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外傷性脾損傷に対する鏡視下手術の有用性
の検討

外科学教室（消化器・一般外科学部門）
吉澤　宗大，村上　雅彦，大塚　耕司 
伊達　博三，五 藤 　哲，山崎　公靖 
藤 森 　聰，青木　武士，加藤　貴史

外傷性脾損傷に対する治療として，保存治療不可
能にて手術を選択した場合に，当院では鏡視下手術
を第一選択としている．しかしながら，待機手術に
おける鏡視下手術は通常施行されているが，ショッ
ク状態を伴う緊急手術において，鏡視下手術を選択
する施設は殆ど認められない．今回，外傷性脾損傷
に対する鏡視下手術の有用性を開腹手術と比較，検
討したので報告する．

症例は 2006 年 4 月～ 2012 年 2 月に手術を施行し
た 7 例で，内訳は腹腔鏡手術 4 例，開腹手術 3 例．
平均手術時間 123 分 vs 110 分，術中出血量 2243 g 
vs 3193 g，平均在院日数 10.3 日 vs 10.0 日と有意差
は無かった．また，気腹の影響による血圧低下など
が最も懸念されるが，実際には血圧低下は見られ
ず，脾臓摘出までの時間も平均 33 分（21 ～ 55 分）
と良好な視野のため早期に摘出可能であり，鏡視下
手術は緊急手術においても安全で有用な手技である
と考えられた．

原発不明癌と重複した S状結腸癌の一例

外科学教室（消化器・一般外科学部門）
加 藤 　礼，村上　雅彦，渡 辺 　誠 
榎並　延太，小池　礼子，大 中 　徹 
山下　剛史，青木　武士，加藤　貴史

症例は 48 歳女性，下血を主訴に近医より紹介と
なった．

下部消化管内視鏡検査で S 状結腸に 2 型病変を

認め，生検にて高分化腺癌と診断された．深達度
sm massive と判断した．腹部 CT 検査で肝内に多
発する SOL，所属リンパ節腫大，左副腎腫大を認
めた．

以上より S 状結腸癌 cMP cN1 cH3 cPx cStage
Ⅳと診断し，手術を施行した．手術所見は，腹水の
貯留認め，腹部 CT にて所属リンパ節腫大と思われ
た腫瘤は S 状結腸腸間膜にあり，手拳大で小腸と
癒着しており S 状結腸切除，小腸合併切除を施行
した．大網に腹膜播種と思われる結節を認め，同時
切除した．術後経過は良好で軽快退院した．病理結
果で S 状結腸癌の組織型は高分化腺癌，深達度は
SM＞5000μm の診断であった．腹水細胞診は低分
化腺癌，腸間膜腫瘤，大網結節からは低分化腺癌と
内分泌細胞の混在が認められた．S 状結腸癌のリン
パ節転移後の内分泌細胞癌への分化の可能性も否定
できないが，深達度が SM＞5000μm であるため，
重複する原発不明の多発肝転移，腹膜播腫と診断し
た．

貴重な症例を経験したため若干の文献的考察を含
めて報告する．

重症多形紅斑とスティーブンス・ジョンソ
ン症候群／中毒性表皮壊死症の免疫組織学
的鑑別（学位甲）

内科系皮膚科学専攻
岩井　信策

藤が丘病院皮膚科
末木　博彦

皮膚科学教室
渡辺　秀晃，飯島　正文

【背景】Stevens-Johnson syndrome （SJS）/toxic 
epidermal necrolysis （TEN）の多くは薬剤により
生じ，生命を脅かし，重篤な後遺症を残しうること

第 309 回　昭和医学会例会

日　　時　2 月 25 日（土）午後 1 時 
場　　所　1 号館 7 階講堂（総合校舎）

昭和医会誌　第72巻　第 2号〔 269-289頁，2012〕



第 309 回　昭和医学会例会

270

から，早期診断に基づく適切な治療が求められてい
る．発熱などの全身症状，粘膜病変を伴う重症多形
紅斑（EMM）は発症早期の臨床症状から SJS/
TEN と鑑別することが難しい．近年 granulysin を
中心とする細胞傷害性分子が SJS/TEN における広
範囲な表皮細胞の壊死を引き起こすこと，制御性 T
細胞（Treg）の減少と機能低下が SJS/TEN の発
症と病勢の拡大に関与していることが報告された．
【目的】細胞傷害性分子や Treg を中心とする浸

潤細胞の免疫組織学的解析が，発症早期の SJS/
TEN と EMM の鑑別に有用か否かを検討する．
【対象と方法】過去 9 年間に経験した SJS 患者 10

人，TEN 患者 4 人と EMM 患者 16 人の生検皮膚組
織を対象とした．皮疹出現から生検までの期間は
SJS/TEN で 4.14±3.48 日，EMM で 4.88±2.87 日
といずれも発症早期の生検であり両群間に差異はな
かった．CD8 と細胞傷害因子である granulysin，
perforin，granzyme B の二重免疫蛍光抗体法なら
び に granulysin，perforin，granzyme B，CD1a，
CD3，CD4，CD8，CD68，Foxp3 の免疫組織化学
的解析を行った．表皮から真皮上層の陽性細胞が最
も多く認められた部位を中心に連続する5視野（750
μm2）を写真撮影し，陽性細胞数を算出した．
【結果】granulysin＋ 細胞数/CD8＋ 細胞数（p＝

0.012）と perforin＋細胞数/CD8＋細胞数（p＝0.037）
の比率は SJS/TEN で EMM に比し有意に高値で
あった．CD68＋細胞数は SJS/TEN で有意に多く（p
＝0.007），Foxp3＋ 細 胞 数 と CD4＋ 細 胞 数 は SJS/
TEN で有意に少なかった．CD1a＋ならびに CD8＋

細胞数は両群間に有意差は認められなかった．
【結論】SJS/TEN における表皮細胞の広汎な壊死

は皮膚における CD8＋細胞数よりも granulysin な
どの細胞傷害性因子の発現の程度や Treg 細胞数の
減少と関連することが確認された．本研究結果から
生検皮膚を用いた細胞傷害性分子と Treg を指標と
する免疫組織学的解析は発症早期における SJS/
TEN と EMM の鑑別診断に有用であることが示唆
された．

エフェクター一メモリー Thl7細胞による
CCR6，CD146共発現（学位甲）

内科系皮膚科学専攻
神山　泰介

皮膚科学教室
渡辺　秀晃，飯島　正文

生化学教室
巌本　三寿，宮 崎 　章

【目的】エフェクターメモリー T（TEM）細胞は，
メモリー T 細胞のサブセットの一つで，炎症組織
への遊走を仲介する受容体を発現し，様々なサイト
カインを産生する．エフェクターメモリー Th17

（Th17EM）細胞は，乾癬をはじめとする Th17 関連
疾患の炎症において重要な役割を果たしていると推
測されるが，これまで検討がなされていない．そこ
でわれわれは Th17EM 細胞について，その表面マー
カー，そして乾癬との関連性に焦点を当て研究を
行った．
【方法】まず，Th17EM 細胞を末梢血より単離す

るための有用な表面マーカーを同定するため，6 色
フローサイトメトリーを用い，健常者の末梢血より
メモリー CD4＋TEM 細胞を CCR6，CD146 の発現の
有無に基づきソーティングした．抗 CD3/28 ビー
ズ，IL-1β，IL-23 を添加し 4 日間培養後，細胞内
サイトカインをフローサイトメトリーで測定した．
次に，Th17EM 細胞と乾癬の関連性を確認するため
に，健常者と乾癬患者の末梢血 TEM 細胞サブセッ
トの割合を 6 色フローサイトメトリーで解析した．
乾癬患者の末梢血 TEM 細胞サブセットの IL-17 産生
能は ELISA 法を用いて確認した．
【結果】CCR6＋CD146＋TEM（CD3＋CD4＋CD45RA－

CCR7－）細胞がその他のサブセットに比べ高い
IL-17 産生能を有していた．末梢血中の CCR6＋

CD146＋TEM 細胞の割合は健常者と乾癬患者におい
て有意差をみとめなかったが，乾癬患者 8 人のうち
3 人において，コントロールの平均＋5 SD を超え
る割合で CCR6＋CD146＋TEM 細胞がみとめられた．
【考察】CCR6，CD146 共発現は Th17EM 細胞の

優 れ た な マ ー カ ー で あ り， 末 梢 血 中 の CCR6＋

CD146＋TEM 細胞の増加は，Th17 関連疾患におけ
る全身的な Th17 細胞活性の推定に有用であると考
えた．
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自己免疫性膵炎動物モデルにおける膵島炎
の特徴と機序―CD11c＋細胞，CD4＋T細胞，
Th2の活性化とβ細胞傷害の優位性（学位
甲）

内科系内科学（消化器内科学分野）専攻
佐藤　悦基

内科学教室（消化器内科学部門）
吉 田 　仁，岩田　朋之，野本　朋宏
山﨑　貴久，湯川　明浩，本 間 　直
北村　勝哉，池上　覚俊，井廻　道夫

東京有明医療大学保健医療学部
田中　滋城

虎の門病院消化器内科
今村　綱男

【背景】自己免疫性膵炎（AIP）では耐糖能異常
や糖尿病を合併が知られるが，外分泌腺障害と同
様，副腎皮質ホルモンにより改善が得られる症例も
ある．AIP での糖尿病の発症機序は内分泌腺の血
流障害，炎症波及による膵ラ氏島傷害などの影響が
推測されているが，後者は膵島炎と称され，その発
症機序には様々な可能性が考えられる．
【目的】動物モデルを用いて AIP における膵島炎

の発症機序の解明をする．
【方法】AIP 動物モデルとして aly/aly 雄性マウ

ス（AIP 群）を用い，16 ～ 48 週齢の aly/aly 雄性
マウス膵において，膵外分泌腺傷害を膵炎とし，膵
内分泌傷害を膵島炎として，組織学的な評価を
image J を用い客観的に行った．また，内分泌細胞
と浸潤炎症細胞は，免染によりβ・α細胞，CD4・
CD8・CD11b・CD11c＋ 細胞など細胞別の検討を
行った．さらに，膵の Th1 分泌サイトカインとし
て IFN-γ，Th2 分泌サイトカインとして IL-4 各々
の膵組織中濃度を測定した．対照群には aly/＋雄
性マウスを用いた．
【成績】膵炎は生後 16 週より，膵島炎は膵炎に遅

れ 24 週より観察され，経時的に進行し，免染で見
るラ氏島の面積は減少した．CD11c＋細胞・CD4＋T
細胞が経時的に増加し膵島内への浸潤を認めた．一
方，CD11b，CD4 には陽性所見を認めなかった．
48 週ではラ氏島中心に多いβ細胞が脱落し，辺縁
主体のα細胞が残存する像を認めた．IFN-Y 値は
16 週で最大となり，20 週以後急速に減少した．一

方，IL-4 値は 16 週と 32 週と二峰性のピークを認め，
32 週以後での高度な膵島炎との関連が示唆された．
【結論】AIP において膵島炎は，膵炎に遅れて

CD11c＋細胞，CD4＋T 細胞が膵島内へ浸潤するこ
と で 惹 起 さ れ る 可 能 性 が あ り，Th2＞Th1 の
imbalance は膵島炎の進展を促すと考えられる．ま
た，本膵島炎は，α細胞に比べβ細胞優位に進む
ことが推定される．

平坦・陥凹型大腸腫瘍における DNAメチル
化に関する検討（学位甲）

内科系内科学（消化器内科学分野）専攻
紺田　健一

内科学教室（消化器内科学部門）
小西　一男，井廻　道夫

【目的】大腸鋸歯状腺腫を介した発癌過程に DNA
メチル化が関与することが報告されている．しか
し，通常型（非鋸歯状）腺腫を介した発癌過程にお
ける DNA メチル化の関与については明らかでな
い．今回われわれは，通常型大腸腫瘍における
DNA メチル化について肉眼形態別の検討を行なっ
た．
【方法】当院で内視鏡的あるいは外科的に切除さ

れた大腸腫瘍性病変 106 病変（低異型度腫瘍 62 病
変・高異型度腫瘍 44 病変）を対象とし，肉眼形態
から平坦・陥凹型（flat-depressed neoplasia，FDN）
56 病変と隆起型腫瘍（polypoid neoplasia，PN）50
病変に分類し検討を行った．bisulfite-pyrosequencing
法 を 用 い て MINT1，MINT2，MINT31，MLH1，
p16，MGMT，RASSFIA，SFRP1，LINE1 につい
てDNAメチル化解析を行い，さらにKRAS・BRAF・
p53 遺 伝 子 変 異 お よ び microsatellite instability

（MSI）の有無についても検討を行った．
【成績】PN 群では KRAS 遺伝子変異を（38％，

21/56 vs. 8％，4/50；P＝0.004），FDN 群では p53
遺伝子変異を（2％，1/56 vs. 18％，9/50；P＝0.0061）
有意に高率に認めた．また，MGMT，RASSF1A，
SFRP1 について PN 群で有意に高いメチル化レベ
ルを示したのに対し（p＜0.05），LINE-1 について
は FDN 群で有意に低いメチル化レベルを認めた

（64.6％ vs. 62.5％，P＝0.01）．BRAF 変 異 お よ び
CIMP・MSI 陽性の頻度は両群間で有意差を認めな



第 309 回　昭和医学会例会

272

かった．次に，これらの遺伝子学的特徴について組
織異型別および腫瘍径別に分けて検討したが，腫瘍
径 10 mm 以上の病変および高異型度病変において
その特徴は明らかであった．さらに，腫瘍径 10 mm
以上，高異型度病変，villous component のいずれ
かを認める場合に“advanced histology あり”と定
義し，LINE-1 低メチル化について検討したところ，
advanced histology を示した病変において PN 群に
比して FDN 群で有意に低いメチル化レベルを示し
ました（FDN 群，61％ vs. PN 群，64％，P＝0.0084）．
また，FDN 群について p53 遺伝子変異の有無で検
討してみると p53 変異陽性 FDN 群で LINE-1 のメ
チル化レベルは有意に低値であった（p53 変異陽性
例，58％ vs. p53 変異陰性例，63％，P＝0.0121）．
【結論】PN 群と FDN 群では，DNA メチル化を

含め異なる分子生物学的特徴を有しており，特に
FDN では，予後との関連が報告されている LINE-1
の低メチル化および p53 遺伝子変異が特徴的であっ
た．

Glioblastoma細胞株における放射線照射後
の P53とmiRNA発現解析（学位甲）

外科系脳神経外科学専攻
田中　俊生

脳神経外科学教室
佐々木晶子，谷岡　大輔
野田　昌幸，藤島　裕丈，中山　禎理
小林　裕介

薬理学講座（医科薬理学部門）
宇髙　結子，辻　まゆみ，小山田英人

【目的】神経膠芽腫（glioblastoma）は，手術加
療だけでは完治が困難な悪性脳腫瘍であり，腫瘍摘
出後，放射線療法と化学療法との併用加療をおこな
うが，治療途中で抗癌剤耐性や放射線耐性を得るた
めに根治療法とは なり得ていない．近年，遺伝子
の転写を制御する miRNA が報告されており，耐性
を得た細胞のアポトーシスを誘導する可能性が示さ
れてきた．われわれは，P53 アポトーシス誘導経路
に関与する Bcl-2，Bax，Caspase9，Caspase3 発現
と遺伝子発現を制御する miRNA の検討をおこなっ
た．
【方法】神経膠芽腫細胞の A172（P53 wild type）

を使用し 60 Gy まで放射線照射をおこなった．未照
射細胞をコントロールとして 30 Gy，60 Gy 照射後
の P53, Bcl-2，BAX の ELISA 測 定，Caspase3，
Caspase9 activity と miRNA の発現を測定した．
【結果】P53 発現量は A172 細胞の 30 Gy で 6.7 

pg/μg protein（P＝0.3），60 Gy で 4.47 pg/μg protein 
（P＝0.6）．P53 を制御する miR-34a 発現比は，A172 
細胞の 30 Gy 照射と未照射のコントロールで 0.17，
60 Gy では 18.7．Bcl-2 と Caspase9 発現を制御する
miR-21 は検出されなかった．
【結論】A172 細胞は，miR-34a と miR-21 影響を

受けて P53 経路によるアポトーシス発現量が抑制
さ れ る こ と が 明 ら か と な っ た． 本 研 究 か ら，
miRNA を調節することにより放射線耐性を得た細
胞の P53 転写活性を高める遺伝子治療への可能性
が示唆された．

随意性呼吸における CO2ホメオスターシス
の破綻（学位甲）

生理系第二生理学専攻
大 橋 　傑

第二生理学教室
泉﨑　雅彦，政岡　ゆり，白田　直之
本間　生夫

【背景】呼吸のリズムを変化させても，脳幹の呼
吸中枢によって呼吸の深さが自動的に調節され CO2

ホメオスターシスは適正に保たれる．一方，呼吸の
リズムは呼吸中枢において生成されるが上位脳に
よって修飾される．例えば，感情に伴う身体表出で
ある情動は呼吸のリズムに影響を与え，時に CO2

ホメオスターシスを超えて作用が発揮される．
【目的】呼吸の深さを随意的に変化させたとき，

呼吸のリズムが自動調節されて CO2 ホメオスター
シスが保たれるか明らかにする．呼吸のリズムは上
位脳による修飾も受けることから，呼吸の深さを固
定すると呼吸リズムによる自動調節は CO2 ホメオ
スターシスを適切に維持できないという仮説を立て
た．さらに情動による呼吸リズムの修飾は CO2 ホ
メオスターシスにどのような影響を及ぼすか検討し
た．
【方法】被験者に対し 1 回換気量を一定に保つよ

うに指示し，呼吸数は任意とした．あるいは，呼吸
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数を一定に保ち，1 回換気量を任意とした．その際
の呼気終末炭酸ガス濃度（FETCO2）を測定し，
CO2 ホメオスターシスが維持されるか検討した．次
に，随意呼吸中に生理食塩水あるいは香りを嗅が
せ，CO2 ホメオスターシスの変化の違いについて検
討した．
【結果】呼吸数を一定にした場合，FETCO2 には

有意な変動は生じなかった．一方，1 回換気量を一
定にしたとき，FETCO2 は有意に低下した．特に 1
回換気量が大きいほど FETCO2 の低下は顕著で
あった．1 回換気量一定の呼吸をした際の FETCO2

低下は，香り刺激による呼吸数低下作用により早期
に回復した．
【結論】1 回換気量を随意的に一定にすると

FETCO2 が保たれなかった事より，呼吸中枢での
自動調節が呼吸数の調節には働きにくいと示唆され
る．また，情動による呼吸調節は上位脳によるもの
であって，随意呼吸による呼吸中枢の調節が over 
ride すると示唆される．

浸潤性膵管癌における胃型・腸型マーカー
発現とその意義について（学位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
高野　祐一

第一病理学教室
大池　信之，原田　健司，諸星　利男

藤が丘病院病理診断科
田尻　琢磨

藤が丘病院消化器内科
高 橋 　寛

【目的】浸潤性膵管癌（invasive ductal adeno-
carcinoma：DAC）は比較的均一な膵胆道型の組織
形態像を示すが，腸型や胃型などの異質の成分が化
生的に合併することもある．今回，そのような異質
な成分の合併頻度や臨床病理学的意義について検討
した．
【材料・方法】DAC59 切除例を対象に，免疫組織

化学的に腸型（intestinal type）マーカーである
CDX2 の高発現（＞25％）がみられる腫瘍を“DAC 
with INT”，胃型（gastric type）マーカーである
MUC5AC の高発現（＞25％）がみられる腫瘍を

“DAC with GAS”，両者の高発現がみられる腫瘍を

“DAC with INT/GAS”と分類し，両者の発現が乏
しい“pure DAC”を含め，臨床病理学的事項につ
いて比較検討を行った．
【結果】CDX2 や MUC5AC の高発現は 59 例中

31 例（52.5％）と約半数にみられ，pure DAC は
28 例（47.5％），DAC with INT は 11 例（13.6％），
DAC with GAS は 15 例（25.4％），DAC with INT 
and GAS は 5 例（8.5％）であった．これらの群間
で年齢，性別，大きさ，局在，T 分類，予後につい
て有意差はみられなかったが，DAC with GAS は
他の群に比べ，組織学的分化度が有意に高いにもか
かわらず，リンパ節転移率が有意に高かった（DAC 
with GAS，73％：他の群，36％）．
【まとめ】DAC に異質な成分が合併することは少

なくない．本腫瘍の組織発生の検討のほか，診断や
治療を行う際，考慮されるべき現象と考えられた．

ヘッドマウントディスプレイ視聴とブラウ
ン管視聴の問題点―第 1報（学位乙）

外科系眼科学専攻
吉村　正美

眼科学教室
小 池 　昇

豊洲病院眼科
高橋　春男

【目的】ヘッドマウントディスプレイ（HMD）が，
視覚系・平衡感覚系におよぼす影響を調べること．
【方法】HMD は，Glasstron PLM-100 型（ソニー

社製）を使用した．ブラウン管ディスプレイ（TV）
は，画面 14 インチのものを 80 cm 離れて視聴させ
た．視聴ソフトは，ドライビングゲーム（ソニーコ
ンピューターエンタテイメント社製）を 10 分間視
聴しながら操作させた．対象は 20 歳～ 49 歳の屈折
異常以外の視覚，聴覚障害を含め全身的異常の無い
健康な 10 名であった．視聴後に船酔いなどの自覚
症状が生じるか Visual analog scale（VAS）による
聞き取り調査と，視聴前後で視覚系（視力・眼位・
AC/A 比・立体視機能検査・細隙灯顕微鏡検査）と
平衡感覚系（頭部位置の変動）を検査した．
【結果】TV では，屈折値は視聴前では，－2.72D，

後で－2.72D，HMD では，視聴前では，－2.83D，
後で－2.72D で t 検定にて p＝0.038 と HMD では有
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意差があった．船酔いなどの自覚症状が生じるかの
聞き取り調査は 10 段階評価で変化量は，TV では

「ふらふらする」が 0.35，HMD では「頭が痛い」
は 0.4，「気分が悪い」は 0.35 と，両群では差が無
かった．また視聴前後で視力は不変，AC/A 比は
TV では 1.80 から 1.92（p＝0.933），HMD では 1.57
か ら 1.97（p＝0.560）， 立 体 視 機 能 検 査（fly，
animal，circle）ではともに変化なく，細隙灯顕微
鏡検査では全例異常はなかった．頭部位置の変動
は，目立った変化は見られなかった．すべての項目
で両群に有意な差はなかった．
【結論】今回視聴させたプログラムでは，HMD

では，しばしばバーチャルリアリティで報告されて
いるような船酔いに似た現象はなく，ブラウン管
ディスプレイとの間に差異はなかった．

転移乳癌患者における HER2陽性循環癌細
胞の予後的意義（学位乙）

病理系第二病理学専攻
林　 直 輝

【背景】転移乳癌において，血液 7.5 ml 中に 5 個
以上の循環癌細胞の存在は予後不良因子である．ま
た，乳癌において human epidermal growth factor 
2（HER2）の発現は予後不良因子である．しかし，
この循環癌細胞上の HER2 発現の意義は知られて
いない．
【方法と対象】われわれは転移乳癌患者における

循環癌細胞上の HER2 発現の予後的意義を前向き
研究として評価した．循環癌細胞数とその HER2
発現を治療開始前及び開始後 3︲4 週毎 12 週まで評
価した．
【結果】52 人の中間観察期間は 655 日（18︲1275

日）であった．観察期間中，52 人中 40 人（76.9％）
に一個以上の循環癌細胞を認めた．HER2 陽性循環
癌細胞は 14 人（26.9％）に認めた．原発巣で HER2
陰性であった 33 人のうち，8 人（24.2％）に HER2
陽性循環癌細胞を認めた．ログランク解析により，
登録時および初回フォローアップ時に 5 個以上の循
環癌細胞を有した患者は，有さなかった患者と比較
し，無病状進行期間（登録時，p＝0.044，初回フォ
ローアップ時，p＝0.015）および生存期間（登録時，
p＝0.029，初回フォローアップ時，p＝0.007）が有

意に短かった．初回フォローアップ時に HER2 陽
性循環癌細胞を有した患者は，有さなかった患者と
比較し無病状進行期間（p＝0.001）および生存期間

（p＝0.013）が有意に短かった．多変量解析では，
初回フォローアップ時の HER2 陽性循環癌細胞の
存在と，研究参加前に受けた治療のレジメン数が無
病状進行期間の独立予後因子であった．全生存期間
に関しては，治療のレジメン数と治療開始時の循環
癌細胞 5 個以上の存在 が独立予後因子であった．
【結論】転移乳癌患者において循環癌細胞上の

HER2 発現は予後因子である可能性が示唆された．

Posterior cortical atrophy（PCA）におけ
る画像失認の検討（学位甲）

内科系内科学（神経内科学分野）専攻
杉本あずさ

内科学教室（神経内科学部門）
二村　明徳，河 村 　満

【背景】PCA は変性性認知症性疾患の 1 つであり，
大脳の後方から前方へと脳萎縮が進展し，初発症状
は視覚に関連する障害である．視覚障害としては，
視力や視野などの要素性視覚障害よりも，視覚性失
認などの高次視覚障害が主である．視覚性失認のう
ち，三次元の物品よりも二次元の画像の視覚性認知
がより障害される症候を，画像失認という．本研究
は，初期 PCA 症例に画像失認検査を実施し，PCA
における視覚性認知の特徴を検討して早期診断に寄
与することを目的とした．
【方法】初発症状の自覚後 5 年以内の初期 PCA

患者 3 名を対象とした．また，アルツハイマー病患
者 7 名をコントロール群とした．患者群およびコン
トロール群に，実物品とカラー写真を用いた物品呼
称検査を施行した．同時期に，一般認知機能検査

（mini-mental state examination や Wechsler Adult 
Intelligence Scale-Revised）と，脳 MRI および脳
血流シンチグラフィーを実施し，PCA の診断およ
び進展を確認した．物品呼称検査で得られた正答率
は，分散分析を用いて比較した．
【結果】初期 PCA の患者群における写真の視覚

性認知は，実物品の視覚性認知に比較して有意に障
害されていた（F＝196.284，p＝0.0000）．また，患
者群における写真の視覚性認知は，コントロール群
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であるアルツハイマー病患者と比較して有意に障害
されていた．（F＝58.717，p＝0.0000）．病巣につい
ては，小数例であることから定量的比較は行わな
かったが，複数の専門医により初期 PCA の臨床診
断として確認された．
【結語】画像失認は，初期 PCA を特徴づける症

候であると考えられた．また，写真と実物品を用い
た画像失認の検査は簡便かつ鋭敏であることが示唆
され，非典型的認知症である PCA の早期診断に有
用である可能性が考えられた．

二次性副甲状腺機能亢進症の進展における
α-Klothoと FGF受容体の関与（学位甲）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
熊田　千晶

【目的と方法】二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）
の病態進展には，副甲状腺の Ca 感知受容体（CaR）
やビタミン D 受容体の発現・機能低下が深く関与
している．近年リン代謝調節因子として広く注目を
集める FGF23-Klotho-FGFR 系は，生理的条件下で
PTH 分泌を抑制するが，SHPT の病態への関与に
ついては明らかにされていない．

そこでわれわれは，副甲状腺摘出術で SHPT 患
者より摘出された過形成副甲状腺 44 腺（SHPT 群）
と甲状腺腫瘍摘出術で同時摘出された正常副甲状腺
4 腺（Norma 1 群）を用い，α-Klotho や FGFR に
ついて免疫組織化学的検討を行った．
【結果】Norma 1 群に比し SHPT 群で，α-Klotho

と FGFR1c の発現が有意に低下し（α-Klotho p＜
0.01，FGFR1c p＜0.05），SHPT 群内で，α-Klotho
発現と FGFR1c 発現の間に有意な正の相関を認め
た（r2＝0.375，p＜0.01）．SHPT 群をびまん性過形
成腺と結節性過形成腺に分けて検討すると，α- 
Klotho，FGFR1c ともに，結節性腺で有意に発現が
低下していた（α-Klotho p＜0.05，FGFR1c p＜0.05）．
さらに，α-Klotho，FGFR1c いずれも，CaR の発
現との間に有意な正の相関を示し（α-Klotho r2＝
0.235，p＜0.01 FGFR1c r2＝0.181，p＜0.05），α- 
Klotho と Ki67 陽性細胞数との間には有意な負の相
関を認めた（r2＝0.148，p＜0.05）．
【結論】SHPT 群におけるα-Klotho と FGFR1c

の発現低下は，びまん性腺に比べ結節性腺でより顕

著であり，CaR の発現低下や細胞増殖と関連した．
FGF23-Klotho-FGFR 系は，SHPT の病態進展に深
く関与している可能性が示唆された．

大腿骨近位部骨折に対する Grasping Pinの
初期固定評価（学位甲）

外科系整形外科学専攻
梶　 泰 隆

整形外科学教室
稲垣　克記，宮岡　英世

横浜市北部病院整形外科
中村　正則

骨接合の問題点として骨頭回旋・カットアウトが
あげられる．それらを防止しさらに十分な固定力が
得られるインプラントが求められる．
【目的】従来ほとんどのインプラントがスク

リュー形状である．そのため，挿入時に回旋力が発
生，またスクリューによって内部組織が破壊される
可能性がある．その結果，カットアウト・骨頭回旋
が生じると考え，スクリューのない，フック付きの
インプラント作成しラグスクリューと比較し評価し
た．
【方法】モデルボーンおよび摘出骨頭を用い，

カットアウトシュミレーションとして繰り返し圧縮
荷重試験を，骨頭回旋シュミレーションとして準静
的ねじり試験を行った．
【結果】カットアウトシュミレーション：モデル

ボーンにおいて圧縮荷重が増加するにつれてインプ
ラントの変位が増加したが，変位量はラグスク
リューのほうが大きかった．摘出骨頭においては圧
縮荷重を増加させても変位量は 1 mm 程度であり変
化はほとんど見られなかった．準静的ねじり試験：
骨粗鬆症モデルの密度 80 mg/cm3 および境界型の
密度 120 mg/cm3 において Grasping pin はラグス
クリューに比較して高い回旋抵抗力を示した．摘出
骨頭ではラグスクリューは高い初期回旋抵抗力を示
したが，グラスピングピンは初期抵抗力が 0 であ
り，また回旋が加わるに従いねじり角が大きくなっ
た．
【考察】モデルボーンでは grasping pin は叩き込

んで埋植するため圧迫力が発生するが，スクリュー
では内部組織が破壊されるために GP のほうが回旋
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抵抗力が高いと考えられる．すなわち骨頭回旋抵抗
が強く，回旋の危険性が低いと考えられる．しか
し，摘出骨頭ではラグスクリューの回旋抵抗は増加
したが，グラスピングピンは増加しなかった．これ
は摘出骨頭が深さ 30 mm ほどしかなくグラスピン
グピンの八角形状部まで挿入できなかったため圧迫
力が発生しなかったためと考えられる．

薬剤性過敏症症候群（drug-induced hyper-
sensitivity syndrome：DIHS） に お い て
TNF-αは病勢を反映し，HHV-6再活性化
の予想因子となり得る（学位乙）

内科系皮膚科学専攻
宇野　裕和

皮膚科学教室
渡辺　秀晃，飯島　正文

【背景】薬剤性過敏症症候群（DIHS）の死亡率は
10 ～ 20％とされ皮膚粘膜眼症候群（SJS）や中毒
性表皮壊死症（TEN）と同様予後が悪い．しかし
ながら，発症メカニズムや病勢を把握する因子につ
いて十分な検討はなされていない．
【方法】当院で経験した DIHS 21 症例を原因薬，

ヘルペス属ウイルス再活性化時期について検討し
た．また DIHS 患者 15 例の血清 CRP，LDH，IL-6，
TNF-α，IL-13 を治療前後に測定し，多形紅斑（EM）
型薬疹 7 例，SJS/TEN 4 例，正常人 9 例と比較検
討した．DIHS 群に関しては human herpesvirus-6

（HHV-6）再活性化時も，各項目について検討した．
【結果】DIHS 群の原因薬剤はカルバマゼピンが

11 例，アロプリノールが 4 例と多くを占めた．
HHV-6 の再活性化がみられた症例は 15 例，10 例で
血清中に HHV-6DNA を検出（9 例平均 24±7.0 日，
1 例は全期間）した．サイトメガロウイルスの再活
性化は 5 例（HHV-6 の再活性化後平均 5±11.7 日）
みられた．DIHS 群のみで TNF-αは治療と相関し
て有意に減少し（P＜0.05），HHV-6 再活性化時期
に も 上 昇 し な か っ た．DIHS 群 は EM 群（P＝
0.0439），コントロール群（P＝0.012）と比し治療前
の IL-6 が高値であった．また DIHS 症例で HHV-6
の再活性化がみられた群とみられない群を比較する
と 治 療 前 の TNF-α（P＝0.0220），CRP 値（P＝
0.0264），LDH 値（P＝0.0341）が再活性化のみられ

た群で有意に高かった．IL-13 は全症例で検出範囲
以下であった．
【結論】本研究から DIHS において，TNF-αが病

勢を反映するバイオマーカーとして有用であり，
HHV-6 再活性化の予想因子ともなり得ることが示
唆された．

Metastinによる血管内皮細胞老化の誘導と
血管新生の抑制（学位甲）

生理系第一解剖学専攻
山谷　清香

藤が丘病院循環器内科
森　 敬 善，鈴 木 　洋

藤が丘リハビリテーション病院循環器内科
礒　 良 崇，嶽山　陽一

第一解剖学教室
塩田　清二

【背景と目的】Metastin は新規に同定された癌転
移抑制ペプチドで，そのレセプターである GPR54
とともに血管内皮細胞や平滑筋細胞に存在すること
が報告された．しかしながら，Metastin の血管病
への関与や内皮細胞への作用は十分解明されていな
い．本研究では，Metastin の血管新生および内皮
細胞機能への効果を検討した．
【方法と結果】ラット下肢虚血モデルにおいて，

非虚血肢より虚血肢で Metastin の発現が増強して
いた．Metastin の血管内皮細胞への作用を明らか
に す る た め， ヒ ト 臍 帯 静 脈 内 皮 細 胞（Human 
umbilical vein endothelial cell：HUVEC）を用いて
in vitro の検討を行った．Metastin 添加（0.1μM，1.0 
μM）により HUVEC の増殖は，時間および濃度依
存性に抑制され 12 日後には有意な細胞増殖の低下
を認めた（Metastin 0.1μM：59.3％ of control，1.0 
μM：33.3％ of control，P＜0.05）．また，Metastin
は HUVEC の管腔形成能も有意に抑制した（P＜
0.05）．Metasin による内皮細胞機能低下作用の機序
を解明するために，アポトーシスの検討を行った
が，本研究で使用した Metastin 濃度では，アポ
トーシスに差は見られなかった．細胞老化の検討を
行ったところ，Metastin 添加により老化形質を示
す Senescence associated-β galactosidase（SA-β
gal）陽性の HUVEC が有意に増加した（SA-βgal 
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positive cell ratio，Control：1.2±0.5％，Metastin 1.0 
μM/L：14.9±1.8％，P＜0.05）．Western Blot では，
Metastin 添加 HUVEC は，コントロールと比較し，
Sirt-1 発現の減弱，PAI-1 および Acetyl P53，P53
の発現が亢進しており，老化の形質を有していた．
Metastin の内皮細胞への作用は，Rho-kinase 阻害
薬である Y-27632 により可逆された．In vivo での
Metastin の効果を明らかにするため，ラットの虚
血下肢に Metastin を 7 日間筋肉内投与した．レー
ザーカラードップラーによる血流の評価では，コン
トロール群と比較して有意な血流回復遅延を認め

（P＜0.05），組織学的検討では新生血管数は有意に
減少していた（血管筋線維比：0.46±0.11 vs. 0.37±
0.09，P＜0.05）．また，重症下肢虚血患者の血漿
Metastin 濃度は，健常者と比べると有意に上昇し
ていた（2.76±0.75 vs. 5.06±1.16 pmol/l，p＜0.01）．
【結語】Metastin は虚血組織において血管新生を

負に制御し，機序として内皮細胞の老化を誘導して
いた．Metastin は，重症虚血肢治療の新しい標的
分子となる可能性が示唆された．

前立腺癌患者における血清テストステロン
値と臨床的ならびに身体的背景因子との関
連に関する検討（学位甲）

外科系泌尿器科学専攻
中里　武彦

泌尿器科学敦室
深貝　隆志，小 川 　祐，菅原　基子
麻生　太行，小川　良雄

前立腺癌と血清テストステロン濃度には深い関わ
りがあること知られている．その一つが前立腺癌細
胞に対する直接的な影響であり，その悪性度，進行
度，PSA 濃度との関連性が問題となっている．ま
た，もう一つの関わりとして BMI，骨密度など個
体の身体的背景因子への作用である．今回これらの
関係を明らかにする目的で血清総テストステロン値

（T），さらにより生物学的な活性が高いと言われる
フリーテストステロン値（free T）を測定し前立腺
癌の臨床的，身体的背景因子との関係性を検討し
た．未治療前立腺癌患者 62 名（平均 75.7±6.7 歳）
を対象とし，T，free T 濃度と前立腺癌の Gleason 
score（GS），臨床病期，PSA 濃度を比較．さらに

身体的因子として Body Mass Index（BMI），骨吸
収マーカーである血清 I 型コラーゲシ N 末端架橋
ペプチド（NTX）と骨形成マーカーである血清骨
型アルカリフォスファターゼ（BAP），骨密度（BMD）
との比較検討を行った．この検討の結果，有意な相
関として PSA 値が高値であるほど T が低値である
傾向が見られた．また BMI が高い患者の方が T，
free T 濃度が低い傾向がみられた．一方 T，free T
濃度と GS，臨床病期，BMD，NTX，BAP との間
に有意な関係は見られなかった．これらの結果より
低 T 値環境で成長した癌は PSA 濃度が高く，進行
速度が速いなど悪性所見が強い可能性が考えられ
た．さらに低 T 値の患者は BMD が高く，心血管
障害を誘発する可能性があるホルモン療法において
有効性，副作用の面で不利になる可能性が示唆さ
れ，今後さらなる検討の必要があると思われた．ま
た T 値と free T 値の解析結果に乖離がみられるこ
とがあり，今後の検討ではそれぞれの意義が明確に
なるまでは T 値と同様に free T 値も測定する必要
があると思われた．

大腸癌におけるMUC1の免疫組織化学的発
現とその意義（学位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
保母　貴宏

第一病理学教室
大池　信之，野垣　航二，佃　 玄 紀
和田　友祐，諸星　利男

豊洲病院外科
熊谷　一秀

MUC1 は膵管癌や胆管癌に高発現するムチン抗
原である．本研究の目的は大腸癌における MUC1
発現について，その頻度や分布，対応する組織像を
検索し，臨床病理学的因子との関係について検討す
ることであった．
【材料・方法】筆者らの施設にて 2006 年と 2007

年の 2 年間に外科的切除された大腸癌 169 例（男女
比 1：0.6，平均年齢 71.2 歳，平均腫瘍径 43.7 mm，
局在は盲腸 19 例，結腸 100 例，直腸 50 例，リンパ
節転移陽性 51 例を含む）を対象とした．漿膜浸潤
癌および他臓器直接浸潤癌は除いた．予後調査は術
後 3 年間追跡可能であった 129 例について行った．
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MUC1 発現は免疫組織化学的に検討し，Ventana 社
の自動免疫染色装置を使って avidin-biotin detection 
system 法に準じて行った．
【結果】MUC1 発現は 86 例（51％）に認められ

た が， 陽 性 細 胞 の 割 合 は 1 ～ 5％ 未 満 が 33 例
（20％），5 ～ 50％が 46 例（27％），50％以上は 7 例
（4％）であった．陰性例 83 例（49％）を含め 5％未
満が 116 例（70％，以下 L-group）を占めた．MUC1
発現が 5％以上を示した 53 例（以下 H-group）に
おいて陽性細胞の腫瘍内における分布を検索する
と，上層優位が 3 例（6％），下層優位が 18 例（34％），
全層性が 32 例（60％）であった．リンパ節転移巣
では H-group の 82％（18/22 例）で MUC1 の高発
現（＞5％）がみられたが，L-group でも 38％（10/26
例）に MUC1 高発現がみられた．MUC1 発現は様々
な形態でみられたが，特に偽重層性を示す腸型腺管
が，単層性の膵胆道型の腺管に移行する所見に対応
した発現が特徴的であった．臨床病理学的因子との
関係では，H-group は L-group に比べ有意に腫瘍径
が大きく（5.2 vs. 4.0 cm），潰瘍型が多く，深達度
が深く，分化度は低く，budding が高頻度で，また
リンパ節転移が高率（43 vs. 21％）であった．さら
に，術後 3 年時の再発 / 腫瘍死の頻度は H-group

（35％）と L-group（25％）の間に 10％の差がみら
れた．
【考察】大腸癌における MUC1 発現は異質的かつ

限局的なものであるが，癌の進行・転移や多様な形
質変化に伴い増加し，悪性度の判定や治療方針を決
める指標として有用である可能性が示唆された．

IL-4と抗 PD-1抗体を用いた消化器癌に対す
る免疫療法の検討（学位甲）

内科系内科学（消化器内科学分野）専攻
大森　里紗

【目的】消化器癌患者は免疫抑制状態に陥ってい
ることが多く，免疫療法で消化器癌を治療するに
は，強く抗腫瘍免疫を誘導する必要がある．Pro-
grammmed Death-1（PD-1）は活性化したリンパ
球の表面にある受容体の一種で，活性化リンパ球を
沈静化する負のシグナルの伝達に関与しているた
め，PD-1 を阻害することにより，従来の免疫療法
の効果を増強することが想定される．本研究では強

い抗腫瘍効果を持つ Interleukin （IL）-4 療法に抗
PD-1 抗体を併用した免疫療法に対する評価を行う
ことを目的とする．
【方法】消化器癌細胞株として，マウス大腸癌細

胞株 MC38 を用いた．In vivo の治療モデルとして，
野生株を皮下接種しあらかじめ皮下腫瘤を形成した
マウスに IL-4 を遺伝子導入したマウス消化器癌細
胞株（MC38-IL4）と抗 PD-1 抗体とを治療目的に投
与した後，野生株腫瘤の大きさを経時的に測定し
た．抗腫瘍効果の作用機序を検索するため，同治療
モデルで野生株腫瘤内に浸潤している免疫細胞を免
疫組織染色で観察した．IL4 と抗 PD-1 抗体で免疫
したマウスの脾細胞を用いて，51Cr-release 法で腫
瘍特異的細胞傷害活性を測定した．
【結果】MC38-IL4 と抗 PD-1 抗体を併用して治療

することにより，対照群と比鮫し，野生株腫瘤の増
大が有意に抑制された．また免疫組織染色では IL-4
と抗 PD-1 抗体で治療したマウスの野生株腫瘤内に
CD4，CD8 陽性細胞が多く浸潤していた．さらに
IL4 と抗 PD-1 抗体を併用することにより，強い腫
瘍特異的細胞傷害活性を誘導することができた．
【考察】細胞性免疫応答の活性化や，好中球賦活

化作用などの多彩な免疫賦活効果を示す IL-4 の抗
腫瘍作用を，抗 PD-1 抗体は増強することが明らか
となった．この治療は今後，臨床への応用も期待で
きると考えられた．

高リン（P）および TNF-α刺激による血管
平滑筋細胞（VSMCs）石灰化に対するビタ
ミン D受容体アクチベーター（VDRA）の
効果（学位甲）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
青嶋　弓恵

内科学教室（腎臓内科学部門）
溝渕　正英，熊田　千晶，秋澤　忠男

横浜市北部病院内科
諸方　浩顕，衣笠えり子

藤が丘病院腎臓内科
小岩　文彦

【背景】血管石灰化は骨の石灰化と類似した能動
的プロセスによって形成される．炎症性サイトカイ
ンである TNF-αは血管石灰化を促進させる．腎不
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全患者において，抗炎症作用を有する VDRA と心
血管予後改善との関連性が報告されている．今回わ
れわれはビタミン D3 アナログのマキサカルシトー
ル（MAXA）の高 P および TNF-α刺激による血
管平滑筋細胞の石灰化に対する作用に関して検討を
行なった．また活性型ビタミン D3 のカルシトリ
オール（CAL）との比較を行なった．
【方法】高 P および TNF-α含有培地内のヒト

VSMC を溶媒，MAXA（10－9 ～ 10－7 M）または
CAL（10－9 ～ 10－7 M）で 9 日間培養した後 VSMC
の石灰化に関連した因子の遺伝子発現を RT-PCR
法で検討した．また培地内の MMP-2 mRNA 発現
および MMP-2 濃度も検討した．
【 結 果 】 溶 媒 群 は 著 明 な 石 灰 化 を 呈 し た が，

MAXA および CAL はいずれも濃度依存性にこれ
を抑制した．溶媒群では Cbfa1/Runx2，オステオ
カルシン（OC）といった石灰化関連因子の mRNA
発現が上昇したが MAXA，CAL により抑制された．
以上よりこれらの VDRA が石灰化における能動的
プロセスを抑制することが示唆された．更に溶媒群
で は VSMC の MMP-2 mRNA 発 現 や 培 地 内
MMP-2 濃度が上昇したが MMP-2 mRNA 発現は両
VDRA により同程度に抑制されたのに対し，培地
内 MMP-2 濃度は MAXA により強く抑制された．
【結語】MAXA，CAL はいずれも高 P および

TNF-αによる VSMC 石灰化を抑制した．この抑制
過程には MMP-2 阻害の関与が示唆された．

アトルバスタチン投与による人工心肺を使
用しない冠動脈バイパス術後の心房細動発
症予防の検討（学位乙）

外科系外科学（胸部心臓血管外科学分野）専攻
大井　正也

心房細動は心臓術後に高頻度に発症する合併症
で，心不全，腎障害，塞栓症などの 2 次的術後合併
症を引き起こし，治療計画の変更，入院期間の延長
やコストの増大等の原因となるばかりでなく，直接
的に院内死亡率に影響をおよぼす．心臓手術後の心
房細動の予防として，β遮断剤などの抗不整脈薬
が投与されてきたが，最近 HMG-CoA 還元酵素阻
害剤（スタチン剤）の心房細動抑制効果が注目され
るようになった．今回われわれはアトルバスタチン

（リピトールⓇ）の術前投与による，人工心肺を使
用しない冠動脈バイパス手術（Off-pump coronary 
artery bypass grafting surgery：OPCAB）後の心
房細動の抑制効果を検討した．待期的 OPCAB 27
症例を対象として，術前高コレステロール血症を合
併する 20 例に対しアトルバスタチン 20mg を術前
4 日以上前より投与し（投与群），それ以外の 7 例

（非投与群）との間で，術後心房細動発症の有無，
死亡率，入院期間，術直前，術後の CRP 値，心血
管イベントについて比較検討した．アトルバスタチ
ン投与による有害事象の発生は認められなかった．
死亡率，入院期間，心血管イベントでは 2 群間に有
意差は無かった．術後心房細動の発症率は投与群で
有意に低かった（25.0％ vs. 71.4％；p＝0.03）．CRP
値では，投与群で術後 3 日目は低い傾向にあり（9.3
±7.7 vs. 14.4±7.4 mg/dl；p＝0.07），術後 5 日目は
有意に低値であった（3.2±2.0 vs. 7.9±4.3 mg/dl；
p＝0.02）．術後 CRP の最高値については，両群間
に差を認めなかった．術前アトルバスタチン投与は
OPCAB 術後の心房細動の発症を抑制した．その機
序としては，術後 5 日目の CRP が有意差を持って
低値を示したことからも，アトルバスタチンによる
抗炎症作用が関連している可能性が考えられた．

特発性大腿骨頭壊死症の組織学的検討（学
位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
原田　健司

第一病理学教室
平林　幸大，村上　悠人，山岡　桂太
齋藤　光次，諸星　利男

衛生学教室
山野　優子

藤が丘整形外科学教室
渥 美 　敬

【目的】特発性大腿骨頭壊死症（以下 ION）は骨
髄組織の壊死と修復反応を伴う病変で，阻血状態が
病態発生に関わっているがその詳細は不明である．
また MRI T1 強調画像では特徴的な帯状低信号領
域（以下 band）を認める．今回われわれは病期進
行による band 部の変化を詳細に把握するため，血
管を中心に病理学的に検討した．



第 309 回　昭和医学会例会

280

【対象・方法】ION により骨頭が圧潰し人工股関
節置換術を施行した 28 関節を対象とした．男性 21
例， 女 性 7 例， 平 均 年 齢 46.9 歳（27 ～ 66 歳 ），
Stage 3A：6 例，Stage 3B：16 例，Stage 4：6 例
であった．光学顕微鏡画像を OLYMPUS AX 80 で
取り込こんだ後，WinROOF V5.01 を用いて血管径
と血管数を測定した．測定部位は① band 部，②
band 部の遠位外側部，③ band 部の近位外側部，
④正常部の 4 箇所を測定した．
【結果】血管数について検定したところ「band 像

の遠位外側部」と「band 部」では「正常部」と
「band 像の近位外側部」と比較し有意に血管数が多
かった．また血管径について検定してところ Stage 
4 では Stage 3 と比較し有意に血管径が小さかった．
【考察】他の研究で報告されているように，修復

血管は骨頭外側から進入する．「band 像の遠位外側
部」と「band 部」で血管数が多いことは，これら
の事実を病理学的に裏付ける結果となった．また
Stage 4 は荷重ストレスにさらされる期間が長く変
性が進行している．病理所見では Stage 4 は Stage 
3 と比較して線維化が強く組織球等の炎症細胞浸潤
が強い傾向であった．以上から ION における血行
動態は，まず骨頭壊死後に病期の進行に伴い修復血
管の侵入が起こる．しかし修復血管の進入は荷重の
影響をうけ頓挫し，修復は完全には起こらない．そ
の後頓挫した修復血管は時間経過と共に間質の線維
組織の増生が起こり血管径は狭くなると考えた．

急速破壊型股関節症に対する力学的要因の
検討（学位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
山岡　桂太

第一病理学教室
齋藤　光次，平林　幸大，村上　悠人
原田　健司，諸星　利男

海老名総合病院人工関節リウマチセンター
草 場 　敦，近藤　宰治，森　雄一郎 
黒木　良克

海老名総合病院病理診断科
松本　光司

藤が丘病院整形外科
勝井真理子，土田　将史，白田　直之

RDC とは 1970 年に Postel らが明らかな基礎疾
患のないほぼ正常な股関節が 6 ～ 12 か月で急激に
破壊される症候群として報告した．その特徴として
高齢の女性，片側罹患例が主，炎症性疾患等を欠く
ことを挙げている．

RDC 発生メカニズムとして，骨盤後傾など力学
的要因不良により関節軟骨の破壊が進行する説と，
骨粗鬆症が RDC 発症の基盤として関与している説
がある．今回 RDC 発症メカニズムについて X 線を
用い評価した．

RDC の定義に従い，RDC と診断した 36 例 37 関
節うち特定の X 線評価可能であった 20 例 21 関節
を対象として検討した．

骨脆弱性は腰椎骨塩定量（以下 YAM）や Singh
分類について，また骨盤後傾を Pelvic Angle（以下
PA）や土井口の近似式を用いて評価した．股関節
の前方被覆度は Vertical Center Anterior angle（以
下 VCA 角），Anterior Acetabular Head Index（以
下 AAHI）で患側と健側を比較した．

結果，骨脆弱性は YAM80，5±33.5％，Singh’s
分類は健側平均 5.71 患側平均 5.14 であった．骨盤
後傾について PA は平均－50.7°，土井口の近似式に
よると男性：16.1°女性：平均 24.4°であった．また
VCA 角は健側：平均 28.0°患側：平均 34°であり，
AAHI は健側：平均 76.94％患側：平均 69.72％で
あった．

以上の結果より，骨盤後傾について PA では全例
骨盤後傾が強いと評価できるが腰椎の変形が著しく
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PA での正確な評価は難しいと考えられた．また土
井口の近似式を用いた評価では RDC と骨盤後傾の
関連について関連性は低いと考えられた．骨粗鬆症
については YAM，Singh’s 分類から RDC 発症との
関連は明らかではなかった．

この事から RCD 発症の要因として骨盤後傾と骨
粗鬆症について関連は低いのではないかと考えた．

股関節の前方被覆度については，VCA 角は患側
が健側より有意に小さく，AAHI においても患側が
健側より有意に小さかった．この事から AAHI，
VCA 角共に健側と患側に有意差を認めたが，患側
の骨頭の圧潰が強いため角度が強くでたものが 7 例
あったため，今後症例数を増やし再評価の検討が必
要と考えられた．

原発性小腸癌の臨床病理学的検討：特に細
胞形質の特徴について（学位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
野垣　航二

第一病理学教室
大池　信之，保母　貴宏，佃　 玄 紀
諸星　利男

横浜市北部病院病理診断科
国村　利明

豊洲病院外科
熊谷　一秀

外科的に切除された原発性小腸癌 10 例（十二指
腸癌は除く）の臨床病理像および細胞形質について
検討した．男女比は 6：4，平均年齢 62 歳（34 ～
87 歳），主訴は腸閉塞症状が最も多く（5 例），腫瘍
マーカーは入院時 CA19-9 高値は 2 例，CEA 高値
は 2 例であった（術後遺残腫瘍の増大や再発ととも
に CA19-9 高値は 6 例，CEA 高値は 3 例にみられ
た）．肉眼型は隆起型が 1 例，浸潤型は 9 例，平均
腫瘍径は 7.3 cm（3.0︲21.0 cm）であった．組織型は
腺癌 9 例，肉腫様癌 1 例で，前者には 4 例に粘液癌
成分の合併がみられた．深達度は漿膜下層浸潤が 5
例，漿膜表面への露出が4例，周囲臓器（横行結腸）
浸潤が 1 例にみられた．手術時すでにリンパ節転移
は 7 例（77％），遠隔臓器転移は 4 例（44％），腹膜
播種は 7 例（77％）にみられた．術後化学療法は 7
例に施行され，TS1 単剤および TS1 と CPT11 の併

用が 6 例，FOLFOX が 1 例に使用された．予後に
ついて，腫瘍死は 6 例（術後平均生存期間は 386 日）
に確認され，生存は 2 例（術後 1460 日と 500 日），
不明 2 例であった．腺癌 9 例について優勢像から細
胞形質を腸型および非腸型に分類すると，腫瘍病変
の上層は腸型 8 例，分類不能 1 例，浸潤先端部を含
む下層では腸型 3 例，非腸型 5 例，分類不能 1 例に
分類された．免疫組織化学的検討では，腫瘍内にお
ける陽性細胞の占める割合の平均を上層/下層の順
で示すと，腸型マーカーの CDX2 と MUC2 は 93％/ 
86％，38％/29％，膵胆道マーカーの CK7 と MUC1
は 19％/28％，13％/32％，胃型マーカーの MUC5AC
と MUC6 は 4％/19％，2％/9％で，そのほか CA19-9
は 77％/94％，CEA は 84％/93％であった．今回検
討した小腸癌はいずれも進行癌で，多くは播種や転
移を伴い，化学療法を含めた集学的治療の必要性が
考えられた．小腸癌の多くは優勢的に腸型の形質を
もって発生するが，進展に伴いより heterogeneous
な発現が強くなり，ときに非腸型の形質が優勢にな
ることすらある．小腸癌に対する治療や診断を行う
上で，その細胞形質の多様性や変化に柔軟に対応す
ることが望まれる．

アスペルガー障害の精神症状と行動異常：
社会的孤立との関連（学位乙）

内科系精神医学専攻
谷　 将 之

烏山病院精神医学教室
金井智惠子，太田　晴久，山田　貴志
渡部　洋実，横井　秀樹，高山　悠子
大野　泰正，橋本龍一郎，加藤　進昌

精神医学教室
岩 波 　明

【目的】アスペルガー障害（Asperger’s syndrome：
AS）は広汎性発達障害（Pervasive development 
disorder：PDD）のサブタイプの 1 つであるが，成
人における AS の診断は，発達歴が十分に聴取でき
ない事や，社会性の問題を有す健常者との鑑別など
の理由から困難であることが多い．また，AS では
多彩な精神症状や，行動の障害が認められることが
知られており，それらの症状が AS 患者の社会的孤
立をより深めている可能性が示唆されている．しか
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しながら，成人の AS における包括的な精神症状・
行動異常について，健常者と比較した研究はほとん
ど認められない．本研究では，AS と「社会性の障
害を訴える」健常者について，その精神・行動症状
と生育環境について比較検討を行った．
【方法】全対象は事前にインフォームドコンセン

トを得た．対象は，昭和大学附属烏山病院発達障害
外来を受診した連続患者 668 名（平均年齢：31.5

［18︲73］）で，全例が社会性あるいはコミュニケー
ションの問題を訴えていた．AS の評価は Autism-
Spectrum Quotient（AQ）日本語版を用い，それ
ぞれの群の診療録から生育環境，精神症状，行動異
常，運動障害について調査を行い比較検討を行っ
た．
【結果】年齢は ND 群で有意に高く，就労率・結

婚率も ND 群で有意に高かった．AQ は有意に AS
群で高値だった．精神症状では，抑うつ，不安，情
動不安定，気分変動，挿話的な興奮，状況変化での
混乱，過敏性，強迫，被害念慮，意欲低下，不眠，
不注意，多動が AS 群で有意に多く，行動異常でも
こだわり，自分中心行動，自傷，限定的な興味，生
活習慣の乱れ，運動音痴，不器用で AS 群が有意に
多かった．生活環境ではいじめ，不登校，引きこも
り，少ない友人関係が AS 群で多かった．精神症状
と行動や環境の関連では，気分変動や状況変化での
混乱，情緒不安定さなどが有意に社会的な孤立と関
連していた．
【結論】AS では社会性のない健常者よりも多く

の点で精神症状を有しており，特に情緒に関連する
症状が社会的な孤立と関連している可能性が示唆さ
れた．

好中球活性化反応による透析液清浄化の評
価（学位乙）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
鈴木　博貴

内科学教室（腎臓内科学部門）
本田　浩一，加藤　徳介，秋澤　忠男

【背景・目的】維持透析患者の合併症に心血管病
変や栄養障害があり，それらの病態に慢性炎症や酸
化ストレスが関係する．慢性炎症や酸化ストレスは
透析治療と密接に関係し，透析液中のエンドトキシ

ン（ET）などの不純物の血液中への流入が関与す
る． 透 析 液 お よ び 血 中 ET 濃 度 は， リ ム ル ス

（LAL）法で測定されるが，LAL，法の感度は低く，
正確に測定できない可能性がある．本研究では透析
液中からの生体内流入 ET について，ET に対する
好中球活性化反応によりエンドトキシン活性（EA）
を測定・評価し，その有用性を LAL 法と比較する
ことである．
【方法】本研究では 3 施設より維持透析患者 58 例

が参加し，透析前採血にて血清 ET，血中 EA，高
感度 CRP，ミエロペルオキシダーゼ（MPO），ラ
ジカル反応（TFR）を測定した．EA はザイモザン

（Z）と抗 LPS 抗体（αLPS）共投与下での PMN の
反応を，コントロール（Z 投与）および LPS 負荷
最大反応（LPS，Z，αLPS 投与）との比較値で算
出した．まず，透析の EA に対する影響を 12 例で
評価した．次に 3 施設を透析液水質基準別に超純粋
透析液群（A 群：透析液 ET 濃度＜lEU/L，n＝15），
アセテートフリー透析液群（B 群：同濃度＜1EU/L，
n＝20）および標準透析液群（C 群：同濃度 15EU/
L，n＝23）に分け，測定項目の比較を行った．また，
C 群において透析液を超純水透析液基準まで清浄化
させ，その効果について検討した．
【結果】透析後 EA 値は，透析前値に比べ有意に

上昇した．EA 値は hsCRP，TFR および MPO と
正相関した．3 群間で血清 ET 値は有意差を認めな
かったが，EA 値は A および B 群と比べ C 群で有
意 に 上 昇 し た．C 群 で の 透 析 液 清 浄 化 に よ り
hsCRP，TFR および MPO 値と同様に EA 値が有
意に低下した．EA上昇の関連因子を多変量解析（独
立 因 子： 年 齢， 性， 栄 養 状 態， 透 析 歴，MPO，
hsCRP，標準透析液の使用）で検討した結果，透析
液清浄度が有意な関連因子であった．
【結語】維持血液透析患者において EA 測定は，

LAL 法に比べて透析液コンタミネーションの影響
を評価する上で有用である可能性が考えられた．
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サリューシン-βは NF-κBシグナルを介して
LDL受容体欠損マウスや培養ヒト臍帯静脈
血管内皮細胞における単球・内皮細胞接着
を促進する（学位甲）

生理系生化学専攻
古屋　貴之

サリューシン-αおよび-βはヒト完全長 cDNA ラ
イブラリーのバイオインフォマティクス解析により
同定された生理活性ペプチドであり，マクロファー
ジ泡沫化を調節することで動脈硬化病変をそれぞれ
抑制的および促進的に制御することが明らかとなっ
ている．一方，動脈硬化病変における最も初期の病
理学的変化は血管内皮細胞の機能障害であるが，サ
リューシンが内皮細胞に対してどのような影響を及
ぼすかは明らかになっていない．そこで本研究で
は，動脈硬化病変の内皮細胞において認められる炎
症性応答に対するサリューシンの役割を明らかにす
ることを目的とした．LDL 受容体欠損マウスに抗
サリューシン-β抗血清を 2 週間投与したところ，動
脈硬化症進展に伴い認められる大動脈血管内皮細胞
における vascular cell adhesion molecule-1（VCAM-
1）の発現誘導および nuclear factor-κ B（NF-κB）
の核移行を減弱させた．一方，ヒト臍帯静脈血管内
皮 細 胞（human umbilical vein endothelial cells：
HUVECs）に対してサリューシン-βを負荷したと
ころ，VCAM-1 の発現増加と，単球系 THP-1 細胞
の HUVECs に対する接着増加が認められたが，こ
れらの応答は NF-κB 阻害剤である Bay11-7682 お
よびクルクミンにより抑制された．さらに，サ
リューシン-βは HUVECs の細胞内酸化ストレスを
促進し，NF-κB の内因性阻害物質である IκBαの
リン酸化および分解を引き起こし，NF-κB の核移
行を促進した．以上より，サリューシン-βが NF-κB
シグナルを介して VCAM-1 発現を誘導し，血管内
皮細胞への単球の接着を亢進することが明らかとな
り，今後抗サリューシン-β療法が動脈硬化をコン
トロールする為の新たな治療戦略となることが期待
される．

維持血液透析患者における血球造血刺激因
子製剤と CD34陽性細胞，心血管イベント
との関係（学位乙）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
眞田　大介

内科学教室（腎臓内科学部門）
本田　浩一，加藤　徳介，横地　章生
秋澤　忠男

【背景・目的】血球造血刺激因子製剤（ESA）は
慢性腎臓病（CKD）患者の腎性貧血の治療薬とし
て広く普及している．ESA は赤血球造血以外に
CD34 陽性（CD34＋）造血幹細胞の増殖や血管の新
生・増生に関与するなど，血管病変に保護的に作用
する可能性がある．一方，ESA 抵抗性環境下では
高用量 ESA 投与が心血管病変の発症に関係するこ
とが報告され，CKD 患者における ESA の効果には
不明な点が残されている．本研究の目的は維持血液
透析（HD）患者において ESA 療法の CD34＋細胞
に対する効果を評価し，CVD イベント発症との関
係を検討することである．
【方法】ESA 治療中（エポエチンβ（EPO）n＝

22；ダルベポエチン-α（Darb-α）n＝60）および
ESA 未投与（n＝13））の外来維持 HD 患者を対象
に横断および前向き研究を行った．研究開始時に
CD34＋細胞数，高感度 CRP（hs-CRP），interleukin

（IL）-6，vascular endothelial growth factor （VEGF），
intercellular adhesion molecule-1（ICAM-1） を 測
定し，内頚動脈内膜中膜肥厚（CIMT）（mm）を計
測した．また，Darb-α群（n＝35）および ESA 未投
与（n＝8）群からランダムに患者を抽出し，CD34＋/
erythropoietin receptor （EPOR）＋細胞数と Darb-α
投与量との関係を検討した．Darb-αおよび ESA
未治療患者（n＝73）は 36 週間経過を観察した．
【結果】Darb-αの CD34＋細胞数は ESA 未投与に

比べて少なく，EPO と同レベルであった．CD34＋

細胞数は hs-CRP，IL-6，VEGF，ICAM-1 とは有意
な関係を認めなかったが，ヘモグロビン（Hb）と
正に，CIMT と負に相関し，ESA 投与量増加が
CD34＋細胞数の減少に関係した．CD34＋/EPOR＋細
胞/CD34＋細胞数比は Darb-αの投与量と正に相関
した．低用量 Darb-α群では高用量群に比べて
CD34＋細胞数が多かった．この傾向は観察後 6 か
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月目および 12 か月目でも同様であったが，高用量
群では CD34 陽性細胞数低値が持続した．高用量
Darb-α群の複合 CVD イベント累積率は低用量群
と比し有意に悪化した．この関係は年齢，性，糖尿
病，Hb 値で補正しても有意であったが，CD34＋細
胞数で補正すると消失した．さらに複合 CVD イベ
ントに対し，Darb-α投与量と CD34＋細胞数の統計
学的な相互作用が確認された．
【結論】維持血液透析患者に高用量 ESA 治療に

おける CVD イベント発症増加には，低 CD34＋細胞
数の持続が関係している可能性が示唆された．

血管平滑筋細胞の石灰化へのエラスチン分
解の関与（学位乙）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
保 坂 　望

内科学教室（腎臓内科学部門）
溝渕　正英，熊田　千晶，秋澤　忠男

横浜市北部病院内科
諸方　浩顕，衣笠えり子

藤が丘病院腎臓内科
小岩　文彦

【目的】血管石灰化は，慢性腎臓病患者の生命予
後と関連する病態であり，内膜石灰化（粥状硬化）
と中膜石灰化（メンケベルグ型）に大別される．中
膜石灰化は末期腎不全患者に好発し，その対策が重
要視されている．中膜石灰化は血管平滑筋細胞の骨
芽細胞様細胞への形質転換により引き起こされ，無
機リンはこの形質転換を促進させる因子であること
が示されている．一方で，中膜を構成する弾性板の
石灰化は中膜石灰化の発症初期にみられ，エラスチ
ン分解の関与が示唆されている．しかし，中膜石灰
化の発症・進展におけるリンとエラスチン分解の関
連性は十分に解明されていない．
【方法】血管平滑筋細胞の形質転換とエラスチン

分解との関連についてラット血管平滑筋細胞を用い
て検討した．ラット血管平滑筋細胞を正常リン濃度
の培地で培養した群（NP），高リン濃度の培地で培
養した群（HP）を作製，さらにエテスチン分解産
物であるαエラスチンを正常リン培地へ添加した
群（NP＋E），また高リン培地へ添加した群（HP＋
E）を設け 14 日間培養し，各群における石灰化の

程度や石灰化関連因子の遺伝子や蛋白発現を検討し
た．
【結果】von Kossa 染色では HP 群で石灰化がみ

られ，さらに HP＋E 群では石灰化が促進した．石
灰化に関連する，Runx2 やオステオカルシン遺伝
子の発現は，NP 群，EP＋ E 群と比較して HP 群
と HP＋E 群で有意に上昇した．またアルカリフォ
スファターゼの蛋白発現が HP＋E 群で有意に増加
した．
【結語】エラスチン分解産物が高リン負荷による

血管平滑筋細胞の石灰化を促進または安定化してい
ることが示唆された．

シルデナフィルによる OLETFラット糖尿
病性腎症の進行抑制効果（学位甲）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
久野　芳裕

内科学教室（腎臓内科学部門）
伊與田雅之，柴田　孝則，平井　優紀
秋澤　忠男

【目的】糖尿病性腎症モデルラットに phospho-
diesterase（PDE）5 阻害薬であるシルデナフィル

（SIL）を投与し，2 型糖尿病性腎症における有効性
を検討した．
【方法】2 型糖尿病モデルであるOLETFラット（雄，

30 週令）を，SIL 治療群（2.5 mg/kg in drinking 
water）とコントロール群に分け，28 週間治療した．
対照群として 6 匹の LETO ラットを使用した．体
重，血圧，血糖値，アルブミン尿を経時的に評価
し，治療終了後に腎組織の検討を行った．
【結果】治療群，コントロール群間で SIL 投与に

よる体重，血圧，血糖値に変化は認めなかったが，
有意に　1）アルブミン尿の低下，尿量の増加　2）
血清 BUN，Cr 値の是正　3）尿中 cGMP の増加　4）
糸球体腫大，硬化の改善　5）糸球体，間質内の
PCNA 陽性細胞数減少　6）糸球体内の collagen 
type Ⅳ発現低下　7）腎皮質内 collagen type I，type 
Ⅲ mRNA 発現，TGF-βタンパクの低下　8）MMP-
2，-9 活性，タンパク，mRNA，TIMP-1 mRNA の
低下を認めた．
【結語】SIL での治療により MMPs/TIMP のバラ

ンス是正や強力な抗増殖作用による細胞外マトリッ
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クス増生抑制から，有意に糖尿病性腎症進行抑制効
果が得られた．

食道癌手術後の摂食嚥下障害とリハビリ
テーションアプローチに関する臨床的検討
（学位乙）

内科系リハビリテーション医学専攻
城井　義隆

リハビリテーション医学教室
水間　正澄

【はじめに】食道癌手術は手術侵襲や術後の患者
負担が大きく，様々なリハビリテーション（以下リ
ハ）アプローチが必要な分野とされている．食道癌
手術後の摂食嚥下障害については多くの報告がある
が，多彩な摂食嚥下障害を整理し各々に対応したア
プローチに関する報告は見当たらない．今回，食道
癌手術後の多彩な摂食嚥下障害を原因別に分類し，
各障害に対するアプローチを検討したので報告す
る．
【対象と方法】対象は 2009 年 8 月より当院で食道

癌手術を施行した 57 例中，術後に嚥下機能評価を
実施し，入院中に摂食嚥下アプローチを行った 31
名（男性 29 名，女性 2 名）とし，評価結果とアプ
ローチについて検討した．
【結果】以下の如く分類された．①リンパ節郭清

に伴う反回神経損傷による嚥下能力低下例では，嚥
下間接訓練，嚥下直接訓練，食材や姿勢の工夫によ
り経口摂取能力向上を認めた．②嚥下造影検査で著
明な喉頭挙上制限を認めた例では，喉頭周囲筋群の
ストレッチを中心とした嚥下間接訓練，嚥下直接訓
練を実施し，一部の症例に喉頭挙上改善を認めた．
③手術後消化管吻合部狭窄を認め嚥下困難を来した
症例では，吻合部に対して上部消化管内視鏡を使用
したバルーン拡張術を実施し，嚥下困難改善が図ら
れた．④消化管内容物の滞留と逆流により，内容物
が咽頭へ逆流することで誤嚥を来たす症例では，プ
ロトンポンプ阻害薬投与と，とくに夜間就寝時に逆
流を来たしにくい姿勢の工夫を行った．
【考察】食道癌手術後の摂食嚥下障害は，嚥下機

能だけでなく消化管が原因となる場合がある．摂食
嚥下能力を評価する場合，嚥下造影と同時に消化管
造影を実施することが重要である．また，いわゆる

嚥下訓練だけでは対応出来ず，他科医師との協力関
係に基づいた治療や薬物療法が有効な場合もある．
今回の結果は，食道癌手術後にみられる多彩な摂食
嚥下障害に対する適切なアプローチ法の選択に寄与
するものと考えられた．

抗甲状腺薬投与による肝機能障害と皮膚症
状（学位乙）

内科系内科学 
（糖尿病・代謝・内分泌内科学分野）専攻

大塚　史子
藤が丘病院内分泌代謝科

谷山　松雄
伊藤病院

千野　敏子，清水　妙子

【目的】バセドウ病（GD）の薬物治療に用いられ
る抗甲状腺薬（ATD）には thiamazole（MMI）と
propylthiouracil（PTU）があるが，ともに副作用
の頻度が高い．しかし副作用出現時期について副作
用種類別および ATD 別に前向きに調査した研究や
ATD 間の cross-reactivity についても報告がなく，
特に出現頻度の高い肝機能障害と皮膚症状を中心に
検討した．
【研究デザインと患者】未治療 GD 患者で ATD

治療を行った 449 例を対象に，MMI 15 mg/day, 
30 mg/day，PTU 300 mg/day 3 群に無作為に割付
け，副作用の種類，頻度，出現時期を検討した．さ
らに副作用のため ATD（1st ATD）を中止し，副
作用が消失するまで無機ヨード剤を投与後にもう一
方の ATD（2nd ATD）を投与した患者 71 例にお
いて副作用の出現頻度や種類について検討した．
【結果】1st ATD による副作用全体の頻度は MMI 

15 mg/day 群で少なかった．皮膚症状は MMI 30 
mg/day 群で，肝機能障害は PTU 300 mg/day 群
で他の 2 群に比べ有意に頻度が高かった．出現時期
においては，肝機能障害は皮膚症状と比較して遅く
出現した．薬剤の種類，投与量別で検討したとこ
ろ，肝機能障害は MMI 30 mg/day 群で PTU 300 
mg/day 群に比し早く出現していた．2nd ATD へ
変更後の副作用出現頻度は 30︲45％と 1st ATD 投
与での頻度と変わりなかった．2nd ATD で副作用
が出現する場合には 1st ATD の時と同じ副作用が
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出る傾向がみられた．1st ATD として MMI を投与
された患者で肝機能障害を認めた 11 人のうち 4 人
に，PTU による肝機能障害が出現していた．
【結論】ATD による副作用出現時時期や cross-

reactivity に留意して診療を行うことでより安全に
GD 治療を行うことができる．

進行性二次性副甲状腺機能亢進症における
腫大副甲状腺数はシナカルセト反応性の予
測因子である（学位乙）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
山本　真寛

横浜市北部病院内科系診療センター内科
吉田　典世，緒方　浩顕，衣笠えり子

内科学教室（腎臓内科学部門）
熊田　千晶，溝渕　正英

藤が丘病院内科腎臓
小岩　文彦

二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）は CKD-
MBD における合併症の一つであり，全死亡や心血
管系死亡の重篤なリスクである．本邦では Ca 受容
体作動薬であるシナカルセト塩酸塩（CH）が臨床
的に使用されており，活性型ビタミン D 製剤（VD）
抵抗性 SHPT の長期透析患者に対し iPTH を低下
させる事が知られている．本研究では重度 SHPT
患者に対して CH が iPTH 目標値（60 ～ 180 pg/
mL）達成に影響を与える因子を検討した．

計 57 例の SHPT 合併透析患者（iPTH＞300 pg/
mL）を対象とし，28 週間の前向き観察研究を行っ
た．CH は初期投与量を 25 mg/日とし，iPTH＜180 
pg/mL を達成するように調整した．評価項目は，
iPTH，骨型 Alp（b-Alp），cross-linked N-telopeptide 
of type Ⅰ collagen（NTx），Alb，Ca，P とした．
CH 投与前に副甲状腺超音波にて副甲状腺（PTGs）
の腫大線数，推定体積を測定した．CH への反応性
を 28 週後の iPTH 値にて 2 群に分類し比較検討し
た．（Group A≦180 pg/mL，Group B＞180 pg/mL）

CH 治療にて iPTH・補正 Ca・P は有意に低下し，
b-Alp・NTx などの骨代謝マーカーも有意に低下し
た．グループ間では Group B で iPTH・P の基礎値
は有意に高値で，最大腺体積・PTGs 総体積・腫大
腺数も有意に増加していた．CH 治療による目標

iPTH 達成に影響を与える因子を検討した結果，透
析歴・治療前 iPTH・P・最大腺体積・PTGs 総体
積・腫大腺数（2 個以上）が有意に影響し，腫大腺
が 2 個以上であることは，VD 抵抗性 SHPT 合併患
者における CH 反応性低下に有意に関連していた．

本研究では，腫大腺数が VD 抵抗性 SHPT に対
し CH の治療反応性を予測する有用な因子であるこ
とが示された．

ゾタロリムス溶出性ステントとパクリタキ
セル溶出性ステント留置患者の中期成績の
比較
―ACC/AHA病変分類による検討―（学位甲）

内科系内科学（循環器内科学分野）専攻
近藤　誠太

内科学教室（循環器内科学部門）
濱嵜　裕司，西蔵　天人，横田　裕之
辻田　裕昭，細 川 　哲，塚本　茂人
武藤　光範，櫻井　将之，西村　英樹
近藤　武志，小林　洋一

【目的】ゾタロリムス溶出性ステント（ZES）と
パクリタキセル溶出性ステント（PES）を用いた経
皮的冠動脈形成術（PCI）後の患者の中期成績を
American College of Cardiology/American Heart 
Association（ACC/AHA）病変分類に基づき比較・
検討すること．
【方法】ZES 留置後の患者 121 人 153 病変と PES

留置後の患者 342 人 431 病変に対し留置 8 か月後の
追跡冠動脈造影検査と 1 年後の主要有害心血管イベ
ント（MACE）の評価を行った．更にそれぞれの
群を ACC/AHA 分類に基づき単純病変群と複雑病
変群に分類し，比較・検討を行った．
【結果】定量的冠動脈造影法による解析では晩期

損失径（late loss）は PES 群に比し ZES 群で有意
に高かった（ZES 群 0.82±0.73 mm，PES 群 0.47±
0.68 mm，P＝0.003）．しかし ZES 群と PES 群の比
較において標的病変血行再建術（TLR）率に有意
差は認められなかった（ZES 群 9.8％，PES 群 5.8％，
P＝0.092）．単純・複雑病変群の比較では，単純病
変群において ZES 群の TLR 率は PES 群に比し有
意に低かった（ZES 群 0％，PES 群 7.0％，P＝0.038）
が，複雑病変群の比較では ZES 群の TLR 率は PES
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群と比較し有意に高く認められた（ZES 群 15.8％，
PES 群 5.3％，P＝0.009）．
【結論】本研究において ZES 群は PES 群に比し

単純病変には良好な成績が示されたが，複雑病変に
おいては ZES 群の TLR 率は PES 群に比較し有意
に高く，複雑病変には ZES は慎重に使用すべきと
考えられた．しかしながら，臨床におけるステント
の選択においては，病変背景のみならず，それぞれ
のステントの特性を十分考慮して選択すべきである
と考えられた．

大腿骨頭壊死症の病期・病型と血管形態（学
位甲）

病理系病理学（病理学分野）専攻
村上　悠人

第一病理学教室
原田　健司，山岡　桂太，平林　幸大
齋藤　光次，諸星　利男

藤が丘病院整形外科
渥 美 　敬，中西　亮介

大腿骨頭壊死症は無腐性，虚血性の壊死病変であ
るが，その発生機序は諸説報告があるが不明な点が
多い．また病理学的報告もなされているが，骨頭の
血管形態に関する報告は少ない．今回われわれは摘
出骨頭において骨頭の血管形態の観察を行い検討し
たので報告する．

対象は大腿骨頭壊死症 28 症例 28 骨頭，コント
ロール群として変形性股関節症6症例6骨頭である．
全例，人工股関節置換術あるいは人工骨頭挿入術時
に摘出した骨頭である．摘出骨頭を骨頭中央冠状面
で 2 分割し，HE，EVG 標本を作製した．境界領域
において血管数と血管径の計測，また骨頭全体にお
いて血管の形状の観察を行い検討した．

結果1）C2がC1に比して有意に血管径が大きく，
Stage 4 が Stage 2＋Stage 3 に比して有意に血管数
が多かった．誘因別（アルコール，ステロイド），
性別での比較では血管径，血管数共に有意差はみら
れなかった．

結果 2）約半数以上の症例で血管内腔の島状隆起
を認め，コントロール群ではみられなかった．

Stage 4 が Stage 2＋Stage 3 に比して血管数が有
意に多かったのは，本疾患は通常の炎症反応と異な

り，修復と壊死が繰り返されるため，経過が長い
Stage 4 の方が血管数が増加すると考えられる．

結果 2）に関しては本疾患では壊死と修復が繰り
返されており，反復刺激により修復の過程で血管内
皮細胞や線維芽細胞が内腔に向かって増生し隆起し
たものと考えられる．その繰り返される機械的刺激
を裏付けるものとして，本疾患では組織学的に修復
領域では血管に富む肉芽組織や線維性修復反応がみ
られる．

以上よりこの血管内腔での島状隆起は肉芽形成の
一環と考えられる．そしてコントロール群ではみら
れなかったため，本疾患に特徴的な所見ではないか
と考えられる．また病型間で有意差はみられなかっ
たが，島状隆起がうっ血の程度と関与している可能
性も示唆される．

悪性高熱症型リアノジン受容体遺伝子変異
体の作製と培養細胞における発現（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
中野　賢英

薬理学講座（医科薬理学部門）
小山田英人，矢冨健太郎，小口　勝司

悪性高熱症（MH）は，「全身麻酔時の吸入麻酔
薬が引き金となって起こる，異常な高熱や全身の筋
強直を主症状とする遺伝性疾患」と定義され，迅速
に適切な処置を行わない場合には死に至る薬理遺伝
学的な疾患である．確定診断は，患者の筋生検によ
り行われるので強い痛みを伴い，また診断者には高
い技術を要求されるために，国内外の非常に限られ
た施設でのみ行われてきた．遺伝子診断の開発を目
的とした多くの研究により，骨格筋の収縮に必要な
筋小胞体からの Ca2＋放出をコントロールするイオ
ンチャネルである 1 型リアノジン受容体（RyR1）
の遺伝子変異が主な原因と考えられる様になった．
この MH との関連を記載した臨床報告例において，
RyRl 遺伝子上にアミノ酸配列の変異を伴う 100 箇
所を超える遺伝子変異部位が報告されている．しか
し，RyR1 遺伝子はコーディング領域のみで約 1 万
5 千塩基対余りの長鎖に達するために，これらのア
ミノ酸配列の変異部位と MH に関わる薬物に対す
る感受性の変化を明らかにした実験報告は極めて少
ない．われわれはカセット構造化した RyRlcDNA



第 309 回　昭和医学会例会

288

を利用して MH 型 RyR1 遺伝子変異体の全長を作
製し，組み換え酵素を利用した遺伝子導入とテトラ
サイクリン誘導遺伝子発現システムを用いて，
RyR1 変異体の発現する培養細胞株を樹立した．こ
れらの細胞は RyR1 作用薬であるカフェイン添加に
よって Ca2＋放出を認め，日本人 MH 患者に報告の
ある RyR1 変異体を発現した細胞においてもカフェ
イン感受性の変化が確認された．この方法で簡単に
RyR1 変異体を発現できる培養細胞を樹立すること
が可能となり，さらに MH に関連する RyRl 変異体
の作製とその薬物感受性の変化を解析していきた
い．また，これらの RyR1 変異体を発現する細胞を
MH モデル細胞として利用して，新しい麻酔薬の開
発，MH 発症の機序解明に寄与することが期待され
る．

安楽死・尊厳死に関する医学生・理系学生
の意識差（学位甲）

社会医学系法医学専攻
苅部智恵子

法医学教室
丸茂　明美，丸茂　瑠佳，佐藤　啓造

これまでわが国では親族が関与する安楽死事件は
数件起こっていたが，1995 年に起こったいわゆる
東海大学「安楽死」事件で末期患者の安楽死に初め
て医師が関与する事件が起こった．

司法の場で安楽死が許容される 4 要件が提示さ
れ，厚生労働省も 2007 年に「終末期医療の決定プ
ロセスに関するガイドライン」を発表するなど，こ
れまでの「いかに患者の寿命を延ばせるか」という
医療の課題から，「患者の QOL Quality of Life，

（生活の質）」に課題が移行されつつある．
少子高齢化社会に突入した現代社会において，自

分自身や家族の終末期医療に関する自己決定権につ
いて，将来医師を目指す昭和大学医学部 4 年生と医
療系以外の理系学部に所属する 20 代の大学生，大
学院生を対象に同様の意識調査を実施し，得た回答
から学部間，性別間で傾向を探った．

意識調査では家族と自分自身に対する安楽死と尊
厳死についての考え方，安楽死と尊厳死の法制化の
是非，また自分が医師になったと仮定して終末期の
患者にどう接するかなどの主題を設け，収集した

データを統計ソフト IBM SPSS Statistics 19 を用い
て有意水準 5％としたχ2 検定を行い，各項目の有
意差を求めた．

①家族の終末期医療における生命の自己決定権
（安楽死・尊厳死）について，②安楽死・尊厳死の
法制化の是非について，③医師の立場になって終末
期患者にどのように接するかという 3 項目の意識調
査において両学部間に統計学的な有意差が認めら
れ，自分自身の延命措置の中止に関しては性別間に
統計学的な有意差が認められた．

調査では学部間および性別間に統計学的に有意差
が認められる回答や，逆に有意差が認められない回
答もあり，終末期医療に関する個人の意見は様々で
あった．このことから医療従事者は患者個人とよく
話し合い，終末期医療の方針を考慮する必要がある
と考える．

IL-17Aによる尿細管上皮細胞からの G-CSF
産生の誘導

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
新藤　優紀

内科学教室（腎臓内科学部門）
伊與田雅之，柴田　孝則，久野　芳裕
松 本 　啓，和田　幸寛，秋澤　忠男

【背景】様々な自己免疫疾患の病態において
interleukin （IL）-17 の関連性が注目されている．
【方法】培養ヒト近位尿細管上皮細胞（HK-2）に

お け る，1）IL-17A お よ び IL-17F の granulocyte 
colony-stimulating factor（G-CSF）産生誘導能，2）
炎症性サイトカインとの相乗効果，3）signaling 
pathway，4）IL-17 受容体の発現について検討した．
【結果】1）IL-17A は時間および用量依存性に

HK-2 細胞からの G-CSF 産生を促進し遺伝子発現を
認めた．IL-17F は G-CSF 産生を誘導しなかった．2）
IL-17A は TNF-α，IL-1βと相乗的に G-CSF 産生
を促進したが，IL-17F は促進しなかった．3）IL-
17A は p38，JNK を活性化せず，ERK1/2 のみリン
酸化を認めた．MEK1/2（ERK1/2 の上流）の阻害
薬は G-CSF 産生を抑制したが，p38 および JNK 阻
害薬は G-CSF 産生に影響を与えなかった．4）IL-
17RA および IL-17RC とも発現がみられた．
【考察】G-CSF は好中球の産生，活性化に関与す
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るサイトカインであるが，近位尿細管上皮細胞にお
ける IL-17A/IL-17F による G-CSF 産生の検討は報
告されていない．最近，腎虚血再還流後尿細管障害
において好中球から産生される IL-17A が病態に関
与することが報告され，われわれの結果は尿細管障
害における IL-17A が関与した好中球活性化に

G-CSF が関与することを示唆している．IL-17A の
細胞内 signaling pathway として ERK1/2 が関与し
ており，G-CSF 誘導に ERK1/2 の活性化が必要と
考えられる．IL-17F においては HK-2 細胞表面に関
連受容体の発現が認められるも G-CSF 産生はみら
れず，IL-17RC splice variant の存在が示唆される．


