
教育・研究・診療の特色3
より優しい眼科医療を目指してより優しい眼科医療を目指して

図1：OCT-A画像の一例。
網膜無灌流領域の存在が
一目瞭然である。

1. はじめに
　人間の生活に必要な情報の80％以上は眼を通して入る
とされており、生涯にわたりQOLを保つためにも眼は極め
て重要です。琉球大学医学部附属病院は沖縄県唯一の大学
附属病院かつ最終医療機関であり、我々に与えられた責務
は非常に大きいと考えています。外来診療は一日200名以
上の患者さんが来院されますが、診断に苦慮する症例や、
他施設では対応が困難な重症例が多いのが特徴であり、当
科では眼疾患のほぼ全ての領域に対応できる体制を整え
ています。2017年10月に私、古泉が教授として着任し、従来
までの各領域の伝統に加え、ライフワークである網膜硝子
体疾患の分野でエビデンスに基づいた安全かつ最新の治
療を提供できるように心掛けています。

2. 外来診療に関して
　眼科医療の進歩は目覚ましく、私が眼科医となった20年
前と比較するとまさに隔世の感があります。眼球は内部が
非侵襲的に観察できる組織であり、様々な先端診断技術が
他科に先駆けて導入されやすいのも特徴です。最近のホッ
トトピックといえば、私自身も開発段階に携わった光干渉
断層血管撮影（op t i c a l  c ohe r en c e  t omog r aphy  
angiography: OCT-A）があげられます（図１）。従来、網脈絡
膜の血流評価には造影剤を静脈注射して施行する蛍光眼底
造影が長く用いられてきました。現在でも非常に有用な検
査ですが、検査時間がかかる上にアナフィラキシーショッ
クなどのリスクも無視できません。OCT-Aは造影剤を用い
ずに、血管内を流れる赤血球などの動きを超高速で検出す
ることで非侵襲的に網脈絡膜の血管構造を画像化するもの
であり、今春より正式に保険収載がされました。まだ撮像画
角が狭く、様々なアーチファクトの問題などをクリアーし
ていく必要がありますが、将来的には蛍光眼底造影に取っ
て代わることが期待されています。

3. 手術に関して
　手術においても、広角眼底観察システムを駆使した小切
開硝子体手術（図2）を初め、緑内障インプラント手術、合併
症を有する難治白内障手術など、多岐にわたる領域をカ
バーしており、年間2000件を超える手術を迅速かつ安全に
行っております。手術件数は同規模の大学病院では全国
トップクラスです。

4. おわりに
　当科では世界の趨勢を冷静に見極めた上で、様々な最先
端技術を積極的に導入し、患者さんが苦痛なく安心して治
療を受けて頂ける体制を、今後も益々発展させていく所存
です。また臨床と研究は常に表裏一体のものであり、多くの
臨床経験を通じた独創的な研究を行い、沖縄から眼科学の
未来を切り開いていきたいと考えています。

診療における特色①

図2：小切開硝子体手術術中写真。網膜上の厚さわずか数マイクロンの膜を
摂氏にて除去している。

図3：眼科メンバー集合写真
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広がる活躍の場（救急部）広がる活躍の場（救急部）
　救急部は琉球大学医学部附属病院の中でも比較的新し
く、また最近大きく変わりつつある部門の一つです。
　平成27年に新設された救急災害診療棟での診療開始にと
もない、重症患者さんにも対応可能な初療室や救急病床
（HCU:ハイケアユニット）6床が新設されました。また診療
体制も、救急部スタッフ7名と各科よりのローテーション医
師による24時間体制の救急診療を行えるようになり、一次、
二次救急患者さんのみならず三次救急患者さんの受け入れ
体制も整いつつあります。
　近年、救急医が活躍する分野は、ショック、心肺機能停止、
多発外傷などの絶命の危機にある患者さんに対する診療
や、急性薬物中毒、熱中症など各診療科の領域に当てはまり
にくい重症患者さんの治療にあたる、いわゆる救命救急以
外にも多岐に渡るようになってきています。
　そのような背景のもと、たとえ生命の危機が迫っている
とはいえない救急患者さんにおいても、横断的な視点で患
者を診ることがでる医師、部署の存在が、多くの慢性疾患を
持つご高齢の患者さんの増加に伴い、ますます重要となっ
てきています。
　一例として、転倒し骨折したご高齢の患者さんは、その背
景に不整脈などによる失神発作や心不全の増悪、肺炎など
の感染症など、転倒を引き起こした原因が潜んでいる場合
があります。そしてこれら転倒の原因となった問題こそが、
後々の患者さんの生死に関わることも稀ではありません。
　このように複数の問題を抱える救急患者さんに対し、

個々の問題を同定し、それぞれの緊急性や重要性を考えな
がら、いずれを優先して診療を進めていくか判断をする役
割も救急医の重要な仕事となりつつあります。
　もちろんすべての救急患者さん対し、専門科と同等の知
識、技術を待ち合わせて診療を行うことは不可能ですが、専
門分野間の溝を埋め、また各診療科間の連携、橋渡し役を救
急部が担う必要性はまますます増していくと考え、当部で
は診療各科との連携のもと、一次、二次救急患者さんの診療
も行っております。
　そしてもう一つの救急部門の重要な役割は学生、研修医
への医学教育です。救急医療は医学部教育、初期臨床医研修
において、医師の一般的素養として身に着けるべき分野に
位置づけられております。当部では、医学部学生や研修医の
方々に、座学のみならず実際の救急診療の一翼を担ってい
ただきながら臨床トレーニングを行っていただくよう教育
体制の整備を行っております。
　さらに救急部門は災害医療のエキスパートとしての役割
を担う必要があり、発災への備えとしての災害時の診療体
制の構築、災害訓練、発災時の災害支援（DMAT隊の派遣）な
どに関しても力点をおいて取り組んでおります。
　以上のように、今後ますます増加するであろう救急部の
活躍の場に対応できますよう、診療内容の向上やマンパ
ワーの充実をに向けて、医局員一同力を合わせ頑張って参
ります。

診療における特色②
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教育・研究・診療の特色3
脳神経外科領域におけるサイバニックスーツHAL®を用いた先進リハビリテーションによる効果的な機能回復脳神経外科領域におけるサイバニックスーツHAL®を用いた先進リハビリテーションによる効果的な機能回復

緩和ケアについて緩和ケアについて

　ヒト脳機能の中で運動系と感覚系は高次レベルではそ
れぞれが直列では無く並列に機能しています。つまり運動
系ネットワークそのものが高度な認知能力を備えている
事が最近判明してきました。たとえば細かい動作をスムー
ズに行うために必要な手続き記憶（一輪車をうまく操作す
る）は小脳の後葉外側に形成されますが、似て非なるもの
の識別－パターン分離と専門的に呼ぶ見逃しやすい細か
な差異を識別する能力にも関与していることを私たちは
報告しています（Cerebellum 2015）。 
　運動系の機能回復を効率よく回復支援する装置の一つ
にロボットスーツHAL（Hybrid Assistive Limb）®がありま
す。HALは人の意思に従う随意制御とロボットの自律制御
を組み合わせたサイバニックシステムで、筑波大学の山海
嘉之先生により開発されました。装着者の動作意思情報を
反映した微弱な生体電位信号を末梢より検出して動作を
実現できるため、脳からの情報を処理し外部機器へと出力
するBMI（Brain Machine Interface）の一つにも位置づけら
れます。医療用HAL®は世界初の「ロボット治療機器」として
注目されており、現在、日本国内では筋萎縮性側索硬化症
などの8つの神経・筋難病疾患に保険適用されて従来の福
祉用の旧型に比較して格段の治療効果を上げています。特
に下肢の機能回復にすぐれますが、脳卒中については医師
主導治験中で保険適応がないため、脳外科では臨床研究と
して使用しています。仕組みは以下の通りです。①下肢の
皮膚表面に貼り付けた電極から動作意思を反映した生体
電位信号を取得します。②得られた情報を解析し、大腿部
と膝部のパワーユニットに指令をだします。③生体電位信

号に応じてパワーユニットが 働き装着者の意思に従った
動きを実現します。④このような随意運動を繰り返すこと
で、脳神経系の繋がりが強化・調整され、機能改善・機能再生
が促進されます。医療用HAL®では重い麻痺の患者さんで
あっても、意思を反映した微弱な生体電位信号が検出でき
れば随意運動を実現できます。装着した患者さんからする
と、動かしたくとも自力では動かない足を動かそうすると、
自然なタイミングで
HAL®が足を動かしてく
れるということになり
ます。われわれの脳機能
イメージングから動か
そうとする意思に従っ
てHAL®により助けられ
て動きだす感覚情報が
ヒトの脳にフィード
バックして機能的回路
網の再構築を促し神経
回路の再生が促進する
ことが判明しました。
HAL®による先進リハビ
リの有効性の基盤には
並列し補完し合う運動
系、感覚系ネットワーク
の統合を我々の脳に促
すためと考えられてい
ます。

診療における特色③

診療における特色④

　当院の緩和ケアの中核を担う緩和ケアセンターの主な
活動は緩和ケアチームならびに緩和ケア外来です。前者に
ついては、身体症状担当医師（日本緩和医療学会専門医2名
を含む）、精神症状担当医師、看護師（がん看護専門看護師2
名、緩和ケア認定看護師1名）、薬剤師（緩和ケア認定薬剤師
1名を含む）を始めとした多職種からなるチームで、がん治
療中～治療後の患者さんに対して様々な苦痛を緩和し安
心して療養できるように支援しています。本年度診療報酬
改定において「緩和ケアチーム診療加算」に「個別栄養食事
管理加算」が追加されたこともあり、専任の管理栄養士が
緩和ケアチームに加わり、栄養サポートチームとの連携の

もとに「食・栄養」の視点からの介入も行っていきます。
　当院に緩和ケア病棟はありませんが、県内5か所の緩和
ケア病棟を含む地域の病院や在宅療養支援診療所などと連
携しながら、患者さんやご家族が望む環境で安心して療養
できるように、「いつでもどこでも切れ目のない緩和ケア」
を提供する体制の充実を図っています。
　緩和ケアのさらなる質の向上を目指して、教育面におい
て基本的緩和ケア教育の普及のほか、緩和医療専門医の育
成や大学院教育（がんプロフェッショナル養成プラン）など
にも尽力しています。

I could walk!
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機能画像診断センター（FIMACC）による癌診断について機能画像診断センター（FIMACC）による癌診断について
　FIMACC(Functional Imaging and Communication 
Center)は琉球大学医学部附属病院に隣接する機能画像診
断センターです。機能画像検査とは、従来のX線単純写真や
CT、あるいはMRIといった“形態”画像検査とは異なり、生体
内での分子あるいは細胞レベルの“機能”を可視化したり定
量化したりする事ができる検査です。
　当施設ではFDG-PETと呼ばれる機能検査を行っていま
す。FDG-PETでは生体内のブドウ糖代謝活性を観察するこ
とができ、特に悪性腫瘍の診療において大きな役割を担っ
ています。悪性腫瘍は現代医療において非常に重要視され
ており、治療前の病期診断、治療中の治療効果判定、治療後
の再発診断といった診療の段階で様々な検査が実施されま
すが、各段階においてFDG-PETは重要な情報を提供するこ
とができます。全ての悪性腫瘍に対応出来る万能な検査で
はありませんが、頻度の高い殆どの悪性腫瘍に対して有用
であり、また副作用も非常に少なく侵襲性の低い検査と
なっています。
　その他にも保険適応疾患として心サルコイドーシスの
FDG-PET検査も当施設では行っており、悪性腫瘍だけでは
なく循環器疾患においても重要な役割を担っています。
　県内では当施設以外でも他に2ヶ所の施設でPET検査を
行っていますが、 当施設は後発であるにも関わらず順調に

検査件数を伸ばしており、平成29年度の総検査件数は2,536
件に達しています。1日あたりの件数は10.66件で、1台の
PET装置で行うことか出来る検査件数の12-13件に迫って
おり、2台目のPET装置導入も視野に入れ業務に励んでいま
す。
　当施設の特徴の一つとして、近隣病院からの紹介患者さ
んの件数が多いことが挙げられます。平成29年度の院外か
らの検査依頼件数は871件で、院内と院外の検査比率は2:1
となっています。専門医による速やかなレポート記載、院外
紹介検査においては速やかなレポートおよび画像データ送
付を心がけており、依頼いただいた主治医の先生方や検査
を受けていだたいた患者さんの診療に役立てていただける
よう尽力しています。
　また附属病院とは異なり、保険外診療として“PETがん検
診”を行なっていることも特徴の一つです。やはり全ての悪
性腫瘍を発見できる訳ではありませんが、通常のがん検診
で行われる画像検査では発見出来ない病変を指摘出来る場
合もあり、有用性が期待されています。検診中は専用スタッ
フによるコンシェルジュサービスを行っており、きめ細や
かな対応もご好評いただいています。インターネット上に
てウェブサイトも公開しておりますので、ご興味のある方
は“FIMACC 検診”にて検索していただければ幸いです。

診療における特色⑤
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