
第５回かもがわ V e n o u s  F o r u m  開催概要 

日時：2019年 7月 14日（日） 

 

午前：10：00～12：30（開場 9:30） ハンズオンエコーセミナー 

会費：2,000円（昼食含） 

 

午後：14：00～17：30（開場 13:30） 研究会 

会費：医師 5,000円 コメディカル 2,000円 

＊終日参加：医師 6,000円 コメディカル 3,000 円 

 

会場：コープイン京都 2F 

   〒604-8113 京都府京都市中京区柳場通蛸薬師上る井筒屋町 411 

 

懇親会 

日程：2019年 7月 14日（日） 17：40～ 

懇親会会場：コープイン京都 １F PATIO 

 

プログラム 

午前の部：ハンズオンエコーセミナー 
 

9：45   開場 

10：00～10：40 

下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン 2019における超音波検査の役割 

＆深部静脈血栓の検査法（ライブデモ） 

近畿大学奈良病院  小谷敦志技師 

10：40～10：45 実習内容の説明  

天理よろづ相談所病院 北川孝道技師 

  

10：45～12：00 実習・ライブデモ  

A コース（中級）                 西の京病院  今谷敏司技師 

B コース（中級）                大津市民病院  金子裕技師 

C コース（未経験）                      洛西ニュータウン  藤原英將技師 

12：00～12：30 

 下腿神経の走行について        天理よろづ相談所病院 北川孝道技師 
 

 

 



 

午後の部（研究会） 

 
13:30 開場 

14:00 世話人挨拶             

奈良県総合医療センター 仁科健 

14:05 一般演題 座長：洛和会音羽病院武田先生 

「明日からの診療に活かす！ 静脈瘤の満足度評価」 

康仁会西の京病院 黒瀬満梨奈看護師 

「当院の深部静脈血栓診断における下肢超音波検査の実態調査」 

天理よろづ相談所病院 吉岡明治技師 

「当院での業務負担軽減への取り組み ～増加する下肢静脈エコー～」 

洛和会音羽病院 小宮彩香技師 

14:35【Integral Co-Trip Award-こしのくに Venous Forum2018- 受賞者発表】 

「超音波検査から見た静脈血栓塞栓症～当院における動向～」 

福井大学医学部附属病院 検査部 前田文江技師 

 

14:50 シンポジウム「看護師のチーム医療への貢献について」 

座長：奈良県総合医療センター 仁科健先生 

近畿大学奈良病院  小谷敦志技師 

「チーム医療に対する手術室看護師としての取り組み」 

清仁会洛西ニュータウン病院 手術室 長谷川雄弥看護師 

「当院での下肢静脈瘤治療におけるチーム医療の取り組み」 

もりもとクリニック 今井祐子看護師 

「一般外来での静脈瘤外来業務 Nsの関わりの現状」 

洛和会音羽病院 熊谷智香子看護師            

「当院における下肢静脈瘤治療での看護師の役割」 

天理よろづ相談所病院手術部 高橋那月看護師 

「総合病院における下肢静脈治療」 

奈良県総合医療センター 藤原美智子看護師 

「オペを一日 10 例する方法」 

康仁会西の京病院 黒瀬満梨奈看護師 

「下肢静脈瘤専門クリニックにおける看護師の役割」 

下肢静脈瘤研究会 坂田血管外科クリニック 井上由美子看護師 

 

16:30 《休憩》 

16:40 特別講演「 NARA ソックス･プロジェクトにかける情熱  

                                        ｰ情熱は「未来差分＋初速」から生まれるｰ」  

演者：康仁会 西の京病院 血管外科センター 今井崇裕先生 

座長：奈良県総合医療センター 仁科健先生 

 

17:25 かもがわ VenousForum 会長挨拶 

洛和会音羽病院 脈管外科 武田亮二 

17:30 閉会 



 

一般演題抄録 

 
「明日からの診療に活かす！ 静脈瘤の満足度評価」 

○黒瀬満梨奈 1 和田小百合 1 山崎彩水 1 今井崇裕 2 

1康仁会西の京病院 看護部 2康仁会西の京病院 血管外科 

抄録 

【はじめに】病院サービスにおける評価のひとつの指標として, 患者の満足度が示され

ている. 当院においても患者が受けた医療および看護の妥当性と改善点を明らかにし, 

看護業務の改善をはかる目的で患者満足度調査に取り組んでいる. 

【方法】2019年 3月から 4月, 下肢静脈瘤手術を受けた患者 30人（全て C2, M: 9 /F: 

21, 平均 67.0歳）を対象にアンケート用紙を配布した. これには２つのアンケート用紙

を使用した. 「前立腺肥大症チェックシート」をアレンジし作成した当院独自の簡便な

アンケート用紙と, 下肢静脈瘤の治療効果判定における Quality of Life（QOL）評価法

である AVVQ：The Aberdeen Varicose Vein Questionnaire（アバディーン静脈瘤質問

票）である. それぞれ術前と術後の患者の主観的な症状を評価することで, 当院での治

療効果判定を行った. 

【結果】２つのアンケート結果において, すべての患者で術後点数が減少した. 当院独

自のアンケート用紙において合計点数の平均は術前 9.7点, 術後 5.8 点であった. AVVQ

の合計点数は術前 18点, 術後 7.2点であった. 

【考察】すべての患者で術後点数が減少したことは, 現状の総合的評価も高いものとい

える. しかしながら更なる患者満足度を高めるためには, 患者満足度調査結果を今後の

治療および看護にどのように反映させるかが問題である. 

【結語】当院における下肢静脈瘤手術の患者満足度調査を結果を報告した. その結果を

検討して, 更なる質の高い看護を提供していきたい. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「当院の深部静脈血栓診断における下肢超音波検査の実態調査」 

〇吉岡明治 1 北川孝道 1 松下陽子 1 植東ゆみ 1 下村大樹 1 

1公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部 

抄録 

当院の深部静脈血栓(DVT)診断における下肢超音波検査(US)の現状を把握する目的に実態調

査を行った。 

【対象および方法】対象は 2016年 4月～2018 年 6月に当院で DVT診断を目的に USと Dダ

イマー（DD）検査が施行された 825例(DVT既往、経過観察症例は除外)。性別は男性 386

例、女性 439例、年齢は平均 71.2歳であり DVT 検出状況、下肢症状および DD値を後方的

に調査した。DVT 診断は USで行い、血栓存在部位は膝窩静脈より中枢側を中枢型、末梢側

を下腿型として分類した。なお DD値の基準範囲は＜1.0μg/mLである。2群間の比較は連

続変数は t検定、名義変数はχ2検定を行い、p＜0.05を有意差ありと定義した。 

【結果】DVTは 26％(217/825 例)に認め、中枢型 85 例(39％)、下腿型 132 例(61％)であ

った。主な US 依頼内容は下肢症状(浮腫・腫脹・圧痛)45％、DD上昇 22％、脳卒中 19％で

あった。DVT群と非 DVT 群の比較において、年齢は 74.3歳、70.1歳と DVT群が有意に高く

(p=0.022)、下肢症状は片側性が 36％、23％と DVT群が有意に高かったのに対し(p＜
0.05)、両側性は 9％、21％と非 DVT群が高かった(p＜0.05)。また、DD値は 14.5μg/mL、

5.5μg/mLと DVT 群で有意に高値であり(p＜0.001)、基準値以下の症例（137例）は全て非

DVT 群であった。血栓部位別にみると、片側性は中枢型 DVTが有意に高かったが(中枢型

59％、下腿型 21％)、DD 値は有意差を認めなかった(中枢型 14.0μg/mL、下腿型 13.8μ

g/mL)。 

【まとめ】DD は DVTの除外診断に有用で、非 DVT 群の 17％（137/825 例）が＜1.0μg/mL

であり US削減に活用すべきである。一方で上昇例は DVT以外の要因が多く、DD高値と DVT

の関連性は乏しかった。さらに、その度合いと血栓範囲との関係も認め、臨床所見との組

み合わせが必要であった。下肢症状が両側性は DVTとの関係を認めず非特異的所見であっ

たが、片側性は中枢型 DVT が多く、DD上昇を伴う症例において積極的に USを施行すべき

と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「当院での業務負担軽減への取り組み ～増加する下肢静脈エコー～」 

〇小宮彩香 1 飯田祐磨 1 増田衣里 1 河野梨沙 1 伊勢郁子 1 西藤雅美 1 金羽美恵 1 

武田亮二 2 

 1洛和会音羽病院 検査部 2洛和会音羽病院 脈管外科  

抄録 

【はじめに】肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライ

ン(2017年版)では、DVT 診断として検査前の臨床確率の評価法である Wells scoreのスコ

アリングシステムを用いて、検査前確率に応じて D-ダイマーやエコーで検査を進めること

が推奨されている。当院では年間 4000例以上の下肢静脈エコーが実施されており、その半

数以上が手術前、入院前の深部静脈血栓症のスクリーニング検査である。現状、初検査と

してまずエコー検査が依頼されていること、検査方法に全下肢静脈エコー法が採用されて

いることで、スクリーニング検査件数の増加や検査所要時間が掛かり、技師の大きな負担

となっている。そこで今回、我々は術前 DVTスクリーニングでの DVT 検出率と、Wells 

score for DVT を後ろ向きに検討し、スクリーニングの有効性について検討した。検討対

象として 2018 年 10月当院で行われた下肢静脈エコー433例中、術前スクリーニング目的

でエコーを行った 122例について検討した。122 例中男性 48例、女性 74例、平均年齢 70

歳。Wells score0点は 78 例、1点は 47例、2 点は 3例、DVT発見例は 4例。DVT発見例 4

例の内、2例はスコア 1 点、2例はスコア 0点であった。2006年 Wells の報告では低リス

ク(0点)では DVT 陽性率は 5%、中リスク(1点か 2点)が 17%、高リスク(3点以上)が 53％で

ある。今回の検討では報告より発見率は低く、外来または入院直後の DVTスクリーニング

に Wells scoreは有用と考えられた。周術期の DVT予防対策として術前スクリーニングエ

コーが用いられているが、スコアリングシステムの導入でエコー検査の件数削減や時間短

縮などができると考えられた。今後当院では Wells scoreを下肢静脈エコー検査の依頼画

面に導入し、検査実施前にスコアを算定、エコー検査範囲の決定に役立てることにより、

技師の業務負担軽減につながると考えたので、報告する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Integral Co-Trip Award-こしのくに Venous Forum2018- 受賞者発表】 

 

「超音波検査から見た静脈血栓塞栓症～当院における動向～」 

〇前田文江 1 齋藤清隆 1 橋本儀一 1 大竹由香 1 古木裕美子 1 木戸口周平 1 井村敏雄 1 

 木村秀樹 1 

1福井大学医学部附属病院 検査部 

【はじめに】静脈血栓塞栓症（VTE）とは肺血栓塞栓症（PTE）と深部静脈血栓症（DVT）の

総称であり,近年発症率の増加が報告されている.当院においても深部静脈超音波検査（US）

の依頼件数は年々増加傾向を示す現状にある. 

【目的】当院検査部 US における動向を知り,検査施行時の注意点を見出す.【対象と方法】

2015 年 4 月～2018 年 3 月に US を施行した連続 1067 例のうち,初回検査で DVT 陽性の

239 例（年齢 73.0±12.9 歳, 男性 75 例, 女性 164 例）を対象とした. DVT,PTE 陽性

例の悪性腫瘍有病率や臓器別傾向,および血栓分布や性状について検討した. 

【結果】DVT 陽性例での悪性腫瘍有病率は 36 %であり,大腸癌,卵巣癌,胃癌,子宮癌の順

に多かった.血栓分布はひらめ筋静脈が最も多く,新鮮血栓は近位部になるほど検出率が

高かった.PTE 陽性例では消化器癌,婦人科癌が多く,近位型 DVT の 45 %に新鮮血栓を認

めた. 

【考察】DVT,PTE 陽性例ともに消化器癌と婦人科癌の有病率が高く,近位型や急性期血栓

を有する場合は PTE 症例が多かった.これらのことを念頭におき，近年増加する依頼に対

応することが肝要である. 

【結語】US 検査施行時には,患者の現病歴等を念頭に置き,近位型や急性期血栓に注意し

施行するべきである. 

 

 

「Integral Co-Trip Award to Koshinokuni」につきまして 

 

当「かもがわ Venous Forum（以下かもがわ VF）」は「こしのくに VenousForum（以下こ

しのくに VF）」と提携して、お互いの優秀な演題を相互に交換講演しております。 

「こしのくに VF」は、当会と同じく今年で５回目を迎える北陸三県（富山・石川・福井）

で開催されている研究会で、今年も 11月 10日（日）に金沢医科大学にて開催予定です。 

昨年の「第 4 回かもがわ VF」では坂田血管外科クリニックの井上様が本アワードを受賞

され、昨年 11月に金沢にて開催された「第 4回こしのくに VF」にてご発表いただきました。

また、同様に昨年の「第 4回こしのくに VF」にて受賞された福井大学医学部附属病院 検査

部の前田様が今回、受賞講演としてご発表いただきます。 

今年もインテグラル社の協賛により、「第 5 回かもがわ VF」から選出される演者１名を

「第 5 回こしのくに VF」に派遣して、ご発表いただきます。同時に今年の「第 5 回こしの

くに VF」で選出された演者１名が来年の「第 6 回かもがわ VF」に受賞講演として、講演い

ただく予定です。 

 交通費・宿泊費等は本アワードが負担いたします。 

 他地域の様子や取り組みを肌で感じることができる、またとない機会ですので、今年演題

を応募されなかった方は、来年も開催予定としておりますので、是非とも演題のご応募いた

だきますよう、お待ち致しております。 


