孝之 

難治性左心耳血栓の消失に成功し、心房細動アブレーションを施行しえた超高齢男性の

一例 

 

6. 平成 30年度富田林医師会学術講演会                       2019年 10月 17日 大阪 

安岡良典 

循環器診療 令和元年 up to date -循環器専門医が考える糖尿病治療薬の選択- 
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7. 心疾患フォーラム -令和元年- in 南大阪          2019年 10月 31日 大阪

関原孝之 

超高齢者の心房細動管理の実際 

 

8. CV Premium Conference                  2019 年 11 月 8 日 大阪 

吉村貴裕 

左回旋枝に Rotational Atherectomy を施行した一例 

 

9. 循環器診療 令和元年 up to date テーマ -失神-          2019 年 11 月 28 日 大阪

安岡良典 

-失神- 診断へのアプローチ 

 

10. 第 29 回 Kansai Peripheral Revascularization 研究会       2019 年 12 月 7 日 大阪 

石見成史、園浦拓龍、中村友香、森下 優、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、 

安岡良典 

繰り返す腸骨動脈再狭窄病変に対してステントグラフトが有効であった一例 

 

Cardiovascular Case Conference in South Osaka 2020     2020 年 2 月 8 日 大阪 
11. 吉村貴裕 

三枝ともに高度狭窄を認めた NSTE-ACS の一例 

12. 関原孝之 

強心薬追加により消失した難治性左心耳血栓の一例 

13. 森下 優 

僧房弁狭窄症に合併し診断に難渋した左房内血栓症の一例 
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脳血管内科 

１）共同研究 

1.「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）」 

（主任研究者：山上宏） 

2. 「腫瘍合併虚血性脳卒中の臨床的特徴に関する多施設共同前向き観察研究（SCAN study）」

（主任研究者：坂口学） 

 

２）個別研究 

1. 急性期血栓回収療法の予後規定因子について検討している。 

 

３）著作・学会発表など 

3-1 論文・著作 

（英文） 

なし 

（和文） 

なし 

3-2 学会発表 

（海外） 

なし 

 

（国内総会） 

1.江左佳樹 経皮的脳血栓回収術におけるデバイス併用療法の治療効果について 

2019.11.22 第35回日本脳神経血管内治療学会総会 福岡国際会議場 

 

（地方会） 

1.江左佳樹 HIV感染による症候性脳動脈狭窄と動眼神経麻痺を来した1例 2019.9.21 

第225回 日本内科学会近畿地方会 大阪国際交流センター 

 

（研究会） 

1.江左佳樹 中大脳動脈アテローム血栓性急性閉塞に対して血栓回収術を行った4例の検

討 2019.7.19 連脈会 

 

2.江左佳樹 アテローム血栓性頭蓋内閉塞に対する血管内治療 2019.9.7  

阪大内科系グループ3・合同プログラム委員会+発表会 
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（3）がん研究室 

 
 

 室長 中西 文彦 

 

 

2019 年度がん研究室活動報告 

 
がん研究室では、大阪南医療センターでがん疾患を主に診療する血液内科、呼吸器内科・

呼吸器腫瘍内科、消化器科、外科、乳腺外科、泌尿器科が中心となって活動を行っている。

主な研究、実績を以下に報告する。詳細は臨床研究業績集を参照ください。 

 

 

血液がん 

 

1. 研究 

 

骨髄腫関連疾患患者の臨床データおよび治療経過に関する疫学観察研究 

 

JALSG 参加施設に新たに発生する全AML、全MDS、全CMML症例を対象とした５年生存率に関

する観察研究：国内における急性白血病、高リスク骨髄異形成症候群および慢性骨髄単球

性白血病の5年生存率ならびに新規薬剤レナリドミドと脱メチル化薬治療の実施状況を明

らかにするため、新たに発生するすべての急性骨髄性白血病、高リスク骨髄異形成症候群、

慢性骨髄単球性白血病症例を対象とした観察研究。 

 

2. 業績 

 

石原佳祐、岡本充史、山本健太、江口 剛、金井良高、前田裕弘、砂山 勇 

心膜浸潤と心タンポナーデを伴ったIgG-λ型多発性骨髄腫の1例 

第112回近畿血液学地方会、2019年11月、京都 

 

岡本充史、山本健太、江口 剛、金井良高、前田裕弘 

Ph(-)ALL寛解導入療法後に発症した真菌性肝脾膿瘍の診断・経過観察にMRI(DWIBS)が有用

であった1例 

第111回近畿血液学地方会、2019年6月、豊中 

 

 

肺がん 

 

1. 研究 

 

自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤の安全性と有効性

を検討する多施設後方視的研究(NEJ-047試験)：自己免疫疾患 (autoimmune disease: AID) 

を合併する進行/再発非小細胞肺がんを対象として、免疫チェックポイント阻害剤 (immune 

checkpoint blockade: ICB) の安全性と有効性を後方視的に検討する。 
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根治的化学放射線治療後におけるDurvalumab投与の実臨床での検討：実臨床における、根

治的化学放射線療法後のDurvalumabの使用実績、治療効果・副作用について検討する。 

 

小細胞肺癌の腫瘍微小免疫環境についての後ろ向き観察研究 

 

2. 業績 

 

中島早希、宇都宮琢秀、吉野谷清和、本多英弘、山本傑、大島至郎、工藤慶太 

当院における関節リウマチ合併肺癌患者の臨床的特徴 

第60回日本肺癌学会学術集会、2019年12月、大阪 

 

 

消化器がん 

 

1. 研究 

 

ロンサーフ（ＴＦＴＤ）使用症例の後ろ向き観察(コホート）研究 

 

切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用療法の治療効果、有害

事象および予後の予測因子の検討：切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン・ナブパクリ

タキセル併用療法の治療効果や重症有害事象、予後の早期予測因子を明らかにすることを

目的とし、生存や治療効果、有害事象について検討する。 

 

切除不能進行再発胃癌に対する化学療法の有効性の多施設共同後ろ向きコホート研究：本

邦において、切除不能進行再発胃癌に対しては、化学療法が標準治療である。各臨床試験

において、各種薬剤の有効性が確認され、ガイドラインにおいても標準レジメンが定まり

つつある。しかし、ガイドラインの根拠となる多くの臨床試験は 75歳以下、全身状態良好

症例が対象である。一方、実臨床では経口摂取不良や高度腹水を有し全身状態が不良な症

例、高齢者も多く含まれ、これらの症例に対する化学療法の安全性や有効性は未だ不明で

ある。今後はこれら患者の状態に合わせた治療法の検討が必要と考えられる。このため、

切除不能進行再発胃癌に対する化学療法を後ろ向きに調査を行い、実地臨床における有効

性を患者背景から検討し、問題点を抽出する。 

 

2. 業績 

 

Ryoko Yamada, Naoki Hiramatsu, Tsugiko Oze, Ayako Urabe, Yuki Tahata, Naoki Morishita, 

Takahiro Kodama, Hayato Hikita, Ryotaro Sakamori, Takayuki Yakushijin, Akira Yamada, 

Hideki Hagiwara, Eiji Mita, Masahide Oshita, Toshifumi Itoh, Hiroyuki Fukui, Yoshiaki 

Inui, Taizo Hijioka, Masami Inada, Kazuhiro Katayama, Shinji Tamura, Atsuo Inoue, 

Yasuharu Imai, Tomohide Tatsumi, Toshimitsu Hamasaki, Norio Hayashi, Tetsuo Takehara 

Incidence and risk factors of hepatocellular carcinoma change over time in patients 

with hepatitis C virus infection who achieved sustained virologic response 

Hepatol Res. 2019 May;49(5):570-578. 
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乳がん 

 

1. 研究 

 

フルベストラント使用中に病勢進行したホルモンレセプター陽性進行・再発乳癌患者に対

する、パルボシクリブ追加投与の有効性の検討ー多施設共同臨床試験：1）ホルモンレセ

プター陽性進行・再発乳がん患者に対しフルベストラントが使用され、病勢進行を

示した症例に対しパルボシクリブ追加の有効性と安全性の評価、2）ホルモンレセ

プター陽性進行・再発乳がん患者に対し1次、2次治療としてフルベストラントを使

用された症例の有効性と安全性の評価、3）フルベストラント+パルボシクリブに対

する治療効果判定マーカーならびに耐性機序の探索 

 

2. 業績 

 

碇 絢菜、田中 覚、新田敏勝、堀内哲也 

乳癌術後リンパ節再発に対する放射線治療後、放射性肺臓炎の治療中に発症した緊張性気

胸の1例 

第27回日本乳癌学会学術総会、2019年7月、東京 

 

田中 覚、森島宏隆、野田 諭、小林稔弘、森本 卓、寺沢理沙、新田敏勝、佐藤七夕子、 

甫喜本憲弘、岩本充彦 

Pure-HER2乳癌に対するnab-paclitaxel+trastuzumabによる術前化学療法第II相試験 

第27回日本乳癌学会学術総会、2019年7月、東京 

 

 

泌尿器がん 

 

1. 業績 

 

西本光寿、松村直紀、杉本公一、上島成也 

Abiraterone投与後にALP-Bounceを認めた前立腺癌の1例 

第73回国立病院総合医学会、2019年11月、名古屋 

 

松村直紀、西本光寿、杉本公一、上島成也 

高齢者mHSPCにおけるup-front abirateroneの治療成績 

第73回国立病院総合医学会、2019年11月、名古屋 

 

杉本公一、西野安紀、松村直紀、上島成也、安富正悟、南高文、能勢和宏、野澤昌弘、 

吉村一宏、植村天受 

80歳以上の前立腺癌における予後因子の検討 

第107回日本泌尿器科学会総会、2019年4月、名古屋 
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（4）骨・運動器疾患研究室 
                               
 

 室長 小田 剛紀 
 

 

令和元年度、骨・運動器疾患研究室 活動報告 

 

 

＜人工股関節の擢動面摩耗の研究＞ 

関節擢動面にセラミックを使用した人工股関節は低摩耗であるが、合併症としてセラミッ

クの破損が報告されている。それを解決すべく低摩耗性と耐破損性を兼ね備えた材料オキ

シニウムが臨床応用されつつあるが、詳細な合併症・摩耗量の検討は少ない。当センター

では 6年前より多施設共同研究として、オキシニウムヘッドと Cross-Linked Polyethylene

の組み合わせによる人工股関節の臨床データを収集している。今後、合併症・摩耗量の計

測データを蓄積し、その臨床的有用性について検証する。 

 

＜ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨床成績と疼痛の評価＞ 

近年、人工股関節全置換術においてセメントレス大腿骨ステムの使用数が増加しており、

良好な長期成績が得られている。しかし、一部の症例では手術後の股関節周囲の疼痛をき

たすとの報告もある。欧米の患者を対象として、大腿骨ステム表面へのハイドロキシアパ

タイト(以下HA)のコーティングはHAコーティングのないステムと比較して臨床スコアが優

位に改善し、大腿部痛の発生頻度が低下していたと報告されているが、日本人患者につい

ての検討は少ない。当センターでは 2018 年より多施設共同研究として、HAコーティングス

テムを使用した人工股関節の臨床データを収集している。今後、臨床成績と X 線評価を行

うことによって HAコーティングステムの有用性と安全性を検証する。 

 

＜術中計測装置(KneeAlign2)を用いた人工膝関節置換術のインプラント設置位置の評価＞ 

人工膝関節置換術においてインプラント設置位置はその機能性および長期耐久性に大きな

影響を与える。その対応策として近年光学式ナビゲーションシステムが導入されインプラ

ント設置位置精度の向上が報告されているが、高額機器であること、準備に労力が多いこ

となど問題点も多い。そこで当センターでは 2016 年より低価格で利便性の高い加速度計を

用いたポータブルナビゲーションシステムによる手術を導入し、多施設研究にて 100 症例

に対してその設置位置精度について 1 年間調査を続けて分析した結果、ポータブルナビゲ

ーション使用により有意に設置位置精度が高まるという結果を得た。2019 年度はこのデー

タをもとに国内国外発表した。現在、英文論文投稿を予定している。 
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＜股関節低侵襲手術進入法への取り組み＞ 

1.SuperPATH approach 

人工股関節全置換術（THA）術後の合併症である脱臼の予防や早期社会復帰、ADL 向上を目

指し、さまざまな手術アプローチが提案されている。当センターでは2015年よりSuperPATH®

アプローチを導入している。このアプローチは筋肉・腱を切離しないため術後の低脱臼率、

早期回復が期待でき、米国における本アプローチの短期成績は他と同等あるいはそれ以上

という良好な臨床結果が報告されている。THA が必要となる股関節疾患は欧米では一次性股

関節症が多いが、本邦では臼蓋形成不全由来の二次性股関節症が多く、本アプローチの股

関節形態の違いによる成績への影響は調査されていない。今年度は蓄積された症例に対し

て 1 年以上追跡調査可能であった症例に対して、国内国外学会においてその臨床成績、脱

臼率の軽減、下肢機能の早期回復を発表した。現在、英文論文投稿を予定している。 

 

 

2.選択的外旋筋温存アプローチによる大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術の治療成績 

大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術における問題点として、高齢患者が多いため脱臼

予防指導が十分に行えず術後脱臼を起こすことがある。近年、脱臼予防に有用とされる外

旋筋群温存アプローチが各種紹介されており、そのうち、2 つのアプローチについて現在、

データ蓄積を進めている。 

 

a) 当センターでは 2017 年よりそのうちの一つである CPP アプローチ（外閉鎖筋のみ切離）

を導入している。多施設研究による 322 症例データ登録も完了しており、今年度はその

中間発表となる 70 症例に対して臨床成績及び脱臼発生しなかったことを国内学会発表

した。 

 

b) 当センターでは 2018 年より SA アプローチ（外旋筋すべて温存）を導入し現在約 30 症

例のデータを得ており、良好な臨床成績を達成できているが術前身体能力によりその臨

床経過に違いを認めることがわかってきた。2019 年度にその臨床成績を国内学会にて発

表した。現在、英文論文投稿を予定している。 
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＜大腿骨近位部骨折手術後リハビリにおける IoT 歩行・バランス・ROM 計測情報の可視化

が院内および地域連携パスへ及ぼす影響についての分析調査＞ 

大腿骨近位部骨折に対する治療戦略は高齢化社会における大きな問題の一つである。現在

の地域医療構想による病床の機能分化・連携を実現するにあたり、本骨折に対して地域連

携パスを使用した医療機関連携で急性期治療からリハビリ治療に移行している。その連携

を密にさらに効果的にして高齢患者の早期の ADL 向上を目指すことを目的として、リハビ

リ状況を定量化・可視化でき、その場で患者様へ feedback できるウエアラブル機器（Moff）

を 2018 年 3 月より導入している。現在データ解析を進めており Moff を使用したほうが使

用しない場合と比較して、同一期間内においてリハビリ提供単位数が有意に増加すること

が判明した。さらなる症例数増加およびデータ解析を進め臨床的有用性について検討する

予定である。 

 

＜人工知能を用いた歩行分析＞ 

歩行障害を来す病気は多岐にわたり、その鑑別は脳卒中内科、脳外科、神経内科、血管外

科など多領域に及ぶため診断に至るまでしばしば複数の専門医の診察を要する。こういっ

た本来「歩けない」患者が診断と治療を求めてあちこち「歩く」結果になるという皮肉に

対して、有効な解決策の一つに歩行障害の新たなスクリーニング診断の開発が挙げられる。

本研究では神経・運動器疾患に罹患する患者の歩容を撮影した動画データをもとに深層学

習（ディープラーニング）モデルを構築して疾患特異的歩行を解析し、特定疾病(変形性関

節症や神経疾患)の有無を診断するスクリーニング診断技術を開発する。30症例未満データ

ベースの段階での診断精度は実用化へと展開しうるレベルまで達している。 

 

＜腰椎変性疾患に対するinstrumentationを併用したPLIFの費用効用分析－年齢層別の検

討＞ 

日本の医療保険制度は 6 歳・70 歳・75 歳で自己負担割合が細分化されている。この 75 歳

を境界として、後方経路腰椎椎体間固定術(PLIF)の術後経過に差があるのか、費用効用分

析を中心に調査した。術後 5 年での予測値を割引率 2%と設定し算出すると、SF-6D から導

出した QALY 獲得値は 75 歳未満の群(P 群)で 0.577、75 歳以上の群(E 群)で 0.498、費用効

用比(CUR)は P 群で 364 万円、E 群で 423 万円と算出され、P 群のみ very cost-effective

と評価され、両群間に 59万円の差を認めた。高齢者では健康寿命の延伸、生産年齢では生

産性の回復や向上など年齢層によって要求される治療目標は異なる。特に、後期高齢者の

手術治療にあたっては、手術侵襲の低侵襲化、術後の継続的なリハビリテーション、社会

的処方などを検討し、より良い QALY 獲得値を目指すことが必要である。また，脊椎疾患の

みではなく、整形外科疾患は日常生活動作に大きく影響を与えるため、年齢層別の費用効

用分析のエビデンスを重ねることも重要であると報告した。 
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＜人工肘関節置換術における triceps-on- approach の有用性―＞ 

人工肘関節置換術(TEA)における上腕三頭筋腱の処理には、Campbell や Bryan-Morrey 法な

どに代表される triceps-off-approach がよく利用される。しかし、術後に上腕三頭筋機能

不全が生じることがあり、特に non-linked type の TEA では脱臼の原因になる。そこで当

センターでは 2014 年から TEA において、triceps on approach の一つである lateral 

para-olecranon approach を積極的に採用しており、その臨床成績と Campbell 法を用いた

TEA の臨床成績を比較検討した。その結果、術後の肘関節可動域などの臨床成績に差はなか

ったが、術後肘伸展筋力は lateral para-olecranon approach 用いた TEA の症例の方が有

意に強かった。昨年度に引き続き TEA における lateral para-olecranon approach の有用

性用を国内の学会にて報告した。 

 

 

＜広範囲骨欠損を伴う手関節障害に対する同種骨移植術の有用性の検討＞ 

関節リウマチ（RA）による骨破壊、骨吸収により広範囲骨欠損をきたした手関節障害の症

例に対して、同種骨移植による手関節全固定術を行っている。その症例の臨床成績と骨癒

合を評価した。症例数は少ないが臨床成績は良好で、画像検査にて骨癒合が認められた。

同種骨移植による手関節全固定術の有用性を国内の学会にて報告した。今後は症例数を増

やしさらに検討していく予定である。 

 

＊関節リウマチの臨床研究は、免疫異常疾患研究室の項も参照してください。 
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（5）再生医療研究室 
 
                                室長 幸原 晴彦 
 

紙カルテ運用医療施設における診療支援ツールの開発 

 

目的  

当プロジェクトは、厚生労働省の中核病院外来かかりつけ医機能の地域への移転政策を

うけ、受入側の問題点を抽出する目的で計画した。現状では近隣の中小病院には、既に

大学等から専門医が派遣されており、また専門科標榜の診療所でも、患者の逆紹介によ

る分散階層化が進んでいる状態となっている。しかし生活習慣病領域の大病院指向には

変化はなく、逆紹介は遅々として進んでいない。この原因としてまず患者数が多いこと

が考えられる。次に生活習慣病は病歴が長く多症状であるため、患者は主病ばかりでな

く、腰痛や下肢浮腫など他科横断的な質問が多い。患者対応には広範な知識を背景とし

た説明と時間が必要である。逆紹介時にこの認識が伝わらない場合、患者は専門病院と

のギャップを感じることになる。しかし専門病院でもこのような問題への対応は、医師

一人では不十分なため、多職種連携で分業化している現実がある。このような当院の体

制は、研究の場として選択せざるをえなかった経緯はあるが、結果的に多職種連携体制

を部分強化することになり、地域とのギャップを更に大きくしてしまったことは否めな

い。2005 年より継続してきた糖尿病サマリーシートは、当院での多職種連携による診

療を方向づける目的で運用してきた。今回この方法論を地域に展開する前段階として、

糖尿病サマリーシートが紙カルテ運用医療機関においても設置可能かどうかを探索し

た。2018 年当時の斎藤院長と相談のうえ、当院の許可のもと、臨床実験を地域で開始

した。 

 

結果 

1) 基礎プログラムの選定 

電子カルテがない医療機関でも、現在ほとんどの施設において、診療点数が自動計算さ

れるレセプトプログラムが常備されている。これらのプログラムは市販のコンピュータ

にインストールするため、その空きスペースを利用して、診療支援ツールのプログラム

が並列起動可能である。当院電子カルテに付設している Medi-Unite は Excel をベース

に作成されており、その中の糖尿病サマリーシートも ExcelVBA を使って製作されてい

る。プロジェクト当初は糖尿病サマリーシート（図①）のプログラム移設を目標にプロ

ジェクトを進行させていたため、移設先で診療支援ツール作成のプログラム母体として、

汎用性が高い Excel を使用することにした。別の選択肢としては、ファイルメーカーが

あった。 
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2) 診療支援ツールの機能 

Excel では計算機能が付加されているため、データ記録日や平均値など迅速に出力され

る。またスクロールによる項目選択など、規定値入力を行なっているため、簡単な AI

プログラムの作成が可能である。しかし地域医療で使用する診療支援ツールの目的は、

多職種で目標を定めていくプラットホームとしての機能を持ち、作成過程において指導

目的が明確化されるようなチュートリアルな道具と考えている。すべてを自動化せず記

入式を残す意味はここにある。しかし虚血疾患との関連を示す正確な記録が要求される

ことは言うまでもなく、検査値は疾患のエンドポイントを指向できる構成になっている。

また一目で理解できるように、紙一枚に患者の全体像が把握できるデザインを工夫した。

（図③） 

 

3) 実運用における問題点 

当院で運用中の糖尿病サマリーシート（図①）を、一般病院に移譲するにあたり著作権

の問題が生じた。糖尿病連携手帳も著作権の問題では多難であったが、当院で使用中の

すべての電子プログラムは、病院が版権の半分を持つため、外部へ持ち出すと著作権が

問題となる。しかし当院の著作権移譲の手続きを終え、相手先のコンピュータにて複製

しようとした時点で問題が起こった。将来に発生するかもしれない著作権を巡る諸問題

が払拭できないため、プログラム複製が許可されなかった。このことより糖尿病サマリ

ーシートのプログラム移設は断念せざるをえなかった。また事前作成したプログラムの

診療用コンピュータへのインストールも、ウイルス感染の可能性を完全に排除できなか

ったため、外来診察の合間に診療支援ツールを作成する手段をとった。また一般病院で

の疾患特性を把握しながら、診療支援ツールを作成した。この過程で当院の糖尿病サマ

リーシートは糖尿病診療に偏りすぎており、一般病院では使用する機会が非常に少ない

ことが判明した。また当院では糖尿病連携手帳形式に印刷しているが、これも文字が細

かく読み辛いなど、高齢者と糖尿病以外の生活習慣病が多い一般病院では実用的である

とは言えなかった。患者の評価を参考に当院のイラスト使用デザイン（図②）を改良し

た形式をとった。 

 

4) 診療支援ツールの構成 

中央に人体解剖図を置くデザイン（図③）は、当院で使用中の糖尿病サマリーを模倣し

た。これは患者にどこの臓器が悪いかを直感的に知ってもらう目的である。また顔の表

情は当院仕様と比較してより大きくし、印象付けるため人形の顔として中央配置した。

現在の診断状況を表すため、プログラム上ですげ替えることが可能である、また人体周

囲にはデータ記載用の表を配置した。ここには疾患に特徴的な固定データ記載と、自由

に記載できる欄を設けた。臓器のデータ表は、生活習慣病は勿論のこと、消化器、皮膚

疾患など、ほぼ全ての疾患をカバーできるようにした。また上下には生活習慣病に必要
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な血圧、体重記載と、必要最低限のデータ一覧表を配置した。データ選択は固定したも

のではなく、疾患特異的に変更できるようにした。以上の配置により、当院糖尿病サマ

リーと比較しても、データ的に遜色ないものとなった。今回患者データの統計処理は行

なわず、個人情報受渡しは患者個人に限定されるため、相手先の倫理委員会には申請し

なかった。またデータベース利用に難があったため、自動ダウンロード機能は活かせず、

データは診察時直接記入することにした。データ記入は 1 年 1 シートを原則とするが、

同様のシートのブック内複製により、年別のシートをワークブックに重ねることが出来

るため、年を跨いだ比較が瞬時に可能となった。このため当院のサマリーシートよりも

参照速度は早い。 

 

5) 実診療における運用 

運用速度や使用感は、ほぼ当院に於けるサマリーシートと同様である。投薬以外の診察

行為は画面に展開したサマリーシート上で行うため、電子カルテとしての機能を代用さ

せた。この方法論は当院のサマリーシートに逆採用して、現在診察時に運用している。

相手先のオーダリングシステムに付録で付いている簡易電子カルテへは、Excel 記載欄

を一箇所に集中させた表のコピーペーストで、.txt ファイルとして貼り付けることが

可能である。慣れると電子カルテに直接記入する速度と変わらない。全患者の Excel ブ

ックは、レセプトプログラムのデータベースとは別のコンピュータ上のファイル内に蓄

積していくが、患者診察時はファイル検索機能により迅速に同定できるため、

Medi-Unite を開く時間よりも早く目的ファイルに到達する。現在の問題点は、この保

存ファイルは一箇所のみのため、何らかの事故で完全消去された時、患者記録が全て失

われる対策が必要である。当方法により当院と同様に患者全員にサマリーシートを手渡

すことが可能になった。 

 

6) 結論 

サマリーシートは電子カルテのない医療機関でも作成することが可能であった。電子カ

ルテに依存せず、速度的には当院のサマリーシートと比較しても遜色ない。むしろすべ

て自分で製作したため使い勝手が良くなった。以上より診療支援ツールは電子カルテが

ない医療機関でも、十分運用出来る事が証明された。 
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実務的支援をしていただきました中山浩久事務長には多大なお世話になりました。ここ
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Ⅲ．奨励研究課題報告 

 
（１）入院予定患者が抱える心理社会的問題の構造 

                            

 

がん相談支援センター 川口美度理 

 

 
【目的】 
本研究は、患者が安心して入院加療に臨み、治療後も円滑に在宅生活へ移行できるよう、

入院予定患者が抱える不安を調査し、心理社会的問題を明らかにすることを目的とする。 
 
【方法】 
研究方法は、量的調査による帰納的研究とする。対象者は、当院の患者支援センターにて

予定入院の手続きを行う者とし、質問紙調査を実施した。統計ソフトは EZR(Ver. 1.41 
2019/12/1)を用い、有意水準は 5％未満とした。入院予定患者の入院前における不安を「不

安である」「不安ではない」の 2 群に分け、ロジスティク回帰分析を行った。調査期間は令

和 2 年 1～2 月とした。 
 
【結果】 
回収率は 46.2％(配付数 600 名、回収数 277 名)であった。入院前の不安として、入院予定

期間と退院後の生活への不安との関連については、入院予定期間が長い人は、期間が短い

人に比べて、今まで通りの生活を続けられるかについての不安が発生するオッズが 1.54 倍

であった（年齢、入院目的ががん治療か、介護サービス利用の有無、同居家族の有無の影

響は調整済み）。また、年齢と入院による経済的な不安との関連については、年齢がより若

い方が医療費への不安が発生するオッズが 1.03 倍であった（同居家族の有無、就労の有無、

住居の影響は調整済み）。 
 
【考察】 
長期入院を要する患者は、退院後の生活状況の変化を考慮し、心理社会的支援を行う必要

がある。また、入院による経済的な不安は、年齢の影響は有意でありながらも、明確な差

があるとはいえない結果であった。しかし、経済的な不安は一定割合存在することが明ら

かであり、入院前の社会制度の情報提供や経済的支援が重要である。 
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（２）川崎病における CD64 の診断および 

治療効果判定への有用性に関する検討 

 

 

 

小児科 西 一美 

 

 

川崎病（ KD ）はいまだ原因不明の全身の中小動脈血管炎であり、多彩な症状を呈し、

診断に苦慮する症例も少なくない。とくに不全型とよばれる典型的な症状が揃わない症例

では、診断がむずかしく、治療開始までに時間を要することも多い。そして不全型でも予

後を左右する冠動脈病変が生じる可能性は低くなく、速やかな診断および治療介入のため

の有用なバイオマーカーの同定が期待されている。今回我々は、敗血症診断に有用な Fcγ

レセプターである好中球上の CD64（ｎCD64）が、KD との鑑別診断となる様々な感染症と

比して病初期に著明に上昇することに注目し、KDの日常診療におけるｎCD64 の有用性を検

討した。急性期 KD 6 症例、受診当初に炎症反応の著明な上昇や臨床症状から川崎病も鑑別

に挙がった感染症 10 症例の nCD64 について、フローサイトメーターを用いて細胞あたりの

分子数を比較検討した。また同時に炎症マーカーである白血球数および CRP との比較を行

った。結果、nCD64 は、川崎病の診断時（第 4-6 病日）に鑑別となった感染症よりも発現

量が著明に高値であった（中央値：15625 vs 4316 分子/細胞、p<0.05 感染症カットオフ値

2,000 分子/細胞）。また治療の First ラインであるガンマグロブリン大量療法（IVIG）後に

はその発現量の有意な低下を認めた（15624 vs 2093 分子/細胞、p<0.05）。さらに KD の IVIG

不応例の経過において、WBC や CRP は解熱の有無に関わらず、病日が進むにつれて徐々に低

下してくることに対して、ｎCD64 は有熱期をより反映し、解熱とともに低下傾向を示した。

この結果より、nCD64 は川崎病の急性期に感染に比して高値であり、他の感染症との鑑別

に有用である可能性が示唆された。またｎCD64 の推移が病勢を反映するということは、IVIG

不応例の予測ができ、Second ライン以降の治療戦略を早期に立てることも可能となり、結

果として冠動脈病変の予防に貢献できる可能性も示唆された。今後も引き続き症例を集め、

検討を続けていきたい。 
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（３）院内における転倒・転落インシデント防止に関する調査 

－Dual Task による検討－ 

 
 
                    リハビリテーション科 理学療法士 相川和久 
 
【背景】 
当院における 2018 年の転倒転落のインシデント報告は 328 件(うち転倒は 217 件)であり、

現在の評価では十分な転倒リスク評価に至っていないと考えられる。前年度、我々は歩行

可能な患者に対して、高齢者の転倒予防精度が高いとされている mini balance 
Evaluation-systems Test を用いて歩行・バランス評価を行い、二重課題テストが有意に低

下していることを報告したが、入院時の転倒スクリーニングとして煩雑であり、入院時の

転倒スクリーニングとして簡便さが求められる。 
【目的】 
より簡便な二重課題テストである Stops Walking When Talking test(SWWT)を用いて転倒

リスクの有無を調査し、入院時の転倒スクリーニングとして使用可能かを検討した。 
【方法】 
当院入院中の歩行可能な患者 36 名(男性 16 名、女性 20 名)を対象に SWWT を行った。ま

た、転倒歴がある群を転倒群、転倒歴がない群を非転倒群に分け、二重課題の不可と転倒

との関係を調査した。SWWT とは、歩行中の声かけに対し立ち止まるか否かで転倒リスク

を予測する検査であり、今回は昨晩の食事内容を問うものとした。統計方法はクロス検定

表を用いχ二乗検定を使用し、有意水準は 5%未満とした。 
【結果】 
転倒群 17 名のうち、SWWT 陽性が 14 名、陰性が 3 名であり、非転倒群 19 名のうち、SWWT
陽性が 7 名、陰性が 12 名と転倒群において SWWT 陽性者が有意に多かった(p<0.01)。 
【考察】 
先行研究では SWWT の結果と転倒歴の有無に関連性があることが報告されており、本研究

においても同様の結果が得られた。転倒歴のある人は転倒への不安や警戒心が高く、転倒

しないよう注意して歩行することで、意識的な運動動作を処理するワーキングメモリの負

荷を常に高めていると考えられる。SWWT の声掛けにより、ワーキングメモリ内の資源が

音韻的情報に割かれてしまい、処理することが出来ず立ち止まってしまうのではないかと

考えられる。 
【結語】 
転倒歴がある患者に対し SWWT が有意に陽性となることから、入院時の転倒スクリーニン

グに SWWT が有用である可能性が示唆された。 
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（４）カテーテル関連尿路感染症減少のための尿道留置カテーテル関連 

感染予防ケアバンドルアプローチの実践効果   

                 

 感染対策室 峰岸三恵 

 

【はじめに】A病院のカテーテル関連尿路感染症（ urinary tract infection：以下 UTI）の 2018 年の発生率は、2.3％、

カテーテル使用比 0.09 であった。2017 年に簡易的に調査した尿道留置カテーテル抜去までの日数が約 3.5 日の診療科

があり、院内の医療関連感染の増加リスクとなると考えられた。UTI 予防のための CDC ガイドライン（2009）では、①

不要な尿路カテーテルの挿入を避ける、②尿路カテーテルは無菌的に挿入する、③ガイドラインを遵守し尿路カテーテ

ルの管理を行う、④尿路カテーテル留置の必要性を毎日評価し、不要な場合は速やかに抜去することが挙げられている。

そこで、術後の尿道留置カテーテルの留置期間が比較的長いことが予想された整形外科手術患者の、カテーテル留置日

数を減少させ、感染予防のためのバンドルケアを実施させ、感染率の低下に取り組むためのデータ抽出を行い、今後の

介入の糸口を探ることとした。 

【研究目的】整形外科術後尿道留置カテーテルの適正管理を行うことで UTI を減少させ、早期退院を実現させるための

基礎的データの収集と今後の活動方針を得る 

【研究方法】1）研究対象：①2019 年月 6月 1日～2019 年 12 月 31日の整形外科手術を実施した患者 

2）研究期間：2019 年 6 月～12 月 

3）データ収集、分析方法：電子カルテ、感染管理システムより手術患者を抽出し、予防バンドルが守れていたか否かを

調査（抜去までの日数、抜去記録の有無、毎日の評価、医療上不要な挿入ではないなど） 

【倫理的配慮】本研究は大阪南医療センター倫理規定に従い実施する。カルテや情報共有システムなどで収集した情報

は、研究以外に使用しないこと、研究結果を学会等で公表する際個人が特定されないよう配慮する。 

【結果】対象患者数 508 名、抜去までの平均日数 1.45 日（中央値 1）、抜去した日の記録 481 件（94.6％）、毎日のカテ

ーテル留置の必要性の評価実施記録 11 件（2.2％）、医療上必要な挿入 13 件（2.5％）、クリティカルパス指示の通りに

抜去しなかった件数 31 件（6.1％）、またその理由「トイレまでの歩行ができない」「便座に座れない」「疼痛による苦痛

での患者の希望」「患者と相談して」等を含めて患者の希望による抜去延期は延期理由の 74.7％、「バイタルサインが不

安定」2.6％であった。 

【考察】 カテーテル抜去までの日数は中央値より、ほぼ適正となっている。また、抜去した日の記録は概ね記載でき

ていることも明らかとなった。一方、クリティカルパスの指示通りにカテーテル抜去ができなかった場合の、カテーテ

ル挿入の日々の評価記録は記載されておらず、実際のところそのカテーテル挿入延長が必要であったのかどうかを確認

することができない。患者の希望や自己でトイレに行って排泄ができることに強く影響を受けていることがうかがえ、

医療上必要なカテーテル挿入理由とは乖離している。予防バンドルの実行としては不十分であり、教育介入の突破口で

あると考えられる。 

【結論】感染予防リンクスタッフ会が活動を開始し、感染対策への意識や記録の記載が徹底されてきたことにより、カ

テーテル抜去までの日数は短縮した。しかし、医療上必要なカテーテル以外の挿入をさらに減少させるためには、カテ

ーテル挿入のアセスメントを毎日実施し、記録、評価する必要がある。カテーテルケアや管理が実施できるような正し

い知識と技術を教育し、UTI 予防のためのシステムを整え、継続したアプロ―チを実施していきたい。 
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（５）運動器疾患に対する人工知能を用いた歩行分析 

 

       

                               整形外科 森口 悠 

 

【目的】ヒトの重要な運動機能の一つである歩行は様々な運動器疾患により障害され、実

際に整形外科診療において歩行の異常は頻度の高い主訴となるのみならず、日常生活での

要求に応える歩行が不可能である場合は手術治療など積極的治療を選択するケースが多い。

本研究では術前に障害されている歩容に対して術後に生じた変化を客観的に記録し、周術

期歩容を評価する方法として歩行動画の有用性を検証し、人工知能を用いた発展研究の可

能性を検討する。 

 

【方法】2019 年 7 月以降に手術適応となった運動器疾患（変形性関節症など）の患者 20 名

を対象とした。被検者は 10m の距離を直線的に歩行してもらい、定常歩行となった中央 4m

区間の歩容を側面から動画で撮影した。並行して歩行の既存パラメーター計測としてジャ

イロセンサー／加速度センサー（モフ測）を用い歩行速度・下肢関節可動域も測定した。

歩容認証人工知能を用いて撮影した動画を解析し、術前・後の歩容を評価した。 

 

【結果】術前・後の歩容の変化は、側面から定点撮影された歩行動画で顕著に確認するこ

とが可能であり、患者本人にとっては加速度・下肢可動域の変化よりも歩容の改善を実感

するのに有効であった。さらに得られたデータを用いて人工知能による歩容評価への応用

の可能性が示され、この成果は国立病院機構と大阪大学が共同で知的財産として出願する

に至った。この部分の研究結果の具体的内容は特許申請前のため現時点で記載できず割愛

する。 

 

【考察】従来の歩行解析では特殊な測定装置を要し、荷重分散や速度など測定される物理

量に基づいて歩行動作を評価する手法が中心であるのに対し、側面からビデオ撮影すると

いう手法は極めて簡便で再現性も高く、動画を活用した歩容評価のプラットフォームとな

り得る。 
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（６）    管理栄養士の病棟配置による医療費削減効果および 
病棟スタッフの業務負担軽減効果、入院期間の短縮効果に関しての検討 
                                
                       栄養管理室 松島千陽 

【目的】 

各種病態に応じた適切な食事が適切なタイミングで提供されることで患者の栄養状態の低

下予防、輸液・抗菌薬の減少、入院期間の短縮が見込まれる。適切な栄養管理には、患者

の病態や栄養状態を日々的確に判断する人員が必要である。また、それにより医師や看護

師が食事以外の専門業務に集中できるようになり業務負担が軽減される見込みもある。今

回、管理栄養士が病棟常駐することによる医療効果、経済効果、患者満足度、看護師満足

度について検討した。 

【方法】 

令和2年3月～5月の3ヶ月間、西6階病棟に管理栄養士1名が常駐し入院患者の栄養管理、

必要に応じて栄養指導を行った。 

評価は介入前と介入中の整形外科手術患者の入院中の栄養状態低下具合及び在院日数(医

療効果)、栄養指導件数及び特別食加算数(経済効果)、患者アンケート、看護師アンケート

とした。 

【結果】 

・医療効果…⊿血清 Alb 値は、介入群(R 群 17 名)-0.7、非介入群(N群 214 名)-0.9、⊿PNI

値は R群-7.7、N 群-9.5 と R 群が低下が少ない傾向となった。入院期間については R群が N

群より短いという結果は出なかった。 

・経済効果…栄養指導件数は介入前３ヶ月間と比較し介入中は 27 件→55件と倍増した。加

算食率は 24％→26％と微増した。 

・患者満足度…患者アンケートによる全病棟と西 6 階病棟の食事全量摂取患者の割合は、

主食はそれぞれ 83%、95%、おかずは 74%、80％であり、西 6 階病棟の全量摂取患者の割合

が高かった。 

・看護師満足度…食事オーダーの手間が減った(77％)、栄養士に相談しやすかった(91％)、

栄養士の常駐を希望する(95％)だった。 

【考察】 

適切な食事を提供することで摂取栄養量が維持でき栄養状態低下が抑制されたと考える。

長期的には入院期間短縮につながる可能性がある。輸液・抗菌薬の使用量に関しても今後

調査していきたい。 

管理栄養士が栄養指導や加算食の必要性を判断し主治医に提案することで加算件数が増加

し病院の収入増となった。主治医や看護師の食事や栄養に関する業務負担を軽減できた。 

【結論】 

管理栄養士の病棟常駐は様々なメリットがある。 
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（７）体組成計を用いた筋肉量測定による医原性サルコペニアの実態調査 

 

𠮷𠮷田祐志 1)、大島至郎 1)、香川邦彦 3）、土井智裕 4）、小黒英里 1)、葛谷憲太郎 1)、 

沖田康孝 1)、松岡秀俊 1)、勅使川原悟 1)、吉村麻衣子 1)、礒田健太郎 1)、原田芳徳 1)、

野口貴明 2)、辻成佳 1)、秋田鐘弼 2)、橋本淳 1)、佐伯行彦 5) 

1)国立病院機構大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科 

2)国立病院機構大阪南医療センター 整形外科 

3)関西リウマチ分子標的治療研究会 

4)国立病院機構大阪南医療センター 医療情報管理室 

5)国立病院機構大阪南医療センター 臨床研究部 

 

背景 

高齢化社会になり、高齢者が要介護に至る疾患としてサルコペニア（筋力減少）の概念が

重要になっている。その中でも、サルコペニア発症の契機として医原性サルコペニア（入

院による筋力低下）が大きな問題となっている。本研究では、入院前後での体組成計を用

いた筋肉量測定を行うことにより、医原性サルコペニアの実態調査を行った。 

 

対象と方法 

当院リウマチ膠原病科に 2019 年 10 月～12 月に入院となった症例のうち、同意が得られた

症例に対し、入院時、退院時に Inbodyを用いて、四肢骨格筋筋肉量(Skeltal Muscle Mass 

Index: SMI)を測定した。 

SMIは上肢筋肉量(kg)と下肢筋肉量(kg)の和を身長（m）の二乗で除して算出した。 

 

結果 

30例の症例で測定を行った。測定対象症例は全例、入院時に立位維持が可能であった。 

SMI の変化量は-3.4%±6.9%であった。在院日数の長さ、年齢は R2=0.001,0.0001 とほとん

ど相関がなかった。男女でみると、男性 －4.9%, 女性 －2.3%であったが、有意差はな

かった(p=0.32)。 

 
考察 
研究者の予想に反し、在院日数の長さや年齢はほとんど筋量減少に関係がなかった。しか

し、入院を契機に筋肉量は平均で 3.4％低下しており、入院中のリハビリテーションなどは

非常に重要と考えられた。また、入院時に立位可能な症例のみの測定となったため、入院

を契機に要介護になるような重症例を測定できなかったこと、症例が 30 例と少数であった

ことが今回の研究の課題である。今後は臥位でも測定可能な検査器具などを用いればより

リスク因子や必要な対策が明らかになると考えられた。 
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第 63回日本リウマチ学会学術集会 2019.4.15—17、京都 

原田芳徳、沖田康孝、小黒英里、葛谷憲太郎、松岡秀俊、勅使川原 悟、吉村麻衣子、 

𠮷𠮷田祐志、礒田健太郎、橋本 淳、大島至郎、佐伯行彦 

強皮症の指尖潰瘍増悪を反復後、皮膚筋炎を合併した一例  

 

礒田健太郎 

RA患者における栄養不良が感染症合併に与える影響についての検討  

 

沖田康孝、小黒英里、葛谷憲太郎、松岡秀俊、勅使川原 悟、吉村麻衣子、𠮷𠮷田祐志、 

礒田健太郎、原田芳德、星田義彦、大島至郎、佐伯行彦 

R-CHOP療法が奏功したびまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫を合併した抗 TIF1γ抗体陽性皮

膚筋炎の一例  

 

松岡秀俊 

DWIBSで大型血管炎の疾患活動性を評価しえた 3例  

 

大島至郎、小黒英里 、葛谷憲太郎、沖田康孝、松岡秀俊、勅使川原 悟、原田芳徳、 

𠮷𠮷田祐志、吉村麻衣子、礒田健太郎、野口貴明、秋田鐘弼、辻 成佳、橋本 淳、佐伯行彦 

高齢関節リウマチに対するトシリズマブの長期治療例の検討  

 

野口貴明、辻 成佳、平尾 眞、蛯名耕介、坪井秀規、橋本 淳 

関節リウマチ患者における人工足関節置換術後に前脛骨筋腱が露出し早期に腱切除を施行

した 3例  

 

橋本 淳 

Meet the Expert リウマチ足の靴・装具療法：手術の前にできること・しておくべきこと

  

辻 成佳 

ランチョンセミナー19 PsA におけるトレムフィアの有用性について  

 

辻 成佳 

Meet the Expert 14 脊椎関節炎の診断 ～リウマチ医が診る SpA～  
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辻 成佳 

ワークショップ 50 関節リウマチの手術：下肢-2 関節リウマチ患者の足部周術期における

分枝鎖アミノ酸（BCAA)栄養介入による 2次性サルコペニア予防効果の検討  

 

辻 成佳 

ポスタービューイング 頸椎歯突起周囲に新生骨を認め頸椎回旋制限を生じた乾癬性関節

炎の一例  

 

第 68 回日本アレルギー学会学術大会 2019.6.14、東京 

松岡秀俊 

ペムブロリズマブによる薬剤性多発性筋炎の一例  

 

第 41 回日本臨床栄養学会総会 2019.10.26、名古屋 

礒田健太郎 

関節リウマチ患者において栄養不良が感染症合併に与える影響についての検討  

 

辻 成佳  

「栄養士の病棟配置に向けて」の我々の取り組み  

 

第 59 回日本呼吸器学会学術総会 2019.4.14、東京 

宇都宮琢秀、吉野谷清和、中島早希、本多英弘、工藤慶太 

免疫チェックポイント阻害薬と放射線照射が関連したと考えられる肺障害を発症した症例

の検討  

 

本多英弘、宇都宮琢秀、吉野谷清和、中島早希、工藤慶太 

当院における誤嚥性肺炎の入院期間延長にかかわる因子の検討  

 

第 60 回日本肺癌学会学術総会 2019.12.6、大阪 

中島早希、宇都宮琢秀、吉野谷清和、本多英弘、工藤慶太 

当院における関節リウマチ合併肺癌患者の臨床的特徴  

 

第 92 回日本整形外科学会学術集会 2019.5.10、横浜  

橋本 淳 

ランチョンセミナー 整形外科からみたリウマチ治療の多職種連携  

 

- 78 - - 79 -



 

 

 

第 133 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2019.9.21、神戸 

橋本 淳 

人生 100 歳時代の中で関節リウマチ患者を救うために役立つ二つの視点  

 

第 44 回日本足の外科学会 2019.9.27、札幌 

橋本 淳 

シンポジウム Our new strategy for revision TAA and the outcome of three cases.  

 

第 34 回日本乾癬学会学術大会 2019.8.30-31、大阪 

辻 成佳  

スポンサードシンポジウム 掌蹠膿疱症の新たな治療選択 ～掌蹠膿疱症性骨関節炎～  

 

辻 成佳  

乾癬性関節炎ハンズオン教育プログラム  

On PALETTE 第１回ハンズオンセミナー 実技：乾癬性関節炎の関節評価を学ぶ  

 

第 29 回日本リウマチ学会近畿支部学術集会 2019.9.7、大阪 

辻 成佳 

スイーツセミナー PPP/PAO 治療におけるトレムフィアの可能性  

 

第 48 回日本リウマチの外科学会 2019.9.13、京都 

辻 成佳 

関節リウマチ患者の足部周術期における分枝鎖アミノ酸（BCAA)栄養介入による 2次性サル

コペニア予防効果の検討  

 

野口貴明、平尾 眞、辻 成佳、蛯名耕介、坪井秀規、橋本 淳 

RA 患者の人工足関節全置換術後の脛骨コンポーネント周囲骨折に対し 一期的創外固定が

有用であった 1例  

 

第 29 回日本脊椎関節炎学会 2019.9.14、大阪 

辻 成佳 

掌蹠膿疱症骨関節炎（PAO:pustulotic arthro-osteitis)の臨床的特徴及び治療についての

検討  
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第 31回中部リウマチ学会シンポジウム 2019.9.28、新潟 

辻 成佳 

低栄養 ～我々が栄養について学んでいること、栄養への取り組みについて～  

 

日本乾癬学会学術大会 乾癬性関節炎ハンズオン教育プログラム On PALETTE    

第 2 回ハンズオンセミナー 2019.11.2、東京 

辻 成佳 

パネルディスカッション「乾癬性関節炎の診療科連携を考える」 

実技「乾癬性関節炎の関節評価を学ぶ」 

 

第 34 回日本臨床リウマチ学会 2019.11.30—12.1、名古屋 

辻 成佳 

ランチョンセミナー トレムフィアによる掌蹠膿疱症治療の実践  

 

辻 成佳 

ランチョンセミナー 乾癬性関節炎・治療戦略アップデート  

 

日本皮膚科学会 第 392 回福岡地方会 2020.3.8、福岡 

辻 成佳 

ランチョンセミナー PAO の診断と治療 ～トレムフィアの可能性～  

 

第 5 回日本骨免疫学会 2019.6.26、沖縄 

野口貴明、平尾 眞、辻 成佳、蛯名耕介、坪井秀規、橋本 淳 

関節リウマチにおける下肢アライメントおよび歩行機能と足部変形の関連  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

松岡秀俊 

DWIBS was useful for the assessment of disease activity in Giant cell arteritis.

  

 

 

循環器疾患の分野 

第 39回日本静脈学会総会 2019.7.4—5、名古屋 

森下 優 

ランチョンセミナー 静脈治療の今後を考える DVT 治療の展望 

～レトロスペクティブに見た静脈治療の可能性～  
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第 28回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2019.9.19—21、名古屋 

Yoshimura T, Sonoura T, Nakamura Y, Sunayama I, Morishita Y, Sekihara T, Ishimi M, 

Yamato M, Yasuoka Y. 

A Case with Exercise-Induced Vasospastic Angina. 

 

Nakamura Y, Matsutera R, Sonoura T, Sunayama I, Morishita Y, Sekihara T, Yamato M, 

Yoshimura T, Yasuoka Y, Higuchi T. 

A Case of Surgical Intervention Due to Thromboembolism in Right Common Femoral Artery 

after EVT for Left Iliac CTO Lesion. 

 

第 67回日本心臓病学会学術集会 2019.9.13—15、名古屋 

山戸将司、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、石見成史、吉村貴裕、 

安岡良典 

心室中隔穿孔と右室自由壁破裂をきたした wrapped LAD末梢の閉塞による 

recent MIの一例   

 

砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、森下 優、関原孝之、石見成史、山戸将司、 

安岡良典 

ACE阻害薬およびβ遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1例  

 

中村友香、松寺 亮、園浦拓龍、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

補助循環による循環管理を要した劇症型たこつぼ型心筋症の一例  

 

園浦拓龍、山戸将司、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、吉村貴裕、安岡良典 

多形性心室頻拍による失神で診断し得た超高齢先天性 QT延長症候群の一例  

 

日本不整脈心電学会 カテーテルアブレーション関連秋季大会 2019  2019.11.7—9、石川 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、山戸将司、石見成史、吉村貴裕、 

安岡良典 

三尖弁輪峡部通電中に発症した一過性完全房室ブロックの検証のため Koch 三角ペーシ

ングを施行したところ、遅伝導路依存房室伝導が疑われた 1例 

 

日本不整脈心電学会 第 12回植込みデバイス関連冬季大会 2020.2.6—8、名古屋 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、山戸将司、石見成史、吉村貴裕、 

安岡良典 

開胸下でのリード抜去が必須であったと考えられた心室リード穿孔の 1例  
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第 127 回日本循環器学会近畿地方会  2019.6.22、大阪 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

RCA 末梢の特発性冠動脈解離による ST上昇型急性心筋梗塞に対しワイヤーによる

fenestration が奏功した一例  

 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

逆伝導 slow pathway と同一の再早期部位に心房端を持つケント束に対するアブレーション

の一例    

 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

ダビガトラン 300mg 投与下で残存した左心耳血栓が強心薬追加で消失する経過を経食道エ

コーで観察しえた一例  

 

中村友香、松寺 亮、園浦拓龍、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、安岡良典 

補助循環による循環管理を要した劇症型たこつぼ型心筋症の一例  

 

第 128 回日本循環器学会近畿地方会 2019.11.30、大阪 

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、石見成史、山戸将司、吉村貴裕、 

安岡良典 

上大静脈隔離後遷延する洞不全を生じたが翌日に回復した一例 

  

関原孝之、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、石見成史、山戸将司、吉村貴裕、 

安岡良典 

Vargal response 時に IRAF を起こす SVC trigger の一例  

 

関原孝之 

食道カテーテル挿入後の食道造影中に正中側への偏移を生じた右側食道の一例   

 

砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、森下 優、関原孝之、石見成史、山戸将司、 

安岡良典 

ACE 阻害薬およびβ遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1例  

 

園浦拓龍、吉村貴裕、中村友香、森下 優、砂山 勇、関原孝之、石見成史、山戸将司、 

安岡良典 

難治性労作時胸痛の精査で診断した運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例   
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生駒龍興、山戸将司、園浦拓龍、中村友香、砂山 勇、森下 優、関原孝之、石見成史、 

吉村貴裕、安岡良典 

超高齢発症の多発性筋炎に合併した急性心筋炎の一例  

 

第 225 回日本内科学会近畿地方会 2019.9.21、大阪 

江左佳樹 

HIV 感染による症候性脳動脈狭窄と動眼神経障害を来した一例  

 

第 35 回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2019.11.22、福岡 

江左佳樹、渡邊彰弘、中野 了、丸谷明子、杉山幸生、小林潤也、高橋大介、山田與徳 

経皮的脳血栓回収術におけるデバイス併用療法の治療効果について  

 

 

がんの分野 

第 111 回近畿血液学地方会 2019.6.29、大阪 

岡本充史、山本健太、江口 剛、金井良高、前田裕弘 

Ph(-)ALL 寛解導入療法後に発症した真菌性肝脾腫瘍の診断・経過観察に MRI（DWIBS）が有

用であった一例  

 

第 112 回近畿血液学地方会 2019.11.16、京都 

石原佳祐、岡本充史、山本健太、江口 剛、金井良高、前田裕弘、砂山 勇 

心膜浸潤と心タンポナーデを伴った IgG-λ型多発性骨髄腫の一例  

 

第 227 回日本内科学会近畿地方会 2020.3.7、京都 

中島早希、宇都宮琢秀、吉野谷清和、本多英弘、工藤慶太 

右胸水貯留を契機に診断に至った肝原発悪性類上皮性血管内皮腫の一例  

 

宇都宮琢秀、吉野谷清和、中島早希、本多英弘、工藤慶太 

転移性脊椎腫瘍のために両側横隔神経麻痺による呼吸不全を来した Ewing 肉腫 family 腫瘍

(ESFT)の 1例  

 

第 93 回日本呼吸器学会近畿地方会 2019.12.23  京都 

中島早希、宇都宮琢秀、吉野谷清和、本多英弘、工藤慶太 

縦隔リンパ節への EBUS-TBNA 後、縦隔炎・心膜炎を経て標準治療に至った一例  
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第 60回日本肺癌学会学術総会 2019.12.6、大阪 

Tomoya Fukui, Yoshihiro Nakahara, Takayuki Takeda, Junji Uchino, Takano Mouri,  

Keita Kudo, Saki Nakajima, Tomohiro Suzumura, Masahiro Fukuoka. 

Serum baseline perforin levels with anti-PD-1 antibody therapies in non-small cell 

lung cancer.  

 

第 31 回日本肝胆膵外科学会 2019.6.13、高松市 

堀内哲也 

Laparoscopic unroofing of liver cysts using fluorescent imaging with indocyanine 

green.  

 

第 81 回日本臨床外科学会総会 2019.11.14—16、高知 

堀内哲也、中井智暉、木村正道、藤田洋一、辻 俊明、冨永敏治、稲田佳紀 

“術後癒着性腸閉塞の予防と治療について語る”開腹手術後の癒着の安全な剥離方法  

－生理食塩水組織間注入法について－ 

 

木村正道、冨永敏治、稲田佳紀、辻 俊明、藤田洋一、中井智暉、大津 周 

当院における鼠径ヘルニア修復術 －前方到達法から腹腔鏡手術への変遷と手術成績－  

 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 2019.12.5—7、横浜 

木村正道、冨永敏治、稲田佳紀、辻 俊明、藤田洋一、中井智暉、大津 周、堀内哲也 

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の手術手技と治療成績  

 

中井智暉、中森幹人、稲田佳紀、冨永敏治、辻 俊明、藤田洋一、木村正道、大津 周、 

堀内哲也 

肝嚢胞に対し腹腔鏡下開窓術を施行した６例の検討  

 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 2019.7.11、東京 

田中 覚、森島宏隆、野田 諭、小林稔弘、森本 卓、寺沢理沙、新田敏勝、佐藤七夕子、 

甫喜本憲弘、岩本充彦 

Pure-HER2 乳癌に対する nab-paclitaxel+transtuzumab による術前化学療法第Ⅱ相試験  

 

高島祐子、新田敏勝、木村光誠、冨永 智、藤井研介、碇 絢菜、三好和裕、田中 覚、 

石橋孝嗣、岩本充彦 

豊胸シリコンの破損による乳房異物肉芽腫の 1例  
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碇 絢菜、田中 覚、新田敏勝、堀内哲也 

乳癌術後リンパ節再発に対する放射線治療後、放射性肺臓炎の治療中に発症した緊張性気

胸の 1例  

 

寺沢理沙、平田碧子、高島祐子、坂根純奈、梅嵜乃斗香、前沢早紀、冨永 智、碇 絢菜、

川口佳奈子、佐藤七夕子、藤岡大也、木村光誠、田中 覚、上田さつき、岩本充彦、 

森田眞照 

microRNA によるエリブリン抗腫瘍効果機構の解明  

 

第 202 回近畿外科学会 2019.09.28、大阪 

髙島祐子、新田敏勝、木村光誠、冨永 智、田中 覚、石橋孝嗣、岩本充彦 

乳房縮小術を施行した乳腺 Hamartoma の 1例  

 

第 17 回日本乳癌学会近畿地方会 2019.12.07、兵庫 

髙島祐子、新田敏勝、木村光誠、冨永 智、藤井研介、三好和裕、田中 覚、石橋孝嗣、 

岩本充彦 

高齢 80 歳の乳腺アポクリン癌の 1例  

 

日本消化器病学会 近畿支部第 112 回支部例会 2020.2.29、大阪 

安井利光、中西文彦、梶山 博、松村沙於里、白山祐樹、佐野文彦、阪上雅子、荒木 学、 

埜中由梨、宋昌 浩、笹川 哲、増田栄治、肱岡泰三 

慢性肝疾患患者における InBody を用いた体組成の測定結果とサルコペニアの評価法との関

連に関する研究  

 

第 227 回日本内科学会近畿地方会 2020.3.7、大阪 

梶山 博、宋 昌浩、白山祐樹、安井利光、佐野文彦、辻 雅子、埜中由梨、荒木 学、 

中西文彦、笹川 哲 

レンバチニブが奏功した腹膜生検で肝様腺癌が示された原発不明癌の 1例  

 

第 84 回日本泌尿器科東部学会 2019.10.5 東京 

松村直紀、杉本公一、西本光寿、上島成也、大関孝之、清水信貴、森 康範、南 高文、 

野澤昌弘、能勢和宏、吉村一宏、植村天受 

高齢者の mHSPC における治療成績  
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第 69回日本泌尿器科中部総会 2019.10.26、大阪 

松村直紀、杉本公一、西本光寿、上島成也 

高齢者の HSPC における CAB 療法の治療成績  

 

杉本公一、秋山隆弘、西本光寿、松村直紀、上島成也、安富正吾、南 高文、能勢和宏、 

西岡 伯、植村天受 

トピロキソスタット投与による腎機能保護作用の検討 

 

第 107 回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18—21、名古屋 

杉本公一、西野安紀、松村直紀、上島成也、安富正吾、南 高文、野澤昌弘、能勢和宏、 

吉村一宏、植村天受 

80 歳以上の前立腺癌における予後因子の検討  

 

上島成也 

緩和医療の基礎知識  

 

第 242 回日本泌尿科学会関西地方会 2019.10.19、大阪 

西本光寿、松村直紀、杉本公一、上島成也 

術後リンパ漏に対しミノマイシン癒着術が有用であった 1例  

 

第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2019.9.12—14、京都 

金村昌徳、田路明彦、橋田壮介、太田沙緒里、岩井恵美 

腹腔鏡下手術で診断・治療を行った卵巣甲状腺腫の１例  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8—9、名古屋 

太田沙緒里 

卵巣妊娠の一例  

 

第 78 回日本癌学会総会 2019.9.28、京都 

星田義彦、大島至郎 

リウマチ関連リンパ増殖性疾患の変遷 2000 年代と 2010 年代の比較  

 

第 58 回日本臨床細胞学会 2019.11.17、岡山 

青木悠真、星田義彦 

捺印細胞診で経験した指状嵌入樹状細胞肉腫  
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第 108 回日本病理学会 2019.5.10、東京 

星田義彦、大島至郎 

リウマチ患者に発生したリンパ増殖性疾患に関する多施設共同研究による解析  

 

第 68 回日本泌尿器科学会中部総会 2019.10.4—7、名古屋 

松村直紀、星田義彦 

精巣鞘膜に発生した悪性中皮種のⅠ例  

 

第 63 回日本リウマチ学会総会 2019.4.15、京都 

星田義彦、大島至郎 

リウマチ性疾患と LPD リウマチ患者に発生したリンパ増殖性疾患におけるカルシニュー

リン阻害剤投与の影響についての検討  

 

第 82 回日本皮膚科学会東部支部学術大会 2019.10.6.7、北海道 

荒井桜子、星田義彦 

臨床的に頭部血管肉腫に類似した皮膚白血病のⅠ例  

 

第 81 回日本血液学会 2019.10.12、東京 

星田義彦 

リウマチ関連リンパ増殖性疾患に対する多施設共同研究抗リウマチ薬の影響についての 

解析  

 

 

骨・運動器疾患の分野 

第 48回日本脊椎脊髄病学会 2019.4.19、横浜 

藤原啓恭、小田剛紀、森口 悠、牧野孝洋、米延策雄、海渡貴司 

年齢層別の後方経路腰椎椎体間固定術の費用効用分析  

 

藤原啓恭、小田剛紀、森口 悠、牧野孝洋、米延策雄、海渡貴司 

多椎間の腰椎椎体間固定術の適応疾患に対する手術治療の低侵襲化に向けた術式選択  

費用効用分析を加えた検討  

 

森口 悠、藤原啓恭、小田剛紀、中川真一、塚﨑裕之、米延策雄、海渡貴司 

Fusion rates and incidence of inner and outer intervertebral bone bridge following 

lateral lumbar interbody fusion in multilevel instrumented spinal surgery.  
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第 92回日本整形外科学会学術集会 2019.5.10、横浜 

藤原啓恭、小田剛紀、牧野孝洋、當間重人、高田信二郎、森口 悠、松下具敬、井澤一隆、

橋本 淳、齊藤正伸 

後期高齢者特有の心理社会的因子と非特異的慢性腰痛との関連の検討  

 

藤原啓恭、小田剛紀、森口 悠、牧野孝洋、齊藤正伸、吉川秀樹、海渡貴司 

多椎間の腰椎椎体間固定術に対する低侵襲化への工夫 費用効用分析を加えた検討  

 

秋山慶輔、坂井孝司、小柳淳一朗、吉川秀樹、菅本一臣 

3D-MRI を用いた股関節動態解析における若年者と高齢者の比較  

 

第 47 回日本関節病学会 2019.11.22 福岡 

秋山慶輔、坂井孝司、小柳淳一朗、吉川秀樹、菅本一臣 

健常成人における高齢者と若年者の股関節形態の相違の検討  

 

第 132 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2019.4.4—5、三重 

野口貴明、辻 成佳、大谷俊哉、橋本 淳 

骨粗鬆症治療薬が腎機能に及ぼす影響  

 

大谷俊哉、野口貴明、辻 成佳、橋本 淳、小田剛紀 

人工足関節全置換術後の脛骨コンポーネント周囲骨折に対し一期的創外固定術が有用であ

った 1例  

 

第 133 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2019.9.25、兵庫 

萩尾佳介 

大腿骨頚部骨折に対する上方侵入法による人工骨頭置換術の短期成績およびそのリハビリ

経過 ～早期回復の実際～ 

 

第 44 回日本足の外科学会学術集会 2019.9.26、札幌 

野口貴明、辻 成佳、平尾 眞、蛯名耕介、坪井秀規、橋本 淳 

関節リウマチ患者における人工足関節置換術後に前脛骨筋腱が露出し早期に腱切除を施行

した 3例 

 

第 62 回日本手外科学会 2019.4.18、札幌 

秋田鐘弼、谷内孝次 

人工肘関節置換術における（unlinked type) triceps-on- approach の有用性 
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第 63回日本リウマチ学会総会・学術集会 2019.4.17、京都 

秋田鐘弼 

タイトコントロール時代のリウマチ手の外科（母指の症例） 

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8—9、名古屋 

加納慎也 

上方侵入法を用いた大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術の短期成績 

 

 

 

腎臓内科 

第 62 回日本腎臓学会学術総会 2020.6.23、名古屋 

飯尾健一郎、今井洋輔、畑中雅喜、大森弘基、安東 豊 

CKD 患者における PTH と胸腺萎縮の関係  

 

第 3 回日本 Uremic Toxin 研究会学術集会 2019.4.21、東京 

飯尾健一郎、今井洋輔、畑中雅喜、大森弘基、星田義彦、佐伯行彦、安東 豊 

CKD 患者における PTH と胸腺萎縮の関係  

 

第 64 回日本透析医学会学術集会・総会 2019.6.30、横浜 

大森弘基、今井洋輔、畑中雅喜、飯尾健一郎、安東 豊 

成人 Still 病に合併した TMA に血漿交換が有効であった一例  

 

第 25 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会  2019.11.23、広島 

別所紗妃 

腹膜透析導入早期に複数の合併症を呈したループス腎炎の一例  

 

 

 

内分泌・代謝内科 

第 62回日本糖尿病学会年次学術集会学会学術総会 2019.5.23、仙台 

桑原 遥、岸本有紀、平尾利恵子、大屋 健、岡内紀子、幸原晴彦、澤村眞美 

超音波検査を用いた硬結予防指導の効果の検証  

第 2 報 ～HbA1c 値、インスリン使用量、硬結の発生を比較して～   
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第 34回日本糖尿病合併症学会 2019.9.27、大阪 

平尾利恵子、桑原 遥、岸本有紀、岡内紀子、澤村眞美、大屋 健、幸原晴彦 

看護師による超音波検査を用いたインスリン指導  

 

 

泌尿器科 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8—9、名古屋 

西本光寿 

Abiraterone 投与後に ALP-Bounce を認めた前立腺癌の 1例  

 

松村直紀 

高齢者 mHSPC における up-front abiraterone の治療成績 

 

 

皮膚科 

第 118 回日本皮膚科学会総会 2019.6.6、名古屋 

荒井桜子、田中康之 

ニボルマブ投与後に多形紅斑重症型を生じた 1例   

 

第 70 回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2019.10.6、金沢 

荒井桜子、田中康之 

卵巣癌に伴う palmar fasciitis and polyarthritis syndrome の 1 例  

 

 

小児科 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

西 一美 

小児単純性肥満における行動変容を目的とした体重日誌の効果  

 

第 56 回日本小児アレルギー学会学術集会 2019.11.2-3、千葉 

益海大樹、竹村 豊、有馬智之、山崎晃嗣、長井 恵、井上徳浩、杉本圭相 

食物アレルギー患者に対する食物経口負荷試験実施後の摂取状況に関する研究 

 

長井 恵、竹村 豊、山崎晃嗣、有馬智之、益海大樹、西 一美、井上徳浩、杉本圭相 

分娩様式の違いによる幼児期の食物アレルギー発症の検討 
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山崎晃嗣、竹村 豊、有馬智之、益海大樹、長井 恵、井上徳浩、杉本圭相 

総負荷量毎の鶏卵食物経口負荷試験の検討 

 

竹村 豊、井上徳浩、有馬智之、益海大樹、山崎晃嗣、長井 恵、杉本圭相 

そば食物経口負荷試験のまとめ  

 

第 68 回日本アレルギー学会学術集会 2019.6.14—16、東京 

ミニシンポジウム 

山崎晃嗣、竹村 豊、有馬智之、益海大樹、長井 恵、井上徳浩、杉本圭相 

食物アレルギー:食物経口負荷試験-安全性 食物経口負荷試験におけるアドレナリン 

使用例の検討  

 

ポスター発表 

益海大樹、竹村 豊、有馬智之、山崎晃嗣、長井 恵、井上徳浩、杉本圭相 

外食のカレーでアナフィラキシーを呈したカシューナッツアレルギーの 2例 

 

有馬智之、竹村 豊、益海大樹、山崎晃嗣、長井 恵、井上徳浩、杉本圭相 

幼児期に耐性を獲得した乳児期発症の小麦 FPIES の 1 例  

 

第 66 回日本小児保健協会学術集会 2019.6.20—22、東京 

シンポジウム発表 

田野成美、芝辻千歳、磯野富佐子、豊山美里、出口祐基子、狗巻佳代、矢倉ひとみ、 

竹内美穂、遠所朋子、岩永 幸、新田一枝、竹村 豊、井上徳浩 

研究や活動を通してアレルギー予防に成功した事例の紹介  

パラダイムシフトと医療現場 大阪狭山市の例 

 

 

麻酔科 

日本区域麻酔学会 第 6回学術集会 2019.4.20、高知 

林 英明 

ナビゲーションシステムで神経ブロックが変わる？ 

 

日本麻酔科学会 第 66回学術集会 2019.5.30、神戸 

笠井智美、浅井真理子、石崎 剛、林 英明 

当施設における超音波ガイド下動脈カテーテル留置の臨床成績：208 症例の後方視的検討  
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日本麻酔科学会 第 65回関西支部学術集会 2019.9.14、大阪 

本庄郁子、石崎 剛、笠井智美、林 英明 

手術室入室後に特異的な尿の色調変化が明らかとなった全身麻酔症例の一例  

 

日本臨床麻酔学会 第 39回大会 2019.11.7、軽井沢 

林 英明 

薬物動態モデルを用いたロクロニウム間欠投与と持続投与の比較：筋弛緩拮抗に対する 

影響の推察  

 

笠井智美、林 英明 

BIS モニターにより術後に接触性皮膚炎が生じた 1症例  

 

石崎 剛、笠井智美、浅井真理子、林 英明 

超音波ガイド下動脈カテーテル留置の手技習得に必要な経験数の検討  

 

 

 

救急科 

第 47 回日本救急医学会 2019.10.3、東京 

村尾佳則、田口博一、濱口満英、石部琢也、中尾隆美、植嶋利文、白石 淳、平出 敦 

救急隊情報からの緊急輸血予測に関する検討  

 

福田隆人、濱口満英、豊田甲子男、石部琢也、横山恵一、松島知秀、一ノ橋紘平、 

村尾佳則、重岡宏典 

癌小腸転移による小腸穿孔の１例  

 

濱口満英、村尾佳則、植嶋利文、松島知秀、布川知史、木村貴明、石部琢也、豊田甲子男、

一ノ橋紘平、福田隆人、重岡宏典 

敗血症に対するトレミキシン施行例の解析 

 

第 25 回日本災害医学会  2020.2.22、神戸 

辻 成佳、村尾佳則、原田真理子 

災害拠点病院認定へ向けての当院の取り組み  
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第 33回日本外傷学会 2019.6.7、八戸市 

濱口満英、植嶋利文、松島知秀、木村貴明、中尾隆美、石部琢也、豊田甲子男、村尾佳則、

重岡宏典 

鈍的外傷での頻脈からの脈拍数の減少は大量出血の早期認知となる  

 

第 34 回日本救命医療学会 2019.9.28、大阪 

濱口満英、植嶋利文、松島知秀、石部琢也、村尾佳則、重岡宏典 

高齢者における外傷診療  

 

鷹羽浄顕、村尾佳則、北澤康秀 

日本外傷データ・バンクを用いた早期輸血必要性指標指標の探索による外傷病院前診療の

質向上の試み  

 

第 11 回日本 Acute Care Surgery 学会 2019.10.25、沖縄 

鷹羽浄顕、村尾佳則、北澤康秀 

腹腔動脈起始部圧迫症候群による膵十二指腸動脈瘤破裂症例の検討  

 

 

 

感染対策室 

第 35 回 日本環境感染学会総会・学術総会 2020.2.15、横浜 

峰岸三恵、山本よしこ 

見直そう！環境整備「水滴 ZERO 作戦」～感染対策「やります宣言」より  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8—9、名古屋 

峰岸三恵 

感染対策やります宣言 水回りの水滴 ZERO 作戦  

 

 

 

治験管理室 

第 19 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2019 in YOKOHAMA 2019.09.14、横浜 

田中 有、櫻井栄子、土井智裕、阪口智香、北地祐子、丸山依恵、辰巳晃造 、畝 佳子、 

政道修二、佐伯行彦 

施設職員情報の試験書類への応用 ～コーディネート業務の充実のために～  
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薬剤科 

第 41 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 2020.2.15—16、兵庫 

川上侑希、渡辺雄太、吉田三矢、畝 佳子、辰己晃造、政道修二 

リウマチ・膠原病内科患者におけるサイトメガロウイルス検査結果とグルココルチコイド

使用状況について  

 

米原哲也、間 麻里、辰巳晃造、畝 佳子、政道修二 

DST 薬剤師の活動と病棟薬剤師の連携について  

 

田川知津子、吉田三矢、南 翔大、三浦菜々子、辰巳晃造、畝 佳子、政道修二 

当院におけるカンジダ血症治療の Bundle 項目の実施状況  

 

第 29 回日本医療薬学会年会  2019.11.2、福岡 

水津智樹、難波優希、岩切悦子、小玉美希子、辰己晃造、畝 佳子、政道修二 

RFID タグを利用した医薬品管理システムの導入の効果と考察  

 

吉田三矢、南 翔大、三浦菜々子、田川知津子、辰巳晃造、畝 佳子、政道修二、志馬伸朗 

MRSA 感染症に対する初期治療薬と予後の関係 

 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2020 2020.3.21-22、福岡 

難波優希、岩切悦子、水津智樹、辰己晃造、畝 佳子、政道修二 

ＳＰ療法における制吐薬の適正使用調査と嘔気誘発因子の検討  

 

岩切悦子、難波優希、小玉美希子、水津智樹、辰己晃造、畝 佳子、政道修二 

ニボルマブの用量変更における副作用発現推移の検討  

 

第 7 回日本難病医療ネットワーク学会学術集会 2019.11.16、福岡 

大矢博己、新田 亮、米原哲也、間 麻里、辰己晃造、畝 佳子、政道修二、狭間敬憲 

CIDP 患者に対し皮下注用ヒト免疫グロブリン製剤を使用し在宅投与へ移行した症例  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

小玉美希子、難波優希、岩切悦子、水津智樹、辰己晃造、畝 佳子、政道修二 

デノスマブ投与時の腎機能による低カルシウム血症への影響とビタミン D3製剤併用状況に

関する調査  
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白崎佑磨、渡辺雄太、辰己晃造、畝 佳子、政道修二 

ベンゾジアゼピン受容体作動性睡眠薬による転倒事故防止に向けた取り組み 

  

三浦菜々子、吉田三矢、南 翔大、田川千津子、辰己晃造、畝 佳子、政道修二、峰岸三恵、

山本よしこ 

AST 薬剤師と病棟薬剤師の連携によるバンコマイシンの TDM 実施向上への取り組み  

 

 

 

臨床検査科 

第 44 回日本超音波検査学会学術集会 2019.04.27、横浜 

橋本修治 

シンポジウム 大動脈弁狭窄症の術前評価 経胸壁心エコー図の役割  

 

第 59 回日臨技近畿支部医学検査学会 2019.10.26-27、滋賀 

古閑歩惟、井門浩美、原 江見子、飯塚裕子、藪本悠希、山田昌子、前 順子、吉田 梓、 

片岡直昭、橋本修治、森脇貴美、大屋 健、平尾利恵子 

安静時における心電図 RR間隔変動係数(CVR-R)を細密に算出するために  

 

井門浩美、原 江見子、藪本悠希、橋本修治、森脇貴美 

膝関節症術後に深部静脈血栓症（DVT)を疑われるも超音波により動脈閉塞を指摘しえた 

1 例  

 

藪本悠希、井門浩美、原 江見子、吉田 梓、橋本修治、森脇貴美 

整形領域における術前下肢静脈エコーの有用性  

 

令和元年度国立病院臨床検査技師協会近畿支部学会 2019.6.9、兵庫 

藪本悠希、井門浩美、原 江見子、橋本修治、森脇貴美 

整形領域における術前下肢静脈エコーの現状  

 

第 58 回日本臨床細胞学会終期大会 2019.11.17、岡山 

青木悠真、原田和弥、石垣優惟、西尾正子、谷畑和可苗、星田義彦 

捺印細胞診で経験した指状嵌入樹状細胞肉腫（Interdigitating Dendritic Cell 

Sarcoma:IDCS）の一例  
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第 73回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

原 江見子、橋本修治、井門浩美、山田昌子、吉田 梓、森脇貴美、星田義彦、砂山 勇、 

安岡良典、平尾利恵子 

悪性腫瘍患者における心不全精査から検出しえた血性心タンポナーデの 2例  

 

橋本修治、大森弘基、吉田 梓、井門浩美、原 江見子、山田昌子、古閑歩惟、森脇貴美、

平尾利恵子 

血液透析導入を契機とした好酸球増多症による僧帽弁輪血栓形成を認めた１例 

 

古閑歩惟、井門浩美、原 江見子、山田昌子、片岡直昭、橋本修治、森脇貴美 

安静時の心電図 RR間隔変動係数(CVR-R)を細密に算出するための検討  

 

 

放射線科 

第 28 回国立病院近畿放射線技師会学術大会 2019.10.5、大阪 

松浪萌恵 

胸部座位撮影時の画像の安定化を目指して  

 

第 48 回日本 IVR 学会総会 2019.6.1、福岡 

堺 幸正、神納敏夫、佐藤公彦、南郷峰善、岡崎真大、荻野 亮、坂下眞理子 

大腿動脈圧迫止血後のパンツ型圧迫補助サポーターの使用経験  

 

第 323 回日本医学放射線学会関西地方会 2019.11.9、大阪 

阪井雄紀、荻野 亮、南郷峰善、堺 幸正 

CT ガイド下針生検で診断が確定した肝類上皮血管内皮腫の 1例  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

岩崎健人 

非造影下肢静脈 CTにおける最適体位の検討  

 

松浪萌恵 

胸部座位撮影時の画像の安定化を目指して  

 

藤田裕磨 

当院でのゼヴァリン標識時における診療放射線技師の役割 
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リハビリテーション科 

第 46回日本股関節学会学術集会 2019.10.26、宮崎 

相川和久、萩尾佳介、大谷俊哉、加納慎也、秋山慶輔、齊藤正伸 

上方侵襲による人工骨頭置換術後の運動機能回復について  

 

第 50 回日本人工関節学会 2020.2.22、福岡 

相川和久、萩尾佳介、秋山慶輔、加納慎也、齊藤正伸 

SuperPATH アプローチによる人工股関節全置換術後の早期運動機能回復  

 

岸 叶子、加納慎也、秋山慶輔、萩尾佳介 

superior approach による人工骨頭置換術の早期運動機能回復について  

 

第 20 回日本言語聴覚学会 2019.6.29、大分 

柳田直紀 

VF で嚥下機能の経時的変化を追えた COPD の一例  

 

第 43 回日本高次脳機能障害学会 2019.11.29、仙台 

新原未菜美 

漢字の失読失書を呈した硬膜動静脈瘻の一例 

－手術前後のリハビリ経過－ 

 

第 34 回日本リウマチリハビリテーション研究会学術集会 2019.10.26、北海道 

楠元政幸、辻 聡一郎、町井利春、櫛本佑有子、伊勢奈緒子、河井将吾、木村美佐子、 

橋本 淳、佐伯行彦 

関節リウマチ手指体験装具による精神面の変動について  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋  

河井将吾、楠元政幸、櫛本佑有子、伊勢奈緒子、吉田奈央、吉岡知穂、吉田康平、 

竹内菜摘、秋田鐘弼 

関節リウマチによる手指ボタンホール変形に対する装具療法と運動療法の前向き研究 

 

堀内克真、相川和久、櫛本晃平、稲場仁樹、藤田美羽、萩尾佳介 

THA 後当日の介入が術後の歩行能力に与える影響  

 

相川和久、堀内克真、萩尾佳介、大谷俊哉、加納慎也、秋山慶輔、齊藤正伸 

上方侵入法による人工骨頭置換術の早期運動機能回復について 
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稲場仁樹、相川和久、櫛本晃平、堀内克真、藤田美羽、岸 叶子、中川正之、萩尾佳介 

TKA 術後の早期歩行獲得が退院可能日に与える影響 

 

楠元政幸、辻 聡一郎、町井利春、櫛本佑有子、伊勢奈緒子、河井将吾、木村美佐子、 

橋本 淳、佐伯行彦 

関節リウマチ手指機能障害体験装具による精神面の変動評価 ～POMS 短縮版を用いて～  

 

 

地域医療連携室 

第 34回日本保健医療行動科学会学術大会 2019.6.22、奈良 

萬谷和広 

がん患者・家族の終末期における関係性 －納得いく最期を迎えるための一考察－  

 

川口美度理 

病気を抱えた独居高齢者が在宅生活を継続するための社会的支援  

 

第 37 回日本小児心身医学会学術集会 2019.9.13、広島 

木村美佐子、西 一美 

受験ストレスによる心理的な問題を抱え、進学後に不登校に至った男児とその両親との関

わり  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

川口美度理 

MSW に求められるがん患者への就労支援  

 

萬谷和広 

中山間地域における生活の現状と医療福祉関連問題の構造  

 

小澤徹也 

当院における情報の収集と提供の取り組み －認知症患者に対する医療と介護の連携－  

 

 

栄養管理室 

第 22 回日本臨床栄養学会総会 2019.10.27、名古屋 

宮島麻衣 

整形外科手術患者における栄養ケアプロセスの導入について  
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第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 2020.2.28、京都 

陰山麻美子、冨永敏治、山田龍男、金田和奈、東 美由紀、井川 希、水津智樹、難波優希、

柳田直紀、福山雄一郎、松島千陽、本多英弘 

消化器外科がん患者における悪液質の評価 

 

第 23 回日本病態栄養学会年次学術総会 2020.1.25、京都 

松島千陽、村岡歩実、宮島麻衣、陰山麻美子、須賀勇和、佐藤奈生子、辻 成佳、橋本 淳 

関節リウマチ整形外科手術患者向けの“リハサポート食”(高エネルギー・高たんぱく質食)

が術後の栄養状態に及ぼす効果について  

 

日本筋学会第 5回学術集会 2019.8.3、東京 

松島千陽、辻 成佳、須賀勇和、野口貴明、橋本 淳、礒田健太郎 

関節リウマチに対する足部周術期における BCAA 栄養介入による２次性サルコペニア予防 

効果について  

 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

陰山麻美子、須賀勇和、松島千陽、宮島麻衣、村岡歩実 

急性期病院における栄養情報提供提供書の作成状況  

 

宮島麻衣 

整形外科入院患者に対する栄養ケアプロセスを用いた栄養カンファレンスの試み  

 

 

事務部 

第 45 回日本診療情報管理学会学術大会 2019.9.19-20、大阪 

齊藤正伸 

あしたを担う情報活用力 

 

酒井 早、島田裕子、松本由紀子 

「誤嚥性肺炎」患者への早期チーム介入の実態と考察  

 

松本由紀子、平尾利恵子、青木承子、水津智樹、三浦菜々子、佐藤奈生子、木村明子、 

大島美和 

糖尿病クリニカルパス改定 －患者に優しく経営改善につながるパスを目指して－  
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島田裕子 

地域医療構想に向けた情報活用の取り組み  

 

船橋響介、島田裕子、酒井 早、松本由紀子 

TKA パスを用いたアウトカム達成状況視覚化分析の一考  

 

第 20回日本クリニカルパス学会学術集会 2020.1.17、熊本 

松本由紀子、島田裕子、酒井 早、船橋響介、冨永敏治、萩尾佳介 

クリニカルパス委員会への診療情報管理士加入による効果  

 

 

看護部 

第 62 回日本糖尿病学会年次学術集会 2020.5.24、宮城 

桑原 遥 

超音波を用いた硬結予防指導の効果の検証  

第 2 報 ～ＨｂＡ１ｃ値、インスリン使用量、硬結の発生を比較して～ 

 

第４回日本母性内科学会総会・学術集会 2020.7.28、東京 

岡本紀代香 

関節リウマチ女性と家族の妊娠・育児を支援するサークルの取り組み 

 

第 61 回看護学会 2020.9.1、大阪 

深江詩麻 

脳疾患病棟における入院時アセスメントシート評価の実態調査  

 

左近杏奈 

HCU における欠食機関を経た患者の栄養状態に関する看護師の意識調査  

 

日本看護技術学会第 18回学術集会 2020.9.7、福井 

赤井 悠 

二人介助による車椅子・ベッド間移譲介助時の介助者の腰部負担  

 

第 50 回日本看護学会 看護管理学術集会 2020.10.24、愛知 

安宅真也 

「副看護師長からはじめよう キャリアラダーに則った個々への教育」の実践報告  
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第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

岡田育世 

高密度無菌室に入院していた患者の環境についての思いの実態調査  

 

小谷春香 

整形外科における術後せん妄の発症要因  

 

水野綾乃 

術後せん妄予防における足浴ケアの効果  

 

石川美紀子 

入院時支援が予定入院患者の入院期間に影響したかの検証  

 

遠藤未耶 

血液浄化センター開設時の取り組みと今後の展望  

 

福原規差子 

A 病院で作成したせん妄アセスメントシートの効果 

～転倒・転落、ドレーン・チューブ類の事故抜去のインシデント数を比較して～  

 

河井美帆 

継続受持固定チームナーシングおよびペアナース制導入による記録の変化  

 

 

看護学校 

第 73 回国立病院総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 

木村佳代 

看護学生が急性期病院に入院した認知症高齢者と接したときの感情と思考  

 

本多可織 

看護学生が急性期病院に入院した認知症高齢者と接したときの感情・思考と対処行動  

 

藤尾泰子 

多職種連携を学生時代から育む  
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（３）研究会・講演 

関西 RA 治療セミナー 2019.5.24、大阪 

大島至郎 

超高齢社会における分子標的治療を考える  

 

South Osaka RA Conference 2019.6.27、大阪 

大島至郎 

患者さんが希望するリウマチ医療  

 

東大阪リウマチ医療を考える会 2019.7.6、大阪 

大島至郎 

ライフステージから見たリウマチ医療 

～RAのリアルワールドデータベース(MiRAi)の解析を交えて～  

 

阪神合同 CPC 2019.7.18、大阪 

大島至郎 

関節リウマチに対する分子標的治療の歩み  

 

Tocilizumab Symposium 2019 2019.10.26、大阪 

大島至郎 

RA 患者の高齢化を考慮したシリズマブの Monotherapy 戦略  

 

北河内リウマチ膠原病勉強会 2019.11.2、大阪 

大島至郎 

リウマチ診療におけるリスク管理を考える 

  

免疫ネットワーク協議会 2019.11.7、東京 

大島至郎 

関節リウマチに対する分子標的薬治療における免疫学的寛解のマーカーの探索  

 

堺市難病患者支援事業 2019.12.10、大阪 

大島至郎 

血管炎の最新の治療  
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大阪狭山市立公民館 大阪南医療センター共催事業 2020.1.22、大阪 

大島至郎 

関節リウマチ治療の新しい考え方 元気で快適な生活を目指して  

 

大阪狭山市医師会講演会 2020.2.5、大阪 

大島至郎 

関節リウマチ診療の新しい考え方 〜日常診療のポイント〜  

 

大阪狭山市医師会 2019.4.8、大阪狭山市 

橋本 淳 

骨粗鬆症の地域連携  

 

第 42 回南河内整形外科カンファレンス 2019.6.29、河内長野市 

橋本 淳 

住民を救える骨粗鬆症検診を考える －全国での骨折減らし競争を勝ち抜くために－  

 

Rheumadvance 整形外科医アクティブミーティング 2019.7.13、大阪 

橋本 淳 

二つの面から世界をリードする日本のリウマチ関節外科医  

－国境を越えてリウマチ患者を救う時代へ－ 

 

鳥取県東部 RAトータルケア meeting 2019.9.10、鳥取 

橋本 淳 

我々の取り組んでいるリウマチ治療の多職種連携  

－リウマチのトータルマネジメントをめざして－  

 

読売健康講座 関節リウマチ治療 2019.9.29、羽曳野市 

橋本 淳 

30 年後も元気で歩けるための関節リウマチ治療の考え方  

～人生 100 歳時代を楽しく自立するために～  

 

西新宿整形外科研究オータムセミナー2019 2019.10.5、東京 

橋本 淳 

我々の取り組んでいるリウマチ治療の多職種連携  

－リウマチのトータルマネジメントをめざして－  
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令和元年東公民館 大阪南医療センター共催講座 健康・医療講演 2019.10.9、富田林市 

橋本 淳 

いつまでも元気に歩けるためにしておくべきこと 

～いくつからでも役に立つ、骨、筋肉、心のたもち方～  

 

リウマチチーム ワークショップ IN 富山 フォローアップ会 2019.10.19、富山 

橋本 淳 

我々の取り組んでいるチーム医療の考え方 

－リウマチのトータルマネジメントをめざして－  

 

大阪府富田林保健所 骨粗鬆症地域連携事業骨粗鬆症講演会 2019.10.26、大阪 

橋本 淳 

骨粗鬆症治療薬の使い方と副作用（顎骨壊死）の対策  

－治療を継続させるための服薬指導－  

 

第 18 回加賀田ふれあい交流会 2019.10.27、河内長野市 

橋本 淳 

人生 100 歳時代を自分で歩けてすごすために今するべきこと 

～生活機能自立度世界一の地域への第一歩～ 

 

第 8 回埼玉東部骨折治療懇話会 2019.10.29、埼玉 

橋本 淳 

“使い分け”の前に“使いこなし” 

－これでできる安全効果的なトシリズマブの使いこなし－  

 

第 35 回西宮市ライフサイエンスセミナー 2019.11.6、西宮市 

橋本 淳 

チームによるリウマチトータルマネジメントの私たちの取り組み  

－関節リウマチの全人的医療をめざして－ 

 

2019 年度 近畿地区リウマチの治療とケア教育研修会 2019.11.24、神戸市 

橋本 淳 

下肢の外科的治療 ～100 歳時代を生きぬくために～  

 

 

- 104 - - 105 -



 

 

 

骨粗鬆症地域連携事業骨粗鬆症市民公開講座 2019.12.14、大阪狭山市 

橋本 淳 

あなたの骨はだいじょうぶ？  

 

第 14 回リウマチ病診コネッサンス 2020.1.22、名古屋 

橋本 淳 

我々の取り組んでいるリウマチ治療の多職種連携 －リウマチの全人的医療をめざして－  

 

第 21 回トータルマネジメントフォーラム 2020.2.1、東京 

橋本 淳 

アンケートから見えてきたこと「栄養の観点から」 

 

京都 PsA 研究会 2019.4.4、京都 

辻 成佳 

PsA の最近の話題について ～骨関節病変から PｓAを考察する ～ 

 

第 15 回 KiRAC ミーティング 2019.4.6、大阪 

辻 成佳 

・関節リウマチ患者の足部周術期における分枝鎖アミノ酸（BCAA)栄養介入による 2次性サ

ルコペニア予防効果の検討 

・頸椎歯突起周囲に新生骨を認め頸椎回旋制限を生じた乾癬性関節炎の一例 

 

PPP Launch Conference －トレﾑフィア効能・効果追加記念－ 2019.4.13、東京 

辻 成佳 

掌蹠膿疱症治療におけるバイオ製剤の使いどころ  

 

Rheumatologist PsA Seminar in Mikawa 2019.4.24、愛知 

辻 成佳 

乾癬性関節炎 ～診断と治療戦略～  

 

PsA ハンズオンセミナー in 越谷市 2019.4.25、埼玉 

辻 成佳 

乾癬性関節炎の診断のポイント  
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Japan PsA Advisory Board Meeting 2019.5.9、東京 

辻 成佳 

Apremilast の PsA に対する有効性・安全性に対する医学的助言の提供  

 

Osaka Joint and Skin Meeting 2019.5.18、大阪 

辻 成佳 

乾癬性関節炎・掌蹠膿疱症性骨関節炎について  

 

PsA 治療を考える会 in Kochi 2019.5.22、高知 

辻 成佳 

乾癬性関節炎の診断のポイント  

 

脊椎関節炎を考える会 2019.5.23、大阪 

辻 成佳 

SpA の治療選択 ～抗 IL-17A 抗体製剤の有用性～  

 

第 12 回天の川骨・関節感染症研究会 2019.5.25、大阪 

辻 成佳 

新しい感染症マーカー“プレセプシン”の可能性について 

～関節リウマチ DATA と比較して～  

 

乾癬治療他科連携フォーラム 2019.5.26、横浜 

辻 成佳 

乾癬性関節炎 ～診断と治療・医療連携～  

 

Lilly PsA seminar in Osaka 2019.5.31、大阪 

辻 成佳 

乾癬性関節炎 ～診断と治療戦略～  

 

Biologics Clinical Symposuim in Osaka ～トレムフィア®発売１周年記念～  

2019.6.1、大阪 

辻 成佳 

PPP 治療のこれまでとこれから【ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝ】  
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PsA Meeting 2019.6.28、大阪 

辻 成佳 

「乾癬性関節炎診断のポイント」「乾癬性関節炎を考える」  

 

PsA Expert seminar in Tennoji 2019.7.4、大阪 

辻 成佳 

PsA の最近の話題について ～骨関節病変から PsA を考察する～  

 

IL-17 summit －Aim for comprehensive treatment－ 2019.7.7、東京 

辻 成佳 

乾癬性関節炎の体軸病変  

 

Tremfya Web Seminar ～リウマチ医からみた PPP/PAO の治療～ 2019.7.8、WEB 配信 

辻 成佳 

PPP/PAO 治療におけるトレムフィアの使用経験  

 

PPP・PsA update meeting in Oita 2019.7.12、大分 

辻 成佳 

PPP/PAO 治療におけるトレムフィアの使用経験  

 

第９回関西 RAコンソシーアム 2019.7.20、大阪 

辻 成佳 

脊椎関節炎 UPDATE －EULAR2019－  

 

リウマチ診療若手医会 in 東北信 2019.7.24、長野 

辻 成佳 

乾癬性関節炎を診断するための考え方とその実践について  

 

診療科間連携で取り組む PsA・PAO －早期発見・診断のために－ 2019.7.27、大阪 

辻 成佳 

皮膚症状を伴う関節炎を早く・正しく発見するために  

 

オテズラＷＥＢ講演会 2019.7.30、大阪 

辻 成佳 

乾癬性関節炎に対するアプレミラストの使い方  
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第６回日本栄養療法推進協議会 教育セミナー 2019.8.3、大阪 

辻 成佳 

栄養学に基づく疾患の診断と治療 ～我々の取り組み～  

 

第 10 回なにわ TKA 研究会 2019.8.3、大阪 

辻 成佳 

TKA 術後、膝蓋腱の脛骨結節部が剥離した一例  

 

PsA 関節エコー研究会 2019.8.22、佐賀 

辻 成佳 

関節症性乾癬の診断ポイント  

 

PsA セミナーin群馬 2019.8.23、群馬 

辻 成佳 

関節症性乾癬の診断ポイント  

 

Biologics Cross Conference 2019.8.24、大阪 

辻 成佳 

症例検討 ～掌蹠膿疱症性骨関節炎～  

 

第８回リウマチセンター合同カンファレンス 2019.9.5、新潟 

辻 成佳 

チーム医療で取り組む栄養 ～リウマチ患者が 100 歳まで元気で自立できるために～  

 

Expert Web Seminar 2019.9.10、大阪 

辻 成佳 

PAO の診断と治療について 

 

PsA ハンズオンセミナー in SAKAI 2019.9.19、大阪 

辻 成佳 

乾癬性関節炎診察のポイント  

 

Tremfya PsA/PAO 座談会 2019.9.21、東京 

辻 成佳 

PAO の病態とトレムフィアへの期待  
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秋田 PsA 講演会 2019.9.26、秋田 

辻 成佳 

PsA 治療における連携と治療について  

 

New insights for clinical practice in SpA 2019.10.5、東京 

辻 成佳 

SpA における栄養指導の重要性  

 

岸和田 RA PsA Conference 2019.10.16、岸和田市 

辻 成佳 

乾癬性関節炎の診断のポイント  

 

PsA Meeting 2019.10.19、大阪 

辻 成佳 

乾癬性関節炎の医療連携を考える  

 

J-perls 若手研修プログラム 2019 2019.10.20、福岡 

辻 成佳 

乾癬性関節炎 ～特徴、問診時のポイント、検査など～  

 

Face to Face Meeting ～Back Pain/Front Pain～ 2019.10.23、大阪 

辻 成佳 

脊椎関節炎の診断のポイントと治療  

 

PAO と PsA について考える会 2019.10.25、松山市 

辻 成佳 

PAO と PsA の診断と治療について  

 

皮膚症状を伴う骨関節炎を考える 2019.10.28、大阪 

辻 成佳 

「診断」～乾癬性関節炎・掌蹠膿疱症・類炎疾患を含む～  

 

PsA Forum in 岡山 2019.11.1、岡山 

辻 成佳 

PsA ～リウマチ・整形外科医の立場から～  
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Face to Face Meeting in 羽曳野 ～脊椎関節炎の医療連携～ 2019.11.7、羽曳野市 

辻 成佳 

脊椎関節炎の診断のポイントと治療  

 

日本リウマチ性疾患データベース研究会 2019.11.8、名古屋 

辻 成佳 

関節リウマチ患者の栄養状態と関連する因子の検索について 

 

乾癬 WEB セミナー 2019.11.25、大阪 

辻 成佳 

脊椎病変・炎症性腰痛について ～乾癬性関節炎・掌蹠膿疱症・類炎疾患に伴う～  

 

Tremfya Web Seminar 2019.12.2、大阪 

辻 成佳 

整形外科医師から診た PsA/PPP(PAO)の診断と治療 

 

PSA アカデミー 取材記事 2020.1.12、東京 

辻 成佳 

他科連携でみる PsA  

 

脊椎関節症を語る会 －体軸病変を中心に－ 2020.1.24、宇都宮市 

辻 成佳 

「脊椎関節炎における“体軸性病変”について考える」  

 

SCOPE2020 2020.1.25、東京 

辻 成佳 

掌蹠膿疱症性骨関節炎（PAO)における他科連携の重要性  

－整形外科・リウマチ科医の立場より－  

 

乾癬 WEB セミナーシリーズ「皮膚症状を伴う骨関節炎を考える」 2020.1.27、大阪 

辻 成佳 

「治療戦略」～乾癬性関節炎および掌蹠膿疱症性骨関節炎を中心に～  

 

Cross Conference in Asahikawa ～PPP、PsA の治療を考える～ 2020.2.14、旭川市 

辻 成佳 

掌蹠膿疱症の診断と治療  
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診療科間連携で取り組む PsA・PAO －早期発見のために－ 2020.2.24、東京 

辻 成佳 

皮膚症例を伴う関節炎の早く・正しく発見するために  

 

OSAKA Orthopedic Meeting 2020.2.29、大阪 

辻 成佳 

今、栄養が面白い ～我々の栄養への取組み～  

 

乾癬 WEB セミナーシリーズ「皮膚症状を伴う骨関節炎を考える」 2020.3.2、大阪 

辻 成佳 

第 4回「臨床栄養について考える」～メタボリックシンドローム改善を含めて～  

 

RA Total Manegement Web セミナー 2020.3.13、大阪 

辻 成佳 

リウマチ疾患と臨床栄養について  

 

第 9 回臨床力アップのためのリウマチ専門医セミナー 2019.6.19、大阪 

野口貴明、平尾 眞、辻 成佳、蛯名耕介、坪井秀規、橋本 淳 

関節リウマチ患者における下肢アライメント・足部変形・歩行機能との関連 

  

第 5回 Advanced RA Conference 2019.10.17、大阪 

秋田鐘弼 

症例から考える －これからの－ RA 手変形の外科治療  

 

第 5回 Nanba Hand Center 手の外科セミナー 2019.11.9、大阪 

秋田鐘弼 

リウマチ性尺側偏位の病態と治療 

 

第 19 回東葛北部外傷関節病研究会 2019.7.6、千葉 

秋田鐘弼 

関節リウマチの手指変形の治療  

 

第 12 回日本手関節外科ワークショップ 2019.9.6、大阪 

谷内孝次、秋田鐘弼 

RA 手関節骨欠損症例に対して structural allograft bone で関節固定を施行した 1例  
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リウマチカンファレンス奈良 2019.6.8、奈良 

楠元政幸 

関節リウマチのリハビリテーションを考える  

 

第 9 回臨床力アップのためのリウマチ専門医セミナー 2019.6.19、大阪 

楠元政幸 

RSE 体験  

 

第 8 回リウマチセンター合同カンファレンス 2019in 新潟 2019.9.5、新潟 

楠元政幸 

関節リウマチ手指体験装具による精神面の変動について  

 

令和元年度免疫異常疾患看護研修会  2019.9.28、大阪 

楠元政幸 

関節リウマチ患者の食事動作について  

 

第 54 回関西放射線治療研究会 2019.7.12、大阪 

岡本充史 

放射線科と血液内科の関わり 

 

OMMC 循環器病診連携の会 2019 初夏 2019.5.11、大阪 

園浦拓龍 

多形性心室頻拍による失神で診断し得た超高齢先天性 QT 延長症候群の一例  

 

第 7 回腫瘍循環器研究会 2019.5.24、大阪 

砂山 勇、吉村貴裕、園浦拓龍、中村友香、関原孝之、山戸将司、安岡良典 

ACE 阻害薬およびβ遮断薬が有用であったトラスツズマブによる薬剤性心筋症の 1例  

 

南河内 3病院心不全地域連携カンファレンス 2019.6.29、大阪 

砂山 勇 

電子顕微鏡が心アミロイドーシスの診断に有用であった 

 

第 46 回 Gruentzig Club 症例検討会  2019.10.2、大阪               

石見成史 

腸骨動脈病変の EVT 中、対側に distal embolism を来した一例 
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OMMC 循環器病診連携の会 2019 晩秋 2019.10.5、大阪 

関原孝之 

難治性左心耳血栓の消失に成功し、心房細動アブレーションを施行しえた超高齢男性の 

一例  

 

平成 31 年度富田林医師会学術講演会   2019.10.17、大阪 

安岡良典 

循環器診療 令和元年 up to date －循環器専門医が考える糖尿病治療薬の選択－  

 

心疾患フォーラム －令和元年－ in 南大阪 2019.10.31、大阪 

関原孝之 

超高齢者の心房細動管理の実際  

 

CV Premium Conference 2019.11.8、大阪 

吉村貴裕 

左回旋枝に Rotational Atherectomy を施行した一例  

 

循環器診療 令和元年 up to date テーマ －失神－  2019.11.28、大阪 

安岡良典 

－失神－ 診断へのアプローチ  

 

第 29 回 Kansai Peripheral Revascularization 研究会 2019.12.7、大阪 

石見成史、園浦拓龍、中村友香、森下 優、砂山 勇、関原孝之、山戸将司、吉村貴裕、 

安岡良典 

繰り返す腸骨動脈再狭窄病変に対してステントグラフトが有効であった一例  

 

Cardiovascular Case Conference in South Osaka 2020 2020.2.8、大阪 

吉村貴裕 

三枝ともに高度狭窄を認めた NSTE-ACS の一例  

 

関原孝之 

強心薬追加により消失した難治性左心耳血栓の一例  

 

森下 優 

僧房弁狭窄症に合併し診断に難渋した左房内血栓症の一例  
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第 18回南大阪癌フォーラム 2019.4.6、堺市 

木村正道 

当院における高齢者大腸癌患者に対する術後補助化学療法  

 

第 68 回和歌山消化器外科談話会 2019.10.5、和歌山 

中井智暉、稲田佳紀、冨永敏治、辻 俊明、藤田洋一、木村正道、大津 周、堀内哲也 

当院における単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の治療成績  

 

南大阪大腸癌懇話会 2019.11.7、大阪 

冨永敏治 

高齢者大腸癌手術におけるフレイル評価の有用性と周術期管理  

 

南河内薬薬連携協議会（MiKaCoP） 2019.12.14、河内長野市 

堀内哲也 

消化器がんの治療 ～手術ならびに薬物療法について～  

 

前立腺癌学術講演会 in 南大阪 2019.5.29、大阪 

松村直紀、杉本公一、西本光寿、上島成也、野澤昌弘、能勢和宏、吉村一宏、植村天受 

高齢者の mHSPC における治療成績  

 

第 20 回癌診療アップデート 2019.5.25、大阪 

杉本公一、西本光寿、松村直紀、上島成也 

腎細胞がん治療のアレコレ  

 

第 73 回まほろば PEACE 緩和ケア研修会 2019.7.21、奈良 

上島成也 

アイスブレイキング  

 

第 74 回まほろば PEACE 緩和ケア研修会 2019.8.4、奈良 

上島成也 

全人的苦痛に対する緩和ケア  

 

第 15 回近畿大学病院緩和ケア研修会 2019.9.1、大阪 

上島成也 

療養の場所の選択と地域連携  
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第 11 回南河内二次医療圏緩和ケア研修会 2019.9.22、大阪 

上島成也 

開会・開催にあたって  

 

上島成也 

アイスブレイキング  

 

第 1 回耳原病院緩和ケア研修会 2019.10.20、大阪 

上島成也 

e-learning の復習・質問   

 

第 6 回南大阪地区産婦人科研究会 2019.7.20、大阪  

田路明彦、橋田宗祐、太田沙緒里、岩井恵美、金村昌徳 

乳がん治療後に発生した外陰部乳腺型腺癌の一例  

 

大阪産婦人科医会第 9ブロック（南河内ブロック）年末勉強会 2019.11.16、大阪 

橋田宗祐、岩井恵美、太田沙緒里、田路明彦、金村昌徳 

直腸腟瘻をきたした腟内遺物の一例  
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【 CASE REPORT 】

Diffusion Weighted Whole Body Imaging with Background
Body Signal Suppression (DWIBS) Was Useful for
the Diagnosis and Follow-up of Giant Cell Arteritis

Hidetoshi Matsuoka 1, Yuji Yoshida 1, Eri Oguro 1, Atsuko Murata 2, Kentaro Kuzuya 1,
Yasutaka Okita 1, Satoru Teshigawara 1, Maiko Yoshimura 1, Kentaro Isoda 1, Yoshinori Harada 1,

Toshio Kaminou 3, Shiro Ohshima 1 and Yukihiko Saeki 2

Abstract:
A 66-year-old woman with symptoms of fatigue and headache was diagnosed with giant cell arteritis

(GCA). Fluorodeoxyglucose (FDG)-positron emission tomography (PET)/computed tomography (CT) re-
vealed the strong accumulation of FDG in the descending aorta, abdominal aorta, bilateral subclavian artery,
and total iliac artery. Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression
(DWIBS) showed signal enhancement at the descending aorta and abdominal aorta. We repeated FDG-PET
and DWIBS 2 months after the initiation of therapy with prednisolone. In line with the FDG-PET findings,
the signal enhancement of the aortic wall completely vanished on DWIBS. DWIBS may be a novel useful
tool for the diagnosis and follow-up of GCA treatment.

Key words: giant cell arteritis, diffusion weighted whole body imaging with background body signal
suppression (DWIBS), positron emission tomography (PET)

(Intern Med 58: 2095-2099, 2019)
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Introduction

Giant cell arteritis (GCA) is defined as large-vessel arteri-
tis, often granulomatous and usually affecting the aorta and/
or its major branches, with a predilection for the branches of
the carotid and vertebral arteries. To prevent serious
ischemic complications, such as visual loss, in patients with
GCA, an early diagnosis is essential. To achieve this, early
imaging tests are highly recommended (1). Diffusion-
weighted whole-body imaging with background body signal
suppression (DWIBS) is a relatively new imaging modal-
ity (2). Based on the European League Against Rheumatism
(EULAR) recommendations for the use of imaging in the
assessment of large vessel vasculitis (LVV) in the clinical
setting, ultrasound, positron emission tomography (PET),

MRI and/or computed tomography (CT) are recommended
for the diagnosis (1).

DWIBS is based on diffusion-weighted imaging, which
visualizes and assesses the random movement of water at
the molecular level, and allows for the acquisition of volu-
metric diffusion-weighted imaging (DWI) of the whole body
without radiation exposure (2).

Although this modality obtains images by a completely
different mechanism, it is reported to show similar findings
to fluorodeoxyglucose (FDG)-PET in the evaluation of can-
cer patients (3), with no radiation exposure, and at a much
lower cost (1/5 of the cost of FDG-PET in Japan). We re-
port the case of a patient with GCA in which signal en-
hancement at the aortic wall was clearly detected by
DWIBS, similarly to PET. Moreover, the uptake and signal
enhancement vanished after treatment. This case suggests

１Department of Rheumatology and Allergology, National Hospital Organization Osaka Minami Medical Center, Japan, ２Department of Clinical
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Figure　1.　Coronal images of FDG-PET/CT before the treatment of GCA, FDG accumulation is 
observed in descending Aorta, Abdominal aorta, bilateral subclavian artery, and total iliac artery (a). 
High signal is also observed in DWIBS image as well (b). Signal uptake or enhancement was pointed 
by red arrow. FDG-PET/CT: fluorodeoxyglucose- positron emission tomography/computed tomog-
raphy, DWIBS: diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression

that DWIBS is novel useful tool for the diagnosis and
follow-up of patients with GCA. This is the report on the
successful application of DWIBS in the evaluation of dis-
ease activity in a patient with GCA.

Case Report

A 66-year-old woman presented to our hospital with fa-
tigue, and headache. Her C-reactive protein (CRP) level was
8.2 mg/dL and her erythrocyte sedimentation rate (ESR) was
115 mm/h. The patient had a history of acute T cell lym-
phoma (ATL). A hematologist in our hospital initially sus-
pected a recurrence of ATL and ordered PET. FDG-PET/CT
revealed strong the accumulation of FDG in the descending
aorta, abdominal aorta, and total iliac artery. The standard-
ized uptake max (SUVmax) was 6.1 and the accumulation
of FDG was observed in the common carotid artery, left su-
perficial temporal artery and bilateral subclavian artery
(SUV max 4.3, 4.0, and 5.8, respectively) (Fig. 1a, Fig. 2a).

The patient was referred to the division of rheumatology
in our hospital. We also conducted DWIBS and found signal
enhancement at the aorta, abdominal aorta, and total iliac ar-
tery; however, the signal was unclear in comparison to the
uptake observed on FDG-PET (Fig1 b, Fig2 b). To diagnose
the patient, we conducted a biopsy of the temporal artery. A
pathologic examination showed granulomas associated with
the appearance of multinucleated giant cells, and no evi-
dence of recurrent ATL. She met the American College of
Rheumatology criteria (1990) for GCA (4). Oral predniso-
lone (PSL) was started at a dose of 50 mg. At 10 days after
treatment, her CRP level had decreased to 0.17 mg/dL, and
the patient didn’t show fatigue (Fig. 3).

We performed FDG-PET and DWIBS again at 2 months
after the initiation of therapy. Surprisingly, as was observed
on FDG-PET, the signal enhancement of the aortic wall had
completely vanished on DWIBS (Fig. 4). The PSL dose was
decreased to 20 mg/day. No recurrence has been detected to
date.

Discussion

The present case showed the clear signal of the aortic
wall on DWIBS. After treatment the signal completely dis-
appeared. Imaging modalities, including ultrasound (US),
MRI, CT and 18F-FDG PET currently play a very important
role in the diagnosis of GCA (1). DWIBS is form of
diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI). Pre-
viously DWI was only used for the brain. Extracranial DWI
did not become a clinical standard because the use of echo-
planar imaging was complicated by magnetic susceptibility
artifacts and severe image distortion in the body. With
DWIBS, this problem associated with extracranial DWI has
been largely overcome. This technique intentionally uses
free breathing scanning rather than breath-holding or respi-
ratory triggering to visualize (moving) visceral organs and
their lesions (3). Thus, the information obtained by DWIBS
overlaps with conventional MRI information. The image ob-
tained by DWIBS is unclear, and more time is needed to ob-
tain images in comparison to MRI. However, DWIBS can
obtain a whole body image and can identify very small
changes of density.

Ultrasound of the temporal arteries is recommended as
the first choice of imaging modality for patients in whom
predominantly cranial GCA is suspected; however, this im-
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Figure　2.　Axial images of FDG-PET/CT (a) and DWIBS image as well (b). Signal uptake or en-
hancement was pointed by red arrow.

Figure　3.　Clinical course of the patient. CRP: C-reactive protein, PSL: prednisolone
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Figure　4.　In FDG-PET/CT images after the treatment of GCA, FDG accumulations on the all are 
vanished. (a). High signal shown previously was also vanished in DWIBS image as well (b).

aging modality is unsuitable for diagnosing large vessel-
GCA (LV-GCA). The diagnosis of LV-GCA is often chal-
lenging because the symptoms of LV-GCA are often vague,
and temporal artery biopsies are often negative. In these
cases FDG-PET/CT is very useful. However, FDG-PET/CT
is exposes the patient to radiation, and is expensive to per-
form (approximately $1,000 in Japan). In this case, DWIBS
showed similar results to FDG-PET/CT. However, the im-
ages of the abdominal aorta, subclavian arteries, carotid ar-
teries, and iliac arteries obtained by DWIBS were not as
clear as those obtained by FDG-PET/CT. There have been
no studies to compare the sensitivity DWIBS and FDG-PET/
CT in the diagnosis of GCA. However, several studies have
suggested that DWIBS has lower sensitivity than FDG-PET/
CT in the diagnosis of cancer (5-7). Thus, DWIBS might
also have lower sensitivity than FDG-PET/CT in the diagno-
sis of GCA. However, from the viewpoints of cost and side
effects, DWIBS is more beneficial than FDG-PET/CT. In
DWIBS, the patient is not exposed to radiation or contrast
agent, and costs approximately $160 in Japan.

Because GCA often result in aortic stenosis, occlusion,
and rupture despite the absence of ongoing clinical activ-
ity (8), imaging follow-up seems very important. However,
based on the EULAR recommendations on the use of imag-
ing in LVV, follow-up imaging is not recommended because
a PET signal remains in up to two-thirds of patients in full
clinical remission (9), and although ultrasound studies in
GCA have reported the disappearance of the ‘halo sign’ in

the temporal arteries after 2-4 weeks of PSL ther-
apy (10, 11), residual changes of the extracranial arteries
often remain visible for several months.

In our case, the signal enhancement around the aortic
walls rapidly disappeared after PSL treatment; thus, DWIBS
was also useful for the follow-up of GCA activity. More-
over, the cost of DWIBS is low and it is not associated with
the risks of radiation exposure and contrast agent usage. Al-
though few reports have suggested the utility of DWIBS in
the diagnosis of large vessel vasculitis, including GCA, we
consider DWIBS to have good potential for the evaluation,
diagnosis, and follow-up of large vessel vasculitis.

The authors state that they have no Conflict of Interest (COI).
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the incidence of deep vein thrombosis (DVT) patients in a Japanese popula-
tion by screening them with venous ultrasonography. This retrospective, single-center analysis examined 963 patients who 
underwent venous ultrasonography in 2015. The primary outcome was the incidence of DVT, and secondary outcomes were 
predictive factors of DVT in patient characteristics, treatment strategy for DVT patients, and proportion of post thrombotic 
syndrome (PTS). The overall incidence rate of DVT was 10.3% (100/963). The location of thrombus was the iliac vein in 
3.6% (n = 35), the femoral vein in 4.4% (n = 43), and the calf vein in 8.2% (n = 79) of the patients. The main complaint or 
purpose of examination was perioperative screening in 37% of the patients, leg edema and/or limb swelling in 27% of the 
patients, and skin disease in 8% of the patients. In a multivariate analysis, the incidence of DVT was significantly higher 
in the hospitalization group and the "having symptoms" group. Fifty percent of DVTs received treatment, and almost all 
therapies were medical treatment with oral anticoagulants (OAC). Within a three-year follow-up period, the proportion of 
PTS was 27% with no significant difference between anticoagulation or non-anticoagulation patients; the risk of PTS was 
in concomitant varicose veins. In conclusion, of the patients, 10.3% were diagnosed with DVT, and only half received treat-
ment with only anticoagulation.

Keywords Deep vein thrombosis · Post-thrombotic syndrome · Ultrasonography · Oral anticoagulant therapy

Introduction

Venous thromboembolism (VTE) includes both deep vein 
thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). It is 
estimated that 2 million cases of VTE occur annually in 
the United States [1]; in contrast, it has been believed that 
VTE is less common in the Asian population. Previous data 
showed that the incidence of DVT was 230 per one million 
people for Caucasians, 293 for African Americans, 139 for 
Hispanic persons, and 60 for Asians and Pacific Islanders 
[2]. However, the incidence of VTE across the Asian popula-
tion may be rising because of the aging population, dietary 
changes, and increasing incidence of obesity and diabetes 

[3]. Post thrombotic syndrome (PTS) is a common complica-
tion of DVT, and severe PTS can reduce quality of life [4]. 
The annual event rate of DVT has increased and remains 
high [5], such that the incidence of PTS also increases 
proportionally.

In Japan, some cohorts of DVT have been examined 
[6], yet there are few reliable data regarding the incidence 
of DVT and PTS in a real-world Japanese population. 
This study is aimed at investigating the incidence of DVT 
screened by venous ultrasonography and the treatment strat-
egy and proportion of PTS in a real-world clinical setting.

Materials and methods

Study design and patient population

We retrospectively analyzed consecutive 1137 Japanese 
patients who underwent venous ultrasonography for sus-
pected DVT at Kishiwada Tokushukai Hospital (Osaka, 
Japan) in 2015. We excluded patients who were previously 
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diagnosed with DVT (n = 52) and those who had repeated 
venous ultrasonography more than twice (n = 122). In total, 
963 patients were analyzed (Fig. 1). We collected patient 
characteristics including age, sex, incidence of hyperten-
sion, dyslipidemia, diabetes mellitus, current smoking sta-
tus, activity of daily living, body mass index, concomitant 
malignancy, atrial fibrillation, outpatient or hospitalized 
status, and previous antithrombotic therapy such as antico-
agulation or antiplatelet therapy. In addition, we analyzed 
the treatment strategy for DVT patients and the rate of PTS 
incidence in a three-year follow-up. Medical data were 
obtained directly from clinical records. The institutional 
review boards of the participating institutions approved the 
study, which was conducted in accordance with the Declara-
tion of Helsinki.

Primary and secondary outcomes

The primary measure outcome was the incidence of DVT, 
and secondary measure outcomes were (1) predictive factors 
of DVT in patient characteristics (2) the treatment strategy, 
and (3) the proportion of PTS or PE in patients who were 
diagnosed with DVT in a follow-up examination 3 years 
after the initial examination.

Evaluation method of DVT by venous 
ultrasonography

All patients were examined with one of three ultrasound 
machines, namely EPIQ7G (PHILIPS, Amsterdam, Nether-
lands), XarioXG (Cannon Medical systems, Tokyo, Japan), 
and Vivid E90 (GE Healthcare Bioscience, Piscataway, NJ, 

US). The sonographer used either a 7.5-MHz linear probe 
or a 3.5–5.0-MHz convex probe. Each patient was examined 
lying supine with the leg extended. First, the operator identi-
fied the common femoral vein and then anticipated the pres-
ence or absence of thrombus indirectly with the respiratory 
load method and the milking method. Second, the operator 
directly observed the entire vein of the lower extremity with 
the compression method; if there was a positive finding in 
the leg such as swelling or edema, the operator observed 
the leg in detail. The operator also evaluated the thrombotic 
brightness. If the brightness of the thrombus was higher, 
we diagnosed it as chronic DVT; if it was lower, then we 
diagnosed the DVT as acute DVT [7].

Definition of PTS

Post thrombotic syndrome is a common complication of 
DVT occurring in 25–60% of acute DVT patients [8]. PTS 
is characterized by pain, swelling, sensation of heaviness, 
edema, pigmentation, and deterioration of skin, includ-
ing venous ulcers in severe cases [9]. PTS was diagnosed 
according to the Villalta PTS scale from clinical records 
[10], which contains components of five patient-reported 
symptoms and six clinically assessed signs. Each component 
is rated on a 4-point severity scale from 0 to 3, and the points 
are summed to produce a total score. A score > 4 points or 
presence of an ulcer denotes PTS.

Definition of PE

Pulmonary embolism is the most serious complication of 
DVT. A PE occurs when a portion of clot breaks loose and 

Fig. 1  Study flowchart
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travels through the bloodstream to the heart and then to the 
lungs, where it can partially or completely block a pulmo-
nary artery or one of its branches. PE presents with various 
signs and symptoms such as shortness of breath, rapid heart-
beat, sweating, and chest pain.

If PE was suspected from symptoms, electrocardiogram 
(ECG), arterial blood gas, or d-dimer testing, we confirmed 
and diagnosed PE using an enhanced computed tomogra-
phy scan. If the patient had renal dysfunction or was other-
wise deemed unsafe, we diagnosed PE only using bedside 
echocardiography.

Clinical follow‑up

Clinical evaluations were made at 1, 6, and 12 months and 
every 6 months after that. These evaluations included lesion 
assessments by venous ultrasonography, clinical symptoms, 
and incidence of PTS.

Statistical analysis

All statistical analyses were performed with JMP statistical 
software version 10.0 (SAS Institute, Cary, North Carolina, 
USA). Results for categorical variables are presented as fre-
quencies (percentages), and results for continuous variables 
as the mean ± standard deviation. Where appropriate, cat-
egorical variables were evaluated by Fisher’s exact test, and 
continuous variables were assessed by Student’s t test. When 
data before and after procedures were available, paired t tests 
were applied to compare repeated measures for continuous 
variables. Clinically prespecified potential predictive factors 
for the prevalence of DVT were entered in the multivariate 
Cox proportional hazards model and presented as hazard 
ratios with 95% confidence intervals (CI). p values < 0.05 
were considered statistically significant.

Results

Patient characteristics and flow

Baseline demographic and clinical characteristics are pre-
sented in Table 1. The patient cohort included 554 females 
(58%), and the mean patient age was 68.4 ± 15 years. Of 
this cohort, 829 (86%) were outpatients, and most were 
ambulatory. The examinations were ordered by various 
clinical departments: orthopedics (26%), general surgery 
(25%), cardiology (22%), and the remainder were referred 
by dermatology, emergency, or cardio-vascular surgery. The 
complaints or purposes of examination were perioperative 
screening (37%); symptoms such as edema, swelling, and 
leg pain (31%); and skin disease (8%).

Primary outcome

Out of 963 patients, 100 patients (10.3%) were diagnosed 
with DVT by venous ultrasonography (Fig. 1). The location 
of thrombus was in the iliac vein in 3.6% (n = 35), in the 
femoral vein in 4.4% (n = 43), and in the calf vein in 8.2% 
(n = 79) in the iliac, femoral and calf veins in 1.9% (n = 19) 
(Fig. 2).The thrombus was located on the left side (76%) 
more often than on the right side (50%). This result was 
related to findings such as clots existing in both the femoral 
and calf veins.

Secondary outcomes

In multivariate analyses, the incidence of DVT was signifi-
cantly higher in the hospitalization group than outpatient 
group (30% versus 12.0%; p < 0.01), having symptoms 
such as edema, or the swelling group (45% versus 25%; 
p < 0.001), and having PE (14% versus 1%; p < 0.001). By 
contrast, there was no difference between DVT and non-
DVT with regard to patient sex, concomitant malignancy, 
diabetes mellitus, obesity, CKD, or previous anticoagulation 
(Table 2).

Table 1  Baseline demographic and clinical characteristics

BNP brain natriuretic peptide, CRP C-reactive protein

Patients (N = 963)

Age (years) 68.4 ± 15
Female (%) 554 (58)
Hypertension (%) 553 (57)
Diabetes (%) 177 (18)
Dyslipidemia (%) 342 (35)
Current smoking (%) 84 (9)
Obesity (%): BMI > 25 196 (25)
Chronic kidney disease (%) < 60 ml/min 360 (41)
Hemodialysis (%) 24 (2)
Pulmonary embolism (%) 24 (2)
Concomitant malignancy (%) 271 (28)
Peri-operative orthopedic surgery (%) 211 (22)
Mental illnesses (%) 17 (2)
Hospitalized patient (%) 134 (14)
Outpatient (%) 829 (86)
Ambulatory status (%) 929 (96)
Wheelchair status (%) 14 (1)
Bedridden (%) 20 (2)
Atrial fibrillation (%) 83 (9)
BNP (mg/dl) 162 ± 321
D-dimer (mg/dl) 22.9 ± 61
CRP (mg/dl) 1.7 ± 3.8
Anticoagulants (%) 96 (13)
Anti-platelet medicine (%) 208 (28)
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Of the 100 DVT patients, only 49% received treatment, 
of which almost all were treated medically with OAC. Two 
cases were treated with inferior vena cava filter placement, 
and two cases were treated with surgical thrombectomy. No 
patient received endovenous interventional treatment.

In diagnosed DVT patients, 15 patients died within 
6 months, six patients were lost to follow-up, and 79 patients 
were followed up regularly. Of these 79 patients, 3 patients 
(3.8%) had a PE. and 21 patients (27%) suffered from PTS 
within 3  years. PTS was defined as Villalta PTS scale 
score > 4 and shown in Table 3.

Table 4 showed the predictors of PTS in DVT patients. 
Univariate analyses showed that concomitant varicose veins 
(p = 0.003) were a predictive factor of PTS. Notably, in PTS 
patients, there was no significant difference between the 
anticoagulation group and the non-anticoagulation group 

(23.3% versus 30.6%; p = 0.46, Fig. 3). Even if we excluded 
the patients having DVT on only calf vein, there was no sig-
nificant difference between these two groups (24.2% versus 
38.5%; p = 0.33, Fig. 3).

Discussion

The present study investigated the incidence of DVT and 
clinical course resulting in PTS and/or PE. Previous stud-
ies had shown a mixed result in the incidence of DVT in a 
Western population [1, 3]. We also found that the majority 
of clots were found on the left side, which is consistent with 
previous work showing a higher incidence of thrombosis in 
the left leg (60%) than in the right one (40%) [11, 12]. Vir-
chow advocated a theory for this in 1851 by stating that com-
pression of the left common iliac vein by the right common 
iliac artery could be the underlying cause [13]. As expected, 
the multivariate analyses showed that the risk of DVT was 

Fig. 2  The incidence and location of DVT

Table 2  Predictive factors for deep vein thrombosis in multivariate analyses from baseline demographic and clinical characteristics

Valuable Non-DVT N = 863 DVT N = 100 Univariate p value Multivariate

OR 95% CI p value

Female gender (%) 494 (57) 60 (60) 0.59 1.36 0.7–2.5 0.32
Age (years old) 67.9 72.4 0.0048 0.99 0.9–1.0 0.43
Hospitalization (%) 104 (12) 30 (30) < 0.001 2.9 1.5–5.6 0.003
Non-ambulatory (%) 25 (3) 9 (9) 0.007 4.2 1.3–12.6 0.018
Edema, swelling (%) 217 (25) 45 (45) < 0.0001 4.6 2.3–9.1 < 0.0001
Pulmonary embolism (%) 1 (1) 14 (14) < 0.0001 25 8.7–79.5 < 0.0001
Concomitant Malignancy (%) 243 (28) 28 (28) 0.975 1.3 0.6–2.5 0.5
Peri-operative surgery (%) 188 (22) 23 (23) 0.782 1.4 0.7–2.8 0.37
Mental illness (%) 14 (2) 3 (3) 0.36 – 0–0.74 0.03
Diabetes (%) 161 (19) 16 (16) 0.5 0.7 0.3–1.6 0.51
Obesity (%) 180 (26) 16 (20) 0.26 0.5 0.2–1.0 0.05
Chronic kidney disease 

eGFR < 60 ml/min (%)
317 (41) 43 (45) 0.42 0.6 0.3–1.2 0.18

Atrial fibrillation (%) 74 (9) 9 (9) 0.88 0.4 0.1–1.3 0.14
Anticoagulants (%) 80 (12) 16 (20) 0.008 1.9 0.8–5.1 0.16

Table 3  Villalta PTS scale 
score of DVT patients

Villalta PTS scale 
score (points)

N = 79

15 (ulcer) 1
10 2
8 2
6 16
4 4
2 12
0 58
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significantly higher in patients hospitalized, who exhibited 
symptoms such as edema, swelling, and concomitant PE.

By contrast, the rate of therapeutic intervention was rela-
tively low, with only half of the patients receiving treatment 
with OAC.

The major reason why only half of DVTs were not treated 
was calf vein thrombus or bleeding tendency in the periop-
erative period. Additionally, the Japanese medical cost reim-
bursement system influences the treatment rate; endovenous 
intervention for DVT such as thrombectomy or stenting is 
becoming the standard therapy worldwide, but is mostly not 
reimbursed in Japan.

The efficacy of endovenous intervention is still contro-
versial. A previous randomized controlled study demon-
strated mixed results. In the CaVenT study, at 24 months, 
41.1% of patients allocated with additional catheter-
directed thrombolysis (CDT) presented with PTS, com-
pared with 55.6% in the control group (p = 0.047); also 

in addition, iliofemoral patency was reported in 65.9% of 
patients after 6 months on CDT versus the control (47.4%, 
p = 0.012) [14]. This report suggests that additional CDT 
may be effective for patients with a high proximal DVT 
and low risk of bleeding.

In the TORPEDO trial, recurrent VTE developed in 
2.3% of the percutaneous endovenous intervention at 
6 months including thrombectomy, balloon venoplasty, 
stenting, and low-dose thrombolytic with anticoagulation 
group, compared to 14.8% in the anticoagulation only 
group (p = 0,003); similarly, PTS developed in 3.4% vs. 
27.2% (p < 0.001) of the patients, respectively. In patients 
with proximal DVT, endovenous intervention is superior 
to anticoagulation alone with regard to reduction of VTE 
and PTS [15]. Otherwise, the ATT RAC T trial did not 
show increased effectiveness of endovenous intervention 
compared to a medical therapy group with regard to the 
incidence of PTS [16]. The endovenous efficacy therapy 
may be limited to specifc locations such as high proximal 
DVT and early onset of DVT; additionally, it may cause 
increased risk of major bleeding.

Although the endovenous treatment option is needed in 
the real-world clinical setting of the follow-up patients with 
DVT, 27% of patients developed PTS within 3 years in this 
study. There was no significant difference between the PTS 
and non-PTS groups with regard to anticoagulation therapy, 
which has led to the controversy of the role of extended 
thromboprophylaxis in the treatment. In the latest rand-
omized study, rivaroxaban was not associated with signifi-
cantly lower risk of symptomatic venous thromboembolism 
[17]. From these things, it seems that only anticoagulation 
cannot prevent development for PTS adequately. However, 
the number of evidence about the intravenous intervention of 
DVT is far less than that of anticoagulation therapy. So far, 
we should probably use anticoagulation therapy as standard 
therapy for DVT and intervention therapy as an additional 
therapy for a particular state such as early, proximal DVT or 
intolerance of anticoagulation therapy.

Several limitations of the present study should be 
addressed. First, this was a retrospective single-center 
analysis. Second, the treatment strategy and the follow-up 
depended on the physician’s decision to a certain degree. 
These factors may have influenced the results and thus 
limit the generalizability of our findings.

In conclusion, of the patients who underwent the venous 
ultrasonography test, 10.3% were diagnosed with DVT, 
and only half received treatment with only anticoagulation 
medicine. Twenty-seven percent of DVT patients devel-
oped PTS within 3 years; the risk of PTS was concomitant 
varicose veins.
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Table 4  Predictive factors of post thrombotic syndrome in deep vein 
thrombosis patients

PTS No PTS p value

Varicose veins (%) 6 (28.6) 5 (8.6) 0.03
Female (%) 15 (71.4) 21 (53.5) 0.15
Hospitalization (%) 3 (14.3) 18 (31.0) 0.11
Non-ambulatory 0 (0) 5 (8.62) 0.07
Edema, swelling (%) 12 (57.1) 24 (41.4) 0.21
Pulmonary embolism (%) 2 (9.5) 10 (17.2) 0.37
Diabetes (%) 3 (14.3) 10 (17.2) 0.75
Obesity (%) 3 (18.8) 9 (19.2) 0.97
Bilateral (%) 4 (19.1) 14 (24.1) 0.62
Ao-iliac DVT (%) 6 (28.6) 22 (37.9) 0.43
Femoropopliteal DVT (%) 12 (57.1) 23 (39.7) 0.17
Below the knee DVT (%) 17 (81) 43 (74.4) 0.52
All treatment DVT (%) 12 (57.1) 29 (50) 0.57
Anticoagulation therapy (%) 10 (47.6) 33 (56.9) 0.47

Fig. 3  Proportion of PTS in DVT patients with or without oral anti-
coagulants
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Abstract
Purpose Neoadjuvant trastuzumab combined with anthracycline and taxane is now considered a standard regimen for human 
epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive breast cancer. A less toxic, non-anthracycline regimen has been con-
sidered as a treatment option for patients with node-negative small tumors. Estrogen receptor-negative and HER2-positive 
(pure HER2) tumors are more likely to achieve a pathological complete response (pCR). This study evaluates the activity 
and safety of neoadjuvant nanoparticle albumin-bound paclitaxel (nab-PTX) plus trastuzumab for pure HER2 breast cancer 
in patients with low risk of relapse.
Methods We treated patients with tumors measuring ≤ 3 cm, node-negative, pure HER2 breast cancer using neoadjuvant 
nab-PTX 260 mg/m2 with trastuzumab every 3 weeks for four cycles. The primary endpoint was the pCR rate. The second-
ary endpoints included the clinical response rate, disease-free survival, pathologic response rate (defined as pCR or minimal 
residual invasive disease only in the breast), breast-conserving surgery conversion rate, safety, and disease-free survival. 
Depending on the pathological findings of surgical specimens, the administration of adjuvant anthracycline could be omitted.
Results Eighteen patients were enrolled. No patient required dose delays or reductions; none showed disease progression, 
and all patients underwent surgery as scheduled. Of the 18 patients, 66.7% achieved pCR, and the adjuvant anthracycline 
regimen was omitted for all patients. The incidence of severe adverse events was quite low.
Conclusion This less toxic, anthracycline-free regimen appears to be a significantly effective neoadjuvant therapy for patients 
with pure HER2 breast cancer at low relapse risk.

Keywords Human epidermal growth factor receptor 2 · Estrogen receptor negative · Neoadjuvant chemotherapy · 
Nanoparticle albumin-bound paclitaxel · Pathological complete response

 * Satoru Tanaka 
 sur112@osaka-med.ac.jp

1 Department of Breast Surgery, National Hospital 
Organization, Osakaminami Medical Center, 2-1 
Kidohigashi-cho, Kawachinagano-shi, Osaka 586-8521, 
Japan

2 Department of Breast Surgery, Osaka Rosai Hospital, 1179-3 
Kita-Ku Nagasone-cho, Sakai-shi, Osaka 591-8025, Japan

3 Department of Breast and Endocrine Surgery, Osaka City 
University Graduate School of Medicine, 1-4-3 Asahi-machi, 
Abeno-ku, Osaka 545-8585, Japan

4 Department of Breast and Endocrine Surgery, Osaka Medical 
College Hospital, 2-7 Daigaku-machi, Takatsuki-shi, 
Osaka 569-8686, Japan

5 Department of Breast Surgery, Yao Municipal Hospital, 
1-3-1 Ryuge-cho, Yao-shi, Osaka 581-0069, Japan

6 Department of Breast Surgery, Red Cross Takatsuki Hospital, 
1-1-1 Abuno-cho, Takatsuki-shi, Osaka 569-1045, Japan

7 Department of Breast Surgery, Shiroyama Hospital, 2-8-1 
Habikino, Habikino-shi, Osaka 583-0872, Japan

8 Department of Breast Surgery, Saiseikai Suita Hospital, 1-2 
Kawazono-cho, Suita-shi, Osaka 564-0133, Japan

9 Department of Surgery, Red Cross Kochi Hospital, 2-13-51 
Shinhon-machi, Koci-shi, Kochi 780-8562, Japan

10 Department of Breast Surgery, Nippon Life Hospital, 2-1-54 
Enokojima, Nishi-ku, Osaka 550-0006, Japan

- 130 - - 131 -



1100 Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2019) 83:1099–1104

1 3

Introduction

Overexpression of human epidermal growth factor recep-
tor 2 (HER2), which occurs in 20% of all breast cancers, 
is a predictor of poor prognosis and a marker for response 
to chemotherapy and HER2-targeted therapies [1]. Neo-
adjuvant trastuzumab combined with anthracycline and 
taxane has been extensively investigated in clinical trials 
in the past few years [2, 3] and is now considered a stand-
ard regimen. However, co-administration of anthracyclines 
and trastuzumab sometimes leads to clinically noteworthy 
adverse effects, such as cardiac dysfunction [4].

Conversely, because patients with small tumors and 
node-negative cancers have an originally low risk of recur-
rence, physicians must be careful not to over-treat, find-
ing the balance between therapeutic effect and toxicity. 
Recently, a single-arm, phase 2 trial found that adjuvant 
paclitaxel (PTX) with trastuzumab was effective in patients 
with node-negative, small (< 3 cm), HER2-positive breast 
cancer [5]. Based on this result, adjuvant therapy with this 
less toxic non-anthracycline regimen became one of the 
treatment option for the patients with low risk of relapse 
[6]. Additionally, preclinical and clinical studies have 
revealed that the combination of taxane and trastuzumab 
may be synergistic in terms of anti-tumor effects [7–9]. 
Nanoparticle albumin-bound (nab-) PTX is a solvent-free 
formulation of paclitaxel, and in a recent phase 3 trial 
showed that nab-paclitaxel in the neoadjuvant setting sig-
nificantly increased (pathological complete response) pCR 
rates compared with solvent-based paclitaxel [10].

Among HER2-positive tumors, different responses to 
neoadjuvant therapy have been observed between patients 
in the estrogen receptor (ER)-positive (luminal-HER2) and 
ER-negative (pure HER2) subgroups. In particular, pure 
HER2 tumors are more likely to demonstrate a pCR and 
a positive relationship between pCR and favorable out-
comes than luminal-HER2 tumors [11, 12]. We previously 
observed a higher pCR rate in pure HER2 (71%) than in 
luminal-HER2 tumors (36%) after treatment with neoad-
juvant anthracycline followed by treatment with nab-PTX 
plus trastuzumab in a phase 2 study [13]. These obser-
vations indicate that these 2 types of tumors should be 
treated using different approaches.

We hypothesized that patients with a low risk of relapse 
per se will have an extremely favorable prognosis if they 
achieved pCR with a minimum neoadjuvant regimen of 
taxane plus trastuzumab even without further adjuvant 
chemotherapeutic drugs, such as anthracycline. Therefore, 
we conducted a phase 2 trial of neoadjuvant nab-PTX plus 
trastuzumab administered every 3 weeks for four cycles 
to evaluate its efficacy in terms of the pCR rate for small, 
node-negative, pure HER2 breast cancer.

Patients and methods

This study was conducted in accordance with the Declara-
tion of Helsinki and approved by the review board of each 
participating institution. Patients were required to give 
written informed consent. This study was registered with 
ClinicalTrials.gov, number NCT02598310 and University 
hospital Medical Information Network-Clinical Trials Reg-
istry, number UMIN000019616.

Patients

This study is a multicenter, prospective, open-label, sin-
gle-arm, phase 2 clinical trial. Eligible patients had node-
negative invasive pure HER2 breast cancer with a tumor 
measuring ≤ 3 cm. All tumors were tested locally for ER, 
progesterone receptor (PgR), and HER2 expression. Tumors 
with < 10% positively stained tumor cells were classified 
as negative for ER and PgR. Being HER2-positive was 
defined as 3+ staining intensity by immunohistochemistry 
(IHC) or HER2 gene amplification by fluorescent in situ 
hybridization (FISH). A FISH ratio of > 2.0 was considered 
positive. The Eastern Cooperative Oncology Group perfor-
mance status had to be < 2, and patients were required to 
have adequate organ function (aspartate aminotransferase, 
alanine aminotransferase, and bilirubin ≤ 1.5 × upper limit 
of normal; leukocytes ≥ 4000/μL; neutrophils ≥ 2000/μL; 
thrombocytes ≥ 10 × 104/μL; serum creatinine ≤ 1.5 mg/dL; 
and normal left ventricular ejection fraction). Cardiac func-
tion was monitored after commencement of the study but 
before surgery. Patients were excluded if they had a con-
firmed infection; serious concomitant illness such as severe 
cardiovascular disease, uncontrolled diabetes, malignant 
hypertension, or hemorrhagic disease; active concomitant 
malignancy; brain metastasis; peripheral neuropathy; history 
of edema with severe drug allergy; or previous long-term 
use of corticosteroids. Pregnant or lactating women were 
also excluded. Mammography, ultrasonography, magnetic 
resonance imaging (MRI), or computed tomography (CT) 
was used to assess the presence of tumors.

Treatment

Each patient received four cycles of nab-PTX (260 mg/
m2) with trastuzumab (6 mg/kg; 8 mg/kg as a loading dose) 
every 3 weeks. Toxicities were evaluated using the National 
Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (version 4.0) throughout the treatment. Prophylaxis 
with colony-stimulating factor administration was not 
allowed. Each treatment could be withheld for a maximum 
of 3 weeks, only owing to severe toxicity. If the adverse 
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event did not improve, the planned treatment was discon-
tinued and surgery was recommended. The dose of each 
chemotherapeutic agent could be reduced from the starting 
dose in case of febrile neutropenia, grade 3/4 thrombocyto-
penia, or grade 3/4 non-hematologic toxicities (except for 
nausea/vomiting or fatigue). Dose reduction was as follows: 
nab-PTX from 260 to 220 to 180 mg/m2. Once the study 
treatment was discontinued because of disease progression 
or toxicity, it was not allowed to be resumed; however, tras-
tuzumab was continued even if nab-PTX was delayed. No 
dose reduction of trastuzumab was allowed.

Patients underwent surgery 4–6 weeks after completing 
the treatment and clinical assessment of the tumor response. 
Depending on the pathological findings of the surgical speci-
men, administration of adjuvant anthracycline could be 
omitted at the local physician’s discretion. All the patients 
who underwent breast-conserving surgery (BCS) or mas-
tectomy with multiple lymph node metastases underwent 
radiotherapy. One year of adjuvant trastuzumab was then 
administered. Patients with 1–9% ER or PgR-positive tumors 
that were weakly hormone sensitive could be administered 
adjuvant endocrine therapy.

Endpoints

The primary endpoint was pCR rate, defined as no histologi-
cal evidence of residual invasive tumor cells in the breast 
and axillary lymph nodes (ypT0/Tis and ypN0). A case of 
ypT0/is with tumor cells remaining in lymph nodes (ypN+) 
was also documented (considered as non-pCR in this study). 
All surgical specimens were microscopically examined by 
the pathologists at each institution.

Secondary endpoints included pathological response 
rate, clinical response rate, BCS conversion rate, safety, and 
disease-free survival. Pathological response was defined 
as pCR or minimal residual invasive disease only in the 
breast. The clinical tumor response was assessed using the 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors guidelines 
by physical examination, ultrasound, and MRI/CT. Patients 
with complete or partial response were considered respond-
ers. The BCS conversion rate was defined as the percentage 
of cases in which BCS was performed as the final surgical 
procedure among cases that were not identified as unsuitable 
for breast conservation at baseline. Disease-free survival was 
defined as the time from entry in the study to the first of 
recurrence or relapse, a new primary cancer, or death.

We also investigated the relationship between patho-
logic response and baseline serum HER2 level or changes 
in serum HER2 level during the study treatment. Serum 
samples were obtained before and after treatment. The 
serum HER2 levels were measured using a commercially 
available chemiluminescence immunoassay. The baseline 

serum HER2 level was analyzed as a dichotomous variable 
(high, > 15.2 ng/mL; low, ≤ 15.2 ng/mL).

Statistical analysis

Our previous study on neoadjuvant anthracycline followed 
by nab-PTX plus trastuzumab for HER2-positive breast 
cancer reported a pCR rate of 49% (95% CI 35–63%) [13]. 
Therefore, a sample of 28 patients was required according to 
binomial distribution, with a one-sided threshold pCR rate 
of 35%, an expected pCR rate of 55%, an α error of 10%, and 
a β error of 20%. Consequently, the accrual of 30 patients 
was planned to produce a minimum of 28 evaluable patients.

Results

Patient population

This study was terminated without the expected number 
owing to slow accrual. From November 2015 to Octo-
ber 2018, 18 patients from 11 Japanese institutions were 
enrolled. All of them could be evaluated for efficacy and 
safety analysis. The patient characteristics are summarized 
in Table 1. The median age was 62 years (range, 38–70), and 
most patients (78%) had stage I cancer. IHC analysis results 
revealed 14 patients (78%) with HER2 3+ cancer.

Treatment administration and study completion

There was neither a delay nor dose reduction in the study 
treatment. No patient showed disease progression, and all 
underwent surgery as scheduled.

Clinical and pathological assessments

pCR was observed in 12 of 18 patients (66.7%) (95% CI 
43.7–83.7%). Of these patients, 8 (66.7%) had no residual 
tumor cells (ypT0 and ypN0). One patient without pCR 
had tumor cells remaining in one sentinel lymph node 
(ypT1, ypN+). A pathological response was observed in 14 
patients (77.8%) (Table 2). Overall, all patients provided a 
clinical response, with a complete response in 8 patients. 
Of the patients with pCR, 8 (66.7%) had a complete clini-
cal response after the study treatment. Overall, BCS was 
performed for 14 (78%) patients, and the BCS conversion 
rate was 50% (2/4). Adjuvant anthracycline was adminis-
tered to all patients without pCR and to no patient with pCR. 
In addition, we performed radiotherapy in all patients who 
underwent BCS. Survival outcomes will be reported sepa-
rately. An exploratory analysis of the relationship between 
the level of serum HER2 and treatment effects in 15 patients 
(paired serum samples were missing for 3 patients) showed 
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no correlation between baseline serum HER2 or changes in 
serum HER2 levels and pathologic response.

Safety profile

The incidence of treatment-related adverse events is sum-
marized in Table 3. Overall, the incidence of severe adverse 
events was quite low in the patients included in this study. 
Observed grade 3 adverse events included neutropenia (6%), 
liver enzyme elevation (11%), and allergic reaction to infu-
sion of trastuzumab (6%). Notably, sensory peripheral neu-
ropathy was observed in a substantial number of patients 
(88%), but there were no severe events. Myalgia and arthral-
gia were frequent. There was no patient with > 10% decline 

in left ventricular ejection fraction from baseline to the end 
of planned therapy or unexpected serious adverse events.

Discussion

In this study on the efficacy of nab-PTX plus trastuzumab 
for treating smaller and node-negative pure HER2 breast 
cancer, we observed a 66.7% pCR rate after four cycles of 
nab-PTX plus trastuzumab administered every 3 weeks. All 
the patients omitted the adjuvant anthracycline regimen, and 
the incidence of severe adverse events was quite low.

The present standard neoadjuvant chemotherapeutic 
strategy for treating HER2-positive breast cancer is admin-
istration of anthracycline and taxane plus trastuzumab [14]. 
The 66.7% pCR rate observed in this study is not inferior to 
that reported in previous studies (up to 77.6%); the patients 
in the previous studies were also administered anthracy-
cline [15]. With respect to the long-term adverse effects of 
anthracycline with trastuzumab (e.g., cardiac disfunction), 
anthracycline-free regimens may be necessary and sufficient 
for treating patients with profiles similar to that of this study. 
Indeed, no patient with pCR in this study was administered 
adjuvant anthracycline. De-escalation of further chemother-
apy in patients with pCR after a less toxic regimen should 
be a promising area of future research for treating patients 
at low risk of relapse.

The importance of de-escalated therapy is limited to not 
only the domain of cytotoxic chemotherapies but also HER2 

Table 1  Patient characteristics

IHC immunohistochemistry
a The number of patients was 17

Characteristic No. of patients (N = 18)

Median age, years (range) 62 (38–70)
Performance status
 0 18 (100%)
 1 0 (0%)

Menopausal status
 Premenopausal 4 (22%)
 Postmenopausal 14 (78%)
 Median tumor size, cm (range) 1.7 (1.0–2.9)

Clinical stage
 I 14 (78%)
 IIA 4 (22%)

ER status
 0% 17 (94%)
 1–9% 1 (6%)

PgR status
 0% 17 (94%)
 1–9% 1 (6%)

HER2 status (IHC)
 3+ 14 (78%)
 2+ 4 (22%)

Base line serum HER2, ng/mLa

 Median (range) 15.3 (10.1–21.1)
 > 15.2 9 (53%)
 ≤ 15.2 8 (47%)

Table 2  Pathological response (N = 18)

pCR pathological complete response

pCR (ypT0/is and ypN0) 12/18 (66.7%)
Pathological response 14/18 (77.8%)

Table 3  Most common treatment-related adverse events

Adverse event No. of patients (N = 18)

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

Hematologic
 Leucopenia 2 (11%) 2 (11%) 0 0
 Neutropenia 1 (6%) 0 1 (6%) 0
 Febrile neutropenia – – 0 0
 Anemia 3 (17%) 0 0 0
 Thrombocytopenia 1 (6%) 0 0 0
 Alanine aminotransferase 5 (28%) 1 (6%) 2 (11%) 0
 Aspartate aminotransferase 5 (28%) 1 (6%) 0 0

Non-hematologic
 Allergic reaction 5 (28%) 0 1 (6%) 0
 Pyrexia 3 (17%) 0 0 0
 Fatigue 3 (17%) 1 (6%) 0 –
 Nausea 1 (6%) 1 (6%) 0 –
 Anorexia 3 (17%) 1 (6%) 0 0
 Stomatitis 1 (6%) 0 0 0
 Myalgia 7 (39%) 2 (11%) 0 –
 Arthralgia 6 (33%) 3 (17%) 0 –
 Sensory neuropathy 8 (44%) 8 (44%) 0 0
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target therapies. Administering adjuvant trastuzumab for 
1 year is considered the standard treatment for patients with 
HER2-positive breast cancer [16–18]. However, short-term 
trastuzumab therapy would be an attractive option and has 
been investigated in several clinical trials with conflicting 
results [19]. Patients with profiles similar to those of the 
cohort of this study might be good candidates for abbrevi-
ated trastuzumab therapy because patients with a low tumor 
burden have more favorable outcomes. Identification of a 
patient profile (such as pCR) suitable for de-escalated ther-
apy is a topic for future studies.

Several studies have observed higher pCR rates with 
escalated therapy via dual-HER2 blockade using the com-
bination of trastuzumab and pertuzumab/lapatinib [20, 21]. 
Markedly higher pCR rates (58.8–90.5%) were observed for 
pure HER2 breast cancer after treatment with chemother-
apy and dual-HER2 blockade [22, 23]. However, although 
pCR is a favorable prognostic factor for individual patients, 
improvement in pCR via an experimental therapy is not a 
substitute for improved outcomes at the trial level [11]. The 
association between pCR and better prognosis has been con-
sistent even in the patients treated by dual-HER 2 blockades; 
regardless of the strength of treatment, patients who achieve 
pCR are reported to have a better prognosis than those who 
do not achieve pCR [24, 25]. Therefore, therapeutic strate-
gies that achieve pCR using efficient and effective therapy 
with fewer adverse effects and lower cost are advantageous. 
Identification of robust biomarkers that predict response to 
HER2-directed therapies to determine which patients can 
benefit from de-escalation strategies are still needed. On the 
other hand, optimization by inclusion of effective therapy 
for patients without pCR should also be addressed. More 
recently, a promising data from phase 3 study showed that 
adjuvant trastuzumab emtansine significantly reduced the 
risk of disease recurrence or death than trastuzumab alone 
for patients without pCR after neoadjuvant therapy [26].

In the present study, the frequency of severe adverse 
effects was very low. As expected, peripheral neuropathy 
was the most common adverse event, although no patient 
experienced grade 3/4 without prophylaxis for peripheral 
neuropathy. The incidence of grade 3/4 neuropathy was 
lower than that observed in our previous study (9%) [13]. 
This difference may be explained in part by differences in 
patient cohorts between the 2 studies. Specifically, patients 
in the present cohort were treatment naïve before nab-PTX 
administration, whereas those in the previous cohort had 
been treated with anthracycline before conducting the 
study. At present, nab-PTX is approved in Japan only for 
use in every-third-week regimens for breast cancer treat-
ment, which is not common in Western countries. We per-
formed this study using this approved dose interval. There 
are no available clinical data on direct comparison of tri-
weekly and weekly neoadjuvant treatments of nab-PTX in 

combination with HER2 target agents. Although the tri-
weekly regimen is more convenient for patients because of 
the lower number of visits, the incidence of any grade of 
neuropathy tends to be more frequent than in the weekly 
regimen [27]. However, in this study, we observed neither 
dose reduction nor discontinuation of study treatment owing 
to adverse events, including peripheral neuropathy.

A limitation of this study was the relatively small sample 
size; therefore, the results should be interpreted with cau-
tion. Originally, as many patients with small tumors who met 
eligible criteria of this study does not need mastectomy, they 
are less likely to benefit from BCS due to tumor shrinkage 
effect by neoadjuvant therapy. It is conceivable that there 
were a certain number of patients who selected primary sur-
gery rather than neoadjuvant therapy of this study. Neverthe-
less, to our knowledge, this is the first study available on this 
topic. Further clinical investigation in a suitably large cohort 
is needed to substantiate our findings.

In conclusion, neoadjuvant nab-PTX plus trastuzumab 
for small and node-negative pure HER2 breast cancer was 
considerably effective and well tolerated. Minimizing 
chemotherapy is both reasonable and feasible, especially for 
lower-risk patients. Achieving pCR via neoadjuvant therapy 
might distinguish patients who are good candidates for lower 
intensity subsequent therapy.
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Efficacy of lumbar orthoses after posterior lumbar
interbody fusion—a prospective randomized study
Hiroyasu Fujiwara, MDa, Takahiro Makino, MD, DMScb, Kazuo Yonenobu, MD, DMScc,
Yu Moriguchi, MD, PhDa, Takenori Oda, MD, PhDa, Takashi Kaito, MD, PhDb,∗

Abstract
Background: Lumbosacral orthoses (LSOs) are used as standard care after lumbar fusion surgery though their efficacy is
unknown. The purpose of this prospective randomized controlled study was to elucidate the clinical and radiographic efficacies of
LSO treatment in patients who underwent posterior lumbar interbody fusion (PLIF) of less than 3 segments.

Methods: Seventy-three patients who underwent PLIF were randomly allocated to 3 groups: 1 with custom-made LSO with
metallic stays (C group); 1 with ready-made LSO without metallic stays (R group), and 1 without LSO (N group). The patients in the C
and R groups were instructed to wear LSO postoperatively for 3 months. Clinical outcomes were evaluated using the Japanese
Orthopaedic Association (JOA) score, JOA-back pain evaluation questionnaire (JOABPEQ), Roland-Morris Disability Questionnaire,
and 100-mm visual analog scale for low back pain. Radiographic evaluation included intervertebral fusion rates and loss of correction
postoperatively at 2 years.

Results: A significant difference in the clinical outcomes was observed only for the lumbar dysfunction domain of JOABPEQ
postoperatively at 1 month (N vs C groups; 45% vs 10%, P= .03). Radiographic outcomes were not different between the groups.

Conclusions: No effect of orthosis treatment for less than 3 segments in PLIF was observed on clinical and radiographic
outcomes. The type of orthosis also did not influence the outcomes. These results suggest that the use of LSO for PLIF can be
simplified or is omissible except in patients with severe osteoporosis.

Abbreviations: JOA = Japanese Orthopaedic Association, JOABPEQ = Japanese Orthopaedic Association Back Pain
Evaluation Questionnaire, LSO = lumbosacral orthosis, PLIF = posterior lumbar interbody fusion, POM = postoperative month, POY
= postoperative year, QOL = quality of life, RDQ = Roland-Morris Disability Questionnaire, VAS = visual analog scale.

Keywords: Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ), lumbar spine, lumbosacral
orthosis, posterior lumbar interbody fusion (PLIF)

1. Introduction

With the widespread recognition of the importance of spinal
sagittal alignment,[1] achieving lumbar lordosis by restoring the
height of the collapsed disc and achieving fusion without
correction loss have become the main goals of spinal fusion

surgery.[2,3] Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)[4] is one of
the surgical techniques used to achieve the aforementioned goals.
Advancements in spinal instrumentation for PLIF (ie, a
combination of intervertebral cages and pedicle screws) has
significantly increased the fusion rate[2,3,5]; however, the
validated biomechanical properties of modern instrumentation
cannot achieve a 100% fusion rate because the induction of
heterotopic bone formation requires a complex balance between
the patients’ biologic factors, operative technique, and postoper-
ative care to achieve successful fusion. Failure of fusion and the
resultant loss of lumbar lordosis can lead to persistent lumbar
instability and pain.[6] The postoperative use of lumbosacral
orthosis (LSO) following spinal fusion surgery is one of the most
common adjunct aftertreatments. The theoretical roles of LSO
include reduction of surgery-related pain and biomechanical
stability of the fused segments.[7–14] However, there is scarce
evidence regarding the clinical and radiographic effects of LSO
including the recommended wearing period and types of orthoses
following spinal fusion surgery.[15]

The purpose of this prospective comparative study was to
elucidate the clinical and radiographic efficacy of postoperative
LSO treatment in patients who underwent PLIF of less than 3
segments.

2. Materials and methods

This study was approved by the ethical review board at our
institution in March 2011 (approval number: 22-25). Of 155
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patients who underwent PLIF of less than 3 segments for lumbar
degenerative disease (spinal canal stenosis, spondylolisthesis, or
degenerative scoliosis) betweenMay 2011 andMay 2015, those
who were not capable of completing the questionnaire, had a
body mass index >30kg/m2, had a history of lumbar fusion
surgery, had malignancy or severe osteoporosis (bone mineral
density of lumbar or hip (T-score)<�3.5 standard deviations),
or had a history of rheumatoid arthritis, inflammatory disease,
or chronic kidney disease on hemodialysis were excluded
(Fig. 1). Finally, 73 patients were included (mean age: 65.6±
11.0 years [range: 24–82]; 31 males, 42 females) and they
provided informed consent to participate in this study. The
surgeries were performed at our institution by 4 board certified
spine surgeons. The patients were randomly allocated to the
following 3 groups after they picked a card from an envelope: a
custom-made LSO (C) group; a ready-made LSO (R) group; and
a no orthosis (N) group. Theywere followed-up for 2 years after
the surgeries.

2.1. Operative technique

PLIF was performed using the same cages (CALIBER CFR-PEEK
cage, ROBERT REID INC, Tokyo, Japan) and pedicle screw
system (CD HORIZON SOLERA Spinal System, Medtronic
Sofamor Danek Co., Ltd., Memphis, TN). After bilateral
facetectomy and meticulous removal of the disc materials and
cartilaginous endplates, 2 cages packed with morcellized bone
and block bones were implanted into the disc space followed by
pedicle screw fixation.[16]

2.2. Type of orthosis and postoperative wearing period

A custom-made LSO, which is commonly called “Damen corset,”
consists of a nonstretchable mesh fabric with 4 aluminum stays (2

each for anterior and posterior supports) (Fig. 2A). Fitness or
tightness can be controlled by adjusting the straps in the anterior
and posterior portions. The ready-made LSO consists of an
elastic cloth with contoured 4 aluminum rods at the site of the
back while an individually adjustable compression acts upon the
lumbar spine (LumboLoc, Bauerfeind, Zeulenroda, Germany)
(Fig. 2B). The fitness or tightness can be controlled by adjusting
the stretch of the elastic orthosis, which is stabilized by Velcro at
the desired position. The size and fitness were adjusted by an
orthotist preoperatively and instructed on how to apply the
orthosis. Patients in the C and R groups wore the orthoses
constantly for 3 months postoperatively except during bathing
and sleeping.

2.3. Evaluation of clinical outcomes

Neurologic status was assessed using the Japanese Orthopaedic
Association (JOA) score (29-point system),[17] the JOA back
pain evaluation questionnaire (JOABPEQ)[18] (Appendix 1,
http://links.lww.com/MD/C916), and the Roland-Morris
Disability Questionnaire (RDQ).[19,20] The JOABPEQ is a
newly-developed patient-based quality of life (QOL) outcome
measure and comprises of 24 questions. The outcomes
were calculated as 5 functional domains: pain-related disorders,
lumbar dysfunction, gait disturbance, social life disturbance,
and mental health problems, with higher scores indicating
better QOL (100-point system). Effective ratio (ratio of
patients with ≥20 acquired points) for each of the 5 domains
was calculated according to the instruction for the analysis
using JOABPEQ.[21] The RDQ was analyzed by using the
Japanese deviation calculation.[22] Visual analog scale (VAS, 0–
100mm) for low back pain, pain in lower extremity, and
numbness in lower extremity, (0–100mm) were also investi-
gated.

Assessed for eligibility (n=155)

Randomized (n=73)

C group (n=22) R group (n=31) N group (n=20)

C group (n=22) R group (n=31) N group (n=20)

Lost to follow-up (n=0)
Changed to no brace or 
another brace (n=0)
Death (n=0)

Lost to follow-up (n=0)
Changed to no brace or 
another brace (n=0)
Death (n=0)

Lost to follow-up (n=0)
Changed to brace (n=0)
Death (n=0)

Excluded (n=82)
Not meeting inclusion criteria (n=53)

body mass index >30 kg/m2 (n=3)
previous lumbar fusion surgery (n=33)
severe osteoporosis (n=4)
rheumatoid arthritis (n=7)
chronic kidney disease on hemodialysis (n=6)

Declined to participate (n=29)

Figure 1. A flow diagram depicting patient recruitment, randomization, patient flow, and follow-up in this study.
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All the clinical outcomes were assessed preoperatively and at
postoperative 1 month (POM1), 3 months (POM3), 6 months
(POM6), 1 year (POY1), and 2 years (POY2).

2.4. Radiographic evaluation
2.4.1. Assessment of fusion. The presence of interbody fusion
was assessed using both dynamic lateral plain radiographs and
multiplanar reconstruction computed tomography images at
POY2. Fusion was defined as present when both of the following
criteria were fulfilled, which were modified from a previously
reportedmethod[23]: formation of new bone bridging between the
upper and lower vertebral bodies or fusion mass formation with
no radiolucency around the cages; and flexion-extension angle at
the fused segments on lateral radiographs �5°.

2.4.2. Correction loss at the fused segments. Correction loss
at the fused segments was defined using the following 3
parameters at POY2 compared with those just after the surgery
on lumbar lateral radiograph in the neutral standing position:
change in the vertebral height (DH, mm), defined as the distance
between the midpoint of the upper endplate of the upper fused
vertebra and the midpoint of the lower endplate of the lower
fused vertebra; change in the fusion angle (DA, degree), defined as
the angle between the line parallel to the upper endplate of the
upper vertebra and the line parallel to the lower endplate of the
lower vertebra; and the change in the distance of translation (DT,
mm), defined as the translation of the posterior border of the
upper vertebrae from the lower vertebrae.[24]

Loosening of a pedicle screw was defined as the presence of a
clear zone of more than 1mm around the screws on multiplanar
reconstruction computed tomography images.

2.5. Complications

Data was collected regarding peri- and postoperative complica-
tions that occurred within 2 years of the surgery, such as dural
tears, neurological complications, superficial or deep wound
infections, and the need for revision surgery.

2.6. Bone density analysis by dual-energy X-ray
absorptiometry

Bone density (T-score) of the lumbar spine and femur
was evaluated preoperatively using dual-energy X-ray absorpti-
ometry.

2.7. Statistical analyses

Statistical analyses were performed using StatView for Windows
version 5.0 software (SAS Institute, Cary, NC). Kruskal–Wallis
test and Fisher exact probability test were used for between-
group comparisons, and the Wilcoxon signed-rank test was used
for within-group comparisons. P-values (P) less than .05 were
considered significant.

3. Results

The patients between the groups were different in terms of the sex
ratio, preoperative JOA scores, and the subscale of pain-related
disorders in JOABPEQ regardless of prospective randomization
in this study (Table 1).

3.1. Clinical outcomes

The postoperative JOA scores were not different between the
groups. Significant improvements in the JOA scores were
observed in all the groups at POM1, and the improvements
were maintained till POY2 (Fig. 3).
The effectiveness ratio of each subscale in JOABPEQ

demonstrated that there was a significant difference in the
subscale for lumbar function between the N group (45%) and C
group (10%) only at POM1 (P= .030). There was no significant
difference in the other subscales at any time points between the
groups (Fig. 4). The scores of RDQ were also significantly
improved in all the groups at POM3 (Fig. 5). VAS score for low
back pain, pain in lower extremity, and numbness in lower
extremity showed significant improvements in all the groups at
POM1 (Fig. 6).

Figure 2. (A) “Damen corset” consists of nonstretchy mesh fabric with 4 aluminum stays (2 for anterior and 2 for posterior support). (B) “LumboLoc” consists of
elastic cloth with contoured 4 aluminum rods in the back site while an individually adjustable compression acts upon the lumbar spine.

Fujiwara et al. Medicine (2019) 98:15 www.md-journal.com

3

- 140 - - 141 -



3.2. Radiographic evaluation

Measurements of radiographic parameters at POY2 are shown in
Table 2. The fusion rate was 96% in the N group, 92.8% in the C
group, and 94.5% in the R group. No significant difference was
observed between the groups. Other radiographic parameters
also showed no difference between the groups.

3.3. Postoperative complication

One patient in the N group underwent revision surgery for
dislocation of the grafted block bone which resulted in
radiculopathy. One case of deep wound infection was observed
in the R group; however, it was treated with a course of
antibiotics without additional surgical treatment.

4. Discussion

In this prospective randomized study, we investigated the effects
of postoperative LSO treatment in patients treated with PLIF for
�2 levels. We found that custom-made LSO treatment
demonstrated a significant disadvantage of lumbar dysfunction
according to the JOABPEQ at 1month postoperatively compared
with patients who did not receive LSO treatment. There was no
other significant advantage or disadvantage in both clinical and
radiographic outcomes regarding postoperative use of LSO.

The concept of LSOs originated from women’s undergarments
in the medieval era and was used in the aftertreatment of lumbar
surgery in the twentieth century. In 1957, Norton et al[12] first
reported the immobilizing effects of several LSOs. The theoretical
rationale for the use of orthoses after lumbar surgery includes
mitigation of postoperative surgical site pain and improved
fusion rate by stabilizing the lumbar spine.[7–14] However, the
stabilizing effect of lumbar orthoses has been reported to be
limited, especially at the lower lumbar spine.[25] In a recent study,
Utter et al[26] quantified the effects of 3 commonly available
orthoses (off-the-shelf, soft, and semirigid thoraco-LSOs) on
lumbar spinal motion by video fluoroscopic analysis and
reported that a semirigid thoraco-LSO can reduce intervertebral
motion at the L3-L4 and L4-L5 levels by as much as 32% to 50%,
and semirigid and soft LSOs by 15% to 20% at the L4-L5 level.
However, none of the orthoses could achieve a significant
reduction in the motion at the L5-S1 level. Axelsson et al
demonstrated that a thoraco-LSO with a thigh-cuff extension is
required to stabilize the motion of the whole lumbar spine,
including the L5-S1 segment, though it limits the patient’s daily
activities significantly.[27] Given the above scientific evidence
regarding the effect of bracing on lumbar stabilization, the
practical effects of LSO treatment after lumbar surgery are
supported by not only the biomechanical stability provided by
LSO but also by self-limitation of activity by the patients.
As to the effect of orthosis treatment on pain control, there has

been no report to demonstrate its effects on pain relief during the
postoperative period. The results in this study were consistent
with those of previous reports, which reported that LSO
treatment did not change postoperative low back pain irre-
spective of orthosis treatment. There is strong evidence regarding
the effectiveness of lumbar belt in improving the functional
status, pain level, and use of analgesics in patients with subacute
low back pain.[28] The discrepancy in the effectiveness of LSO
treatment between 2 morbidities may be explained by the
difference in the source of pain. The pain in patients treated with
spinal fusion may mainly originate from tissue damage caused by
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Figure 3. Time-dependent change in JOA scores on the C group (long plot
line), the R group (solid line), and the N group (short plot line). JOA=Japanese
Orthopaedic Association, POM=postoperative month, POY=postoperative
year, Pre-OP=preoperative value.

Table 1

Patients’ demographics.
C group
(n=22)

R group
(n=31)

N group
(n=20) P-value

Age, yr 67.3±13.1 65.4±8.5 64.2±12.3 .30
∗

Male:female 5:17 18:13 8:12 .03†

Smokers 4.5% (1/22) 22.5% (7/31) 20% (4/20) .19†

Diabetic mellitus 4.5% (1/22) 19.3% (6/31) 25% (5/20) .14†

Body mass index, kg/m2 23.1±3.0 24.4±3.1 23.5±3.0 .29
∗

Bone mineral density (T-score)
Lumbar �0.9±1.4 �0.9±1.7 �0.6±1.6 .63

∗

Hip �1.2±1.2 �0.4±1.2 �0.5±1.2 .09
∗

Diagnosis DS: 14 DS: 15 DS: 8 .29†

LSCS: 2 LSCS: 7 LSCS: 7
LDH: 5 LDH: 4 LDH: 4
SS: 1 SS: 5 SS: 1

JOA score 12.2±4.1 13.0±4.1 9.3±3.6 <.01
∗

JOABPEQ
Pain-related disorders 36 (0–100) 43 (0–100) 21.5 (0–71) .04

∗

Lumbar dysfunction 71 (17–100) 67 (0–100) 37.5 (0–83) .11
∗

Gait disturbance 18 (0–93) 29 (0–93) 25 (0–86) .25
∗

Social life disturbance 38 (0–78) 46 (0–73) 24 (0–57) .15
∗

Mental health problem 48.5 (9–81) 46 (13–83) 43.5 (15–72) .61
∗

RDQ (points) 38.8±10.9 36.1±13.6 33.4±14.5 .36
∗

100 mm-VAS
Low back pain 45.7±31.1 48.6±27.0 55.1±30.2 .37

∗

Pain in lower extremity 67.7±23.1 57.8±27.3 59.2±32.8 .50
∗

Numbness in lower extremity 62.2±31.2 47.7±32.3 59.6±30.6 .18
∗

Surgical invasiveness
Fusion level(s) 1 level:16 1 level:25 1 level:15 .77†

2 levels:6 2 levels:6 2 levels:5
Fusion site(s) L2-3:1 L2-3:1 L2-3:1 .96†

L3-4:7 L3-4:7 L3-4:4
L4-5:17 L4-5:22 L4-5:16
L5-S1:3 L5-S1:7 L5-S1:4

Operation time, min 186.4±63.7 194.1±41.9 173.1±43.2 .24
∗

Estimated blood loss, g 371.3±280.2 320.3±175.7 294.8±174.5 .88
∗

Hospital stay, d 18.4±4.7 16.6±3.9 20.7±12.6 .30
∗

Numerical variables are described as mean± standard deviation, and the JOABPEQ are described as
median (range).
DS=degenerative spondylolisthesis, JOA score= Japanese Orthopaedic Association score,
JOABPEQ=Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire, LDH= lumbar
disc herniation, LSCS= lumbar spinal canal stenosis, RDQ=Roland-Morris Disability Questionnaire,
SS= spondylolytic spondylolisthesis, VAS= visual analog scale.
∗
Kruskal–Wallis test.

† Fisher exact probability test.
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the surgery, and the pain in patients with acute low back pain
originates from mobile segments including the facet joints and
degenerated intervertebral discs. Therefore, LSO treatment is
more effective for acute low back pain than postoperative pain by
providing biomechanical stability.

Regarding the effects of LSO on fusion rates, there is only 1
comparative study in patients treated with noninstrumented
posterolateral lumbosacral fusion (PLF). Johnsson et al reported
in their case–control study of PLF that longer orthosis treatment
(5 months) increased the fusion rate than shorter orthosis
treatment (3 months).[29] In the present study, PLIF which
provides anterior column support and posterior reconstruction
with the help of interbody cages and pedicle screw systems,
respectively, was used for lumbar spinal fusion. The robust
biomechanical reconstruction by PLIF could make LSO less
necessary compared with noninstrumented PLF, which cannot
provide the initial biomechanical strength.
One prospective-randomized trial analyzed the effects of a

lumbar canvas corset with 2 molded posterior metallic supports
following instrumented posterolateral lumbar fusion surgery.[30]

Yee et al reported that there was no significant advantage or
disadvantage of postoperative lumbar corset based on patient-
reported generic and disease-specific functional measures. In this
study, the rate of lumbar dysfunction in JOABPEQ in the C group
was significantly lower comparedwith that in theN group only at
postoperative 1 month; there was no significant difference in
JOABPEQ at other time points and other clinical outcome
measures. In JOABPEQ, patients are asked regarding lumbar
dysfunction in 6 questions (Q2-1 to Q2-6 in Appendix 1, http://
links.lww.com/MD/C916). As an inevitable consequence of using
custom-made fabric orthosis which is not stretchable in
comparison with a ready-made elastic, the motions of putting
on socks or stocking and bending forward, kneeling, or stooping
can be difficult for patients in the C group.
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Figure 4. Effectiveness ratio for each of 5 domains: pain-related disorders (A), lumbar dysfunction (B), gait disturbance (C), social life disturbance (D), mental health
problem (E) in the JOABPEQ on the C group (long plot line), the R group (solid line), and the N group (short plot line). JOABPEQ=JOA-back pain evaluation
questionnaire, POM=postoperative month, POY=postoperative year.
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scores on the C group (long plot line), the R group (solid line), and the N group
(short plot line). POM=postoperative month, POY=postoperative year, Pre-
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Regarding the duration of LSOuse, Bible et al[31] carried out a
questionnaire study in spine surgeons attending the “Disorders
of the Spine” conference dealing with postoperative bracing
after spinal surgery for degenerative conditions. They reported
that bracing treatment was continued for a total of 3 to 8 weeks
and the most common reason for surgeons to prescribe orthoses
was restriction of patient activity. In this study, the patients in
the C and R groups were instructed to wear the orthoses for 3
months; however, clinical effectiveness was not observed
compared with the no-orthosis group. These results suggest
that the use of LSO for aftertreatment in PLIF �2 segments can
be omitted.
The present study has some limitations. First, we compared

only 2 orthoses that were both classified as soft corset; the use of
hard corset or corset with a thigh cuff might produce different
results. However, we believe that the 2 orthoses analyzed in this
study are the most common types used for aftertreatment in
lumbar surgery. Second, 1 patient in the no orthosis groups
required revision surgery because of migration of the grafted
bone block. However, in this case, the interbody spacer migrated
into the upper vertebral body within a week after the surgery
because of the endplate was violated during the surgery. We
believe that this additional surgery could not be staved off
considering the lack of anterior support even with the use of
orthoses for lumbar stabilization. Finally, small number of
patients in this study can cause type 1 error. Therefore, further
study with sufficient sample size is required for the generalization
of our results.

In conclusion, this prospective randomized study investigated
the effectiveness of orthosis treatment in patients treated with�2
levels PLIF and demonstrated that there was no effect of orthosis
treatment on the clinical and radiographic outcomes. The
effectiveness did not vary according to the type of orthoses.
These results suggest that the use of LSO as aftertreatment
can be simplified or omitted except in patients with severe
osteoporosis.
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編集後記： 
 
令和 2 年 4 月に臨床研究部長を拝命いたしました。したがって今回は前任の佐伯行彦部

長時代の臨床研究部の業績にはなりますが、私が初めてまとめさせていただきました。 
現在、想像もできないスピードで医療が変革しています。治療法の変革はもちろん、さ

まざまなイノベーションも医療に応用されています。今後私は多職種や他部門あるいは他

施設が互いの情報を持ち寄って討論できる場を提供できるように努めたいと思っています。

特に医療変革につながるようなヒトを対象とした translational な研究ができるように臨床

研究部を整備していきたいと思います。 
大阪南医療センターは、南大阪医療圏における中核的総合病院の役割を担いながら、免

疫異常疾患、骨・運動器疾患、がん、循環器疾患に関する専門医療施設として政策医療を

行っており、その診療、研究・教育に力を注ぐ伝統が引き継がれています。今後さらに先

進医療、臨床研究、情報発信等にも力を入れていきたいと考えています。 
一方、近年の臨床研究に伴う規制の強化、研究費の削減、治験の減少などの臨床研究に

対する風当たりは強くなっています。優れたアイディアと解決するためのデザインを臨床

家が提案し、院外の大学を含めた最先端の基礎の研究施設や企業との連携を築いて研究を

推進する事が必要であると考えます。 
今年度はコロナに終始し、診療業務のみならず、研究においても大きな逆風が吹いてい

ます。この逆風の中でこそ今後の医療の大きな改革のチャンスでもあり、臨床研究の重要

性もよりクローズアップされると考えて大阪南医療センターの医療者のリサーチマインド

を鼓舞していきたいと考えています。 
 

 
                           令和 2年 12 月 

                          臨床研究部長 大島至郎 
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