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ご　挨　拶
第3回日本甲状腺 Intervention 研究会開催にむけて

　このたび、横浜にて地で「第3回日本甲状腺 Intervention 研究会」を Ultrasonic 

Week2014との共同開催とさせて頂く事となり、日本超音波医学界第87回学術集会

貴田岡会長に感謝の辞をつたえたいとおもいます。 

　今回は、日超医のみならず、JABTS など多くの学会、研究会が併設されており画

像診断に興味を持っている方が一堂に参加される貴重な機会でもあり、より多くの方

に甲状腺インターベンションに関してはご理解頂ければ幸いです。 

　今回は韓国から甲状腺 RFA の第一人者であるベク教授をお招きし、ラジオ波治療

の現状を講演して頂くと共に、国内からはこれまでに数多くの甲状腺ペイト治療を行

われている伊藤病院の國井先生と北光記念病院の中駄先生からもご講演頂きます。現

在の我が国におけるインターベンションの現状と将来に対する展望が明らかになるも

のと思います。また、この研究会を通して、手術しか治療法はないと思われていた甲

状腺結節の患者さんに対しても、新たな加療手段が有ることを多くの方に理解して頂

ければ幸いです。 

　5月の横浜ベイエリアは、初夏の風が吹く、海を望める風光明媚な場所であり、観

光スポットも数多くの存在しており、皆様に楽しんでいいただけるものと確信してお

ります。多くの方のご参加をお待ちしております。 

第3回日本甲状腺 Intervention研究会

会 長　 福成　信博　
昭和大学横浜市北部病院 外科
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最寄り駅から
■みなとみらい線  みなとみらい駅より…徒歩3分
「クイーンズスクエア方面」改札口を出て、左手奥の赤いエ
スカレーターを利用。正面のエスカレーターへ乗り継ぎ左へ、
「クイーンズスクエア横浜」の２Fを通り抜け、陸橋を渡る。
エレベーターをご利用の方は、赤いエスカレーター左の黄
色のシースルーエレベーターを利用。２階で下りて右へ進
み、左折して「クイーンズスクエア横浜」を通り抜け、陸橋
をわたる。 

■JR線･市営地下鉄　桜木町駅より
　 …………徒歩12分、バスで7分、タクシーで5分
JR桜木町駅改札口を出て左手に進み、「動く歩道」を利用。
ショッピングモール「ランドマークプラザ」、「クイーンズス
クエア」を通り抜け、陸橋を渡る。 
桜木町バスターミナル4番のりばより、市営バスにて「展示
ホール」または「パシフィコ横浜」下車。 

■横浜駅より
　 ……………タクシー7分、シーバス（船）で10分
タクシーのりばは東口ポルタ（地下2F）または、YCATをご
利用ください。
シーバスは東口そごう2Fかもめ歩道橋下のりばより、「ぷか
りさん橋」下船。

電車をご利用
■東京駅より約30分、渋谷より約30分、
新宿より約32分：みなとみらい駅へ
●東京駅よりJR東海道線を利用、「横浜」下車し、
みなとみらい線に乗り換え
●渋谷駅より東急東横線（特急）利用（みなとみらい
線へ直通運転）
●新宿駅よりJR湘南新宿ラインを利用、「横浜」下車、
みなとみらい線に乗り換え
●JR京浜東北線、横浜市営地下鉄は、「桜木町駅」下車。

新幹線をご利用
■JR東海道新幹線
……新横浜駅より電車で13分、車で約30分
JR横浜線で「菊名」下車、東急東横線元町・中華街
方面（特急）に乗り換え、みなとみらい駅下車。
※市営地下鉄やJR横浜線を利用し、桜木町駅へアク
セスする方法もあります。

車をご利用
■首都高速横羽線みなとみらいランプより
約3分

交通アクセス図
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第3回日本甲状腺 Intervention研究会

プログラム

8：15 開　　場 

8：45 開　　演 

8：45～8：50 会長挨拶　　会長　福成 信博

8：50～9：20 一般演題

座長：北光記念病院 放射線科　中駄 邦博

1　甲状腺良性結節性病変に対するラジオ波焼灼療法（RFA）の報告
○ 中野 賢英、福成 信博、山下 皓正、相田 貞継
昭和大学横浜市北部病院 外科

2　後期高齢者における甲状腺、副甲状腺疾患のPEIT
○ 中駄 邦博1）、上條 桂一2）

1）北光記念病院 放射線科、2）上條甲状腺クリニック

9：20～9：30 話題提供

イタリアにおける甲状腺レーザー治療

福成 信博　昭和大学横浜市北部病院 外科
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9：45～10：30 特別講演

座長：野口病院　野口 仁志

Thyroid Radiofrequency Ablation

Jung Hwan Baek　 Department of Radiology and Research Institute of 
Radiology, University of Ulsan College of Medicine, 
Asan Medical Center

10：40～11：20 教育講演

座長：昭和大学横浜市北部病院 外科　福成 信博

10：40～11：00

1　伊藤病院におけるPEI治療
國井 葉　伊藤病院 内科

11：00～11：20

2　甲状腺機能性結節にするPEIT
○ 中駄 邦博1）、上條 桂一2）

1）北光記念病院 放射線科、2）上條甲状腺クリニック

11：20～　次期会長挨拶、Closing remark 北光記念病院 放射線科　中駄 邦博



抄　　録
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一般演題 1

○中野 賢英、福成 信博、山下 皓正、相田 貞継
昭和大学横浜市北部病院 外科

　甲状腺結節性病変に対する治療は、これまで TSH 抑制療法と外科手術のみであり、低浸襲治療と

してエタノール局注療法（PEIT）が行われてきた。近年になり、ラジオ波焼却療法（RFA）、レー

ザー治療などが海外で行われ始め、研究・臨床応用が進んでいる。我々は、甲状腺結節に対する

Thermal Ablation 治療として RFA を2007年より臨床研究として開始し、累計113例に対して治療

を行った。その内訳は甲状腺良性腫瘍82例（非機能性58例、機能性24例）、バセドウ病4例（全例術

後再発例）、乳頭癌11例（術後再発4例、微小癌（非手術例）7例）、低分化癌1例、リンパ節転移15

例である。今回術後甲状腺機能を経時的に確認できた良性結節54症例（44人）に関して、症例を提示

し経過を供覧するとともに文献的考察を含め報告する。

　症例は非機能性甲状腺良性腫瘍44例、機能性甲状腺良性腫瘍10例であり、平均年齢は48.5歳、女

性40名、男性4名、平均腫瘍最大径は41.3 ㎜、平均経過観察期間は27カ月であった。平均腫瘍最大

径は RFA1カ月後に38.3㎜、3カ月後は30.7 ㎜、6カ月後は24.9 ㎜と縮小し、76.1％の体積減少を

得られた。術後血液検査では、22例で RFA 施行後 TSH の低下及び FT3、FT4の上昇が認められ、

31例で Tg の上昇が認められた。これらの変化は腫瘍焼灼及び併用した PEI による組織破壊により

引き起こされたと考えられるが、いずれの症例も甲状腺中毒症の症状などの所見は呈さず、経過観察

のみで加療1カ月後には各種血液検査結果は正常化していた。RFA 治療に伴う合併症としては、軽

度の皮膚熱傷を3例、外科処置を必要とする皮膚熱傷を1例認めたが、神経損傷、治療後甲状腺機能

低下症などは認めなかった。

　RFA は十分な腫瘍縮小効果を有し、整容性に優れ、低浸襲、安全な治療法であり、甲状腺良性結

節性病変に対する治療の選択肢の一つとなりえると考えられる。今後症例を蓄積し手技を確立するこ

とで、他施設に普及していくことが望まれる。

甲状腺良性結節性病変に対する
ラジオ波焼灼療法（RFA）の報告
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一般演題 2

○中駄 邦博1）、上條 桂一2）

1）北光記念病院 放射線科、2）上條甲状腺クリニック

　甲状腺腫瘍や、副甲状腺機能亢進の標準治療は外科治療であるが、後期高齢者、特に循環器や呼吸

器系の合併症を伴った患者では、外科治療が benefi cial だという evidence は確立しておらす、結果

的に経過観察に留まらざるを場得ない場合合も少なくない。PEIT や RFA のような局所治療は周到

な準備の下で慎重に実施されれば緩和的、或は根治的な治療となる。我々は、PEIT を入院させて意

識下鎮静下で fractionated session として実施している。甲状腺乳頭癌左葉切除後の皮膚浸潤を伴う

頸部リンパ節転移（図1）、甲状腺右葉切除後残存左葉の著明な腫大を示したバセドウ病（図2）、身寄

りの無い施設入居者に発見された長径2 ㎝の腫大副甲状腺を伴う原発性副甲状腺機能亢進症等に対し

て実施した PEIT の効果を供覧して、interventional therapy の意義について紹介したい。

後期高齢者における甲状腺、副甲状腺疾患のPEIT

Aug., 2013 Dec., 2013

初診時 PEIT後11ヶ月

図1

図2
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Thyroid Radiofrequency Ablation

特別講演

 Most thyroid nodules are benign; however, some nodules require treatment because of 
cosmetic reasons or symptoms. Surgery, radioiodine therapy and levothyroxine medication have 
been used for benign thyroid nodules; however they have many drawbacks such as scar, general 
anesthesia, hospitalization, hypothyroidism, hypoparathyroidism, bleeding, infection and voice 
change1-4). Radiofrequency ablation (RFA) is a new non-surgical method using heat which could 
induce thyroid tissue necrosis. This technique has been applied to various benign and malignant 
tumors with good results5-11). In thyroid gland, RFA has been applied to benign thyroid tumors 
and recurrent thyroid cancers.
 According to the 2012 consensus statement and recommendations4) published by the Korean 
Society of Thyroid Radiology, the inclusion criteria for benign thyroid nodules were as follows: 
(1) the presence of subjective symptoms (foreign body sensation, neck discomfort, pain, or 
compressive symptom) or cosmetic problems; (2) hyperfunctioning thyroid nodules related to 
thyrotoxicosis; (3) fi ne-needle aspiration (FNA) cytology and US fi ndings that were compatible 
with a benign nodule at least two separate times3, 12). The exclusion criteria were as follows: (1) 
follicular neoplasm or malignancy on FNA; (2) a nodule with the US criteria for a malignancy 
(taller than wide, marked hypoechoic, macro and microcalcification, and spiculated margin), 
although FNA was a benign result2, 3). In addition, caution should be taken in regard to the use 
of thyroid RF ablation in pregnant women, patients with serious heart problems, and those with 
contralateral vocal cord palsy4). 
 Our thyroid team have been applied RFA to thyroid lesions from 2002 and has suggested 
two basic techniques for thyroid6, 8, 11, 13-15). Those were “Trans-isthmic Approach Method” and 
“Moving Shot Technique”. Regarding the procedure, we inserted an electrode under US 
guidance along the short axis of the nodule using the “Trans-isthmic Approach Method” and we 
treated the nodule using a “Moving Shot Technique”. An electrode approach is made from the 
medial to the lateral aspect of a targeting nodule through isthmus (Trans-isthmic Approach 
Method), the short axis of the nodule, and RFA is performed in a transverse ultrasound view. 
This method has several advantages over the long-axis approach (caudo-cranial or cranio-
caudal direction)7, 10, 16). The fi rst advantage of the Trans-isthmic Approach Method is that the 
electrode passes through sufficient normal thyroid parenchyma to prevent a change in the 
position of the electrode tip during swallowing or talking and prevents leakage of hot fl uid in 
cases of thyroid nodules containing fluid. Another advantage is clear visualization of the 
relations of the thyroid nodule, electrode tip, and recurrent laryngeal nerve to one another. 

Jung Hwan Baek, M.D.
Associate Professor
Department of Radiology and Research Institute of 
Radiology, University of Ulsan College of Medicine, 
Asan Medical Center
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教育講演 1

國井　葉
伊藤病院　内科

【はじめに】 近年、甲状腺腫瘍に対するインターベンションは、ラジオ波焼灼治療（Radio-Frequency 

Ablation therapy：RFA）やレーザ治療（Interstitial laser photocoagulation：ILP）、集簇高音波治

（High-intensity focused ultrasound：HIFU）など目覚ましい進歩を遂げている。そして、甲状腺に

おける良性充実性腫瘍や切除不可能な悪性腫瘍を対象にその臨床効果が報告されている。このような

時代の流れの中、我々は1980年代から行われている PEI 治療（Percutaneous ethanol injection 

therapy）に固執して治療を継続している。

1. 当院でのPEI治療の実際

  　当院では1997年から PEI 治療を開始し、近年は年間440件前後を外来ベースで施行している。

PEI 治療は甲状腺囊胞と機能性結節で保険適応となっているが、現在当院で治療対象としている

のは、ほとんどが囊胞である。機能性結節は、PEI 治療では間隔を空けず数回の通院治療を要し、

痛みが伴うことがあり患者さんから敬遠されてしまう。

  　甲状腺囊胞に PEI 治療を施行している病院はあるが、手技もそれぞれ異なる。今回、当院で行

われている PEI 治療の現状を報告する。

2. 囊胞の治療成績

  　2012年1月から1年間初回で PEI 治療を施行した146例、囊胞の大きさは体積で中央値30.25 ㎖

（範囲：4-288 ㎖）を対象に、治療回数、縮小率等を検討し報告する。

3. 囊胞治療の実際

伊藤病院におけるPEI 治療

体積　8.1㎖ 体積　1.3㎖
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4. 囊胞以外の症例の実際

【おわりに】 甲状腺は体表臓器であるため、ある程度の大きさの結節ができると外見的に自覚しやす

い。PEI 治療で一部効果のある充実性腫瘤もあるが、先進インターベンションの方が効果は確実に得

られると考える。PEI 治療の良い適応は、麻酔や入院を必要とせず簡便に行える手技として、手術ま

でする必要はないが、縮小を希望する囊胞と思われる。

　

体積　34.6㎖ 体積　19.7㎖
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教育講演 2

○中駄 邦博1）、上條 桂一2）

1）北光記念病院放射線科
2）上條甲状腺クリニック

　甲状腺機能性結節における PEIT は有効な治療である。当院で行っている PEIT の現状について

紹介する。

実施前：IC の取得、超音波検査、標的となる細胞診の実施、Tc-99m 甲状腺シンチグラフイ、造影

CT を行って SPECT/CT fusion image と腫瘍への栄養血管の流入状態に関する3D-VR を作成する

（図1）。SPCT/CT は AFTN と non-functioning nodule の合併症例においても結節の機能評価に極

めて有用である。

PEIT：局所麻酔の後、原則的にパルスオキシメーターやモニター類を装着して midazolam による意

識下鎮静で無水エタノールを注入する。治療前に得られた VR 像を参考にして栄養血管内にも無水エ

タノール小量注入する（0.1-0.2 ㎖を数回。Power Doppler で 血流信号が消失するまで）。

治療効果判定：FT3, FT4は治療中は結節ないし周囲組織からの漏出によって上昇するので画像によっ

て行う。SPECT/CTでのTcの集積の完全消失CTのVRにおける栄誉血管の途絶を確認して終了と

する（図2）。Follow upは治療後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、以降は一年毎に行っている。

甲状腺機能性結節にするPEIT

3DVRSPECT/CT fusionTc-99m planar

図1
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治療効果：2010年に SPECT/CT と VR を取り入れるようになってから PEIT を実施した26例の

AFTN 全例で治療後3ヶ月目の甲状腺機能は正常化し、サイログロブリン値は治療前には全例で高

値であったが。23例では正常化した。体積縮小率の平均は92％で、治療後6-54ヶ月の経過観察期間

中に再発を認めた症例はいない。我々の方法は、他の施設と比べて煩雑で手間もかかっていると思わ

れるが、手間をかけた分、良好な治療成績が得られていると考える。

　

Pre PEIT Post PEIT

図2
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日本甲状腺 Intervention研究会

会　　則
第1章　総　則

（名　称）
第1条  この研究会は、日本甲状腺 Intervention 研究会（英文名 The Japan Thyroid Intervention 

Conference）（以下「本会」という。）という。
（事務所）
第2条 本会は、事務所を横浜市都筑区茅ヶ崎中央35－1に置く。

第2章 目的および事業

（目　的）
第3条  本会は、甲状腺 Intervention に関する研究についての発表、知識の交換、情報の提供等を

行うことにより、医学、医療およびその関連学問領域の進歩普及を図り、もって我が国に
おける学術の発展に寄与することを目的とする。

（事　業）
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　一 　学術集会、学術講演会等の開催
　　　二 　関連学術団体との連絡および協力
　　　三 　その他目的を達成するために必要な事業
 
第3章　会 員

（種　別）
第5条 本会の会員の種別は、次のとおりとする。
　　　一 　 正会員 

甲状腺 Intervention に関する医学・医療に関心をもつ者で、本会の目的に賛同して入会
した者

　　　二 　 賛助会員 
本会の行う事業を賛助する団体または個人で、本会の目的に賛同して入会した者

　　　三 　 名誉会員 
本会に対し特に功労のあった者を、世話人会の議決を経て名誉会員とすることができる。 
名誉会員は会費の納入を免除する。

（入　会）
第6条  会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を会に提出しなけ

ればならない。
（会　費）
第7条  会員は、内規に定める会費を納入しなければならない。 

既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
（資格の喪失）
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
　　　一 　退会したとき。
　　　二 　死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
　　　三 　除名されたとき。
　　　四 　会費を2年以上未納したとき。
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