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精度向上、効率化に貢献でき
る
当科の持つ知財、技術

①穿刺技術 ②細胞採取技術

SLOP-FNAC
(Yonago Acta Med. Sep; 60(3): 209–212. 2017)

SONAVIA（特許取得済み）

S-Lock（特許出願中）



穿刺法について
交叉法 同一平面法

長所
・最短経路を選択可能
・繊細な調節が可能
・頚部全体を対象とした時は穿刺不可能
な例が少なく、周囲臓器への危険が低

い
短所
・針全体を描出できない
・多少の慣れが必要である

短所
・穿刺経路が長くなる
・繊細な調節が困難である。
・頚部では穿刺不可能な例が多く、
周囲臓器への損傷の危険が高い

長所
・針全体を描出できる

古川 政樹：日耳鼻２００７；１１０：６０６-６１０より改変



頸部リンパ節穿刺における交叉法の短所

・隣接臓器を避けるために穿刺
方
向や検者の姿勢を合わせて穿

刺
する。

②刺入角度により、検者は超音波
モニターが見にくく、穿刺時に姿

勢
が崩れる場合がある

③刺入中に検者は針の刺入
距離（深度）が確認しにく

い。
・側頸部は総頸動脈などの隣接
臓器が後方にあると出血等合併
症の危険性が高くなる

？

分かる

①いつもの甲状腺穿刺で行う慣れ
た
姿勢で穿刺ができない。

動脈
静脈

・普段の穿刺に近い姿勢にする

・モニターを見やすくする

・穿刺深度がわかりやすくする

これら短所改善には…



穿刺吸引細胞診検査支援機器 （金沢工業大学との医工連携）

Sound navigation system  「Sonavia ソナビア」

単眼視
（右
目）

双眼視
（両
目）



Sonavia穿刺法の短所

X,Y、Z軸すべてが移動し超音波画像範囲以外に針が移動。
結局先端を描出するための技術が必要。

Z軸

X軸

Y軸

皮膚面

皮下組織



頸部リンパ節穿刺における平面法の短所

・隣接臓器を避ける必要があり穿刺
方向、ルーﾄを固定した平面法は
頸部穿刺には不向き

外付けガイド孔を用いた斜方向の穿刺
で針全体を描出し先端確認

☟
斜めの分だけ外側からの刺入のため
隣接臓器の影響を考慮する必要ある。



腰椎穿刺
椎間を穿刺（１ｃｍ以下）

胸腔穿刺
肋骨間を穿刺（１ｃｍ以下）

同一平面法では狭い部分の穿刺は困難



描出範囲に垂直に針を刺入できれば隣接臓器
への誤刺入をさけて目標病変へ一直線に刺入
可能。

刺入角度 ４５度 刺入角度 ０度



針は音響陰影となり先端は
描出されず、穿刺深度は
評価不可能。

しかし…



穿刺法の改良について

交叉法 同一平面法

X,Y軸は固定されZ軸（深度）のみが
移動する。すなわち画像範囲以外
には針が移動しない。

エコー画面内描出して
０度で刺入が可能！

長所
・最短経路を選択可能
・繊細な調節が可能
・頚部全体を対象とした時は穿刺不可能
な例が少なく、周囲臓器への危険が低い

短所
・針全体を描出できない
・多少の慣れが必要である

短所
・穿刺経路が長くなる
・繊細な調節が困難である。
・頚部では穿刺不可能な例が多く、
周囲臓器への損傷の危険が高い

長所
・針全体を描出できる

長所
・最短経路を選択可能
・繊細な調節が可能
・頚部全体を対象とした時は穿刺不可能
な例が少なく、周囲臓器への危険が低い

長所
・針全体を描出できる



針の突出距離

皮膚からの刺入最深度

データを超音波機器に
おくり、コンピュータ
処理で刺入距離のマー
クを
仮想描出。

移動距離

Sonaviaのデータを超音波画像に描出
Sonavia Lock-on System

≒
≒

同一距離



交叉法と平面法のハイブリッド！？

これは理想形態。

理由…
・穿刺に要する幅を

最小限に出来る

まさに標的臓器を

Lock On！



ＦＮＡＣ ＦＮＮＡＣ

利点

・経験豊富で安定した手技
・針を直接持たず安全
・組織採取量が多い

・操作性がよい
・血液の混入が少ない（毛細

管圧利用）
・吸引が不要で一人で可能
・吸引せず組織損傷少ない

欠点

・（一人検者）ピストルは操作
性が悪い

・（二人検者）穿刺と吸引で
意思の疎通が必要

・血流豊富な腫瘤で血液混
入量が多い

・不正確な吸引圧で採取
検体の変性、組織損傷

・比較的新しく手技が不安定
・針を持つため注意必要
・堅い組織や石灰化病変で

は細胞採取量が少ない
・嚢胞は排液で手指が汚染

細胞採取技術



これまでの吸引式及び非吸引式FNACの問題点の改善には？

・血液の混入を減らす
・細胞量を増やす
・操作性と安全性を改善
・吸引圧を低圧で一定化
・細胞変性を減らし組織障害を防ぐ
・低費用
・穿刺回数を減らへらして播種を防ぐ



選択的低圧式穿刺吸引細胞診
（Selective Low-pressure FNAC “SLOP-FNAC”）

• 場所を選び一定の低圧で吸引

• 人差し指一本で調整

三方合栓
陰
圧
吸
引
へ



No aspiration of tissue other than tumor

Aspiration of tumor tissue

Tissue other than tumor

Tumor

Selective Low-pressure FNAC “SLOP-FNAC”

Yuzo Shimode, et al: Yonago Acta Med. Sep; 60(3): 209–212. 2017



The Mair S et al. scoring system and evaluation results

Yuzo Shimode, et al: Yonago Acta Med. Sep; 60(3): 209–212. 2017



S-Lock   +  SLOP-FNAC

あらゆる穿刺検査、治療における
精度向上、効率化が可能



がん診療の現状

病理診断

画像診断
US,CT,MRI,PET,

手術療法

放射線療法

化学療法（抗がん剤）

免疫療法 等

strategy

logistics

多様性

予後に影響する因子など

Ex.遺伝子情報

Precision Medicine
（精密医療）

現在の医療における

精度向上と効率化
が必要既存の検査や手技では対応困難なもの

たとえば…穿刺手技、組織採取手技 等



当科が描くがん診療に向けた取り組み

同一病変内において異なる性質を呈する部位に対する穿
刺技術精度向上と、効率的な多量の組織採取により多様
化した先進的医療に対応

① S-Lock
部位別に穿刺して
異なる性質を評価

② SLOP-FNAC
採取検体を増やすことで

病理診断を向上させ、
遺伝子検査などが行える



災害時の医療
過酷な災害現場での最良の医療

Intervention治療

救命に必要な診断と治療

CT、MRI等の機器（－）

US（超音波）

POCｰUS



腰椎穿刺
椎間を穿刺（１ｃｍ以下）

胸腔穿刺
肋骨間を穿刺（１ｃｍ以下）

災害現場での様々な穿刺医療行為に有効
・麻酔
・診断
・Intervention治療（穿刺排液、心、脳血管内治療）

穿刺麻酔

胸水穿刺吸引



• 当院が有する知的財産と技術を基に、企業の方々
と連携を希望いたします。

• 何卒よろしくお願い申し上げます。

本技術に関する知的財産権

①特許5565701「穿刺操作支援システム」

②特開2015-211771「垂直穿刺支援システム」

本件に関するお問い合わせ；

金沢医科大学 研究推進センター

産学連携コーディネータ 高田律子

TEL 076-218-8055

email hrc-jimu@kanazawa-med.ac.jp


