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乳癌におけるmi-RNA発現の分析（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
矢冨健太郎

薬理学講座（医科薬理学部門）
佐々木晶子，辻　まゆみ，宇髙　結子
小口　勝司

外科学講座（乳腺外科学部門）
角田ゆう子

【目的】悪性度が高く予後不良のTriple negative
（TN）type 乳癌には確立された標的治療法がない．
近年，抗癌剤などの治療に替わる治療法が特定の遺
伝子を標的としたmiRNA分子標的治療法として研
究されはじめている．われわれはTN乳癌の分子標
的を明らかにする目的で，miRNAとタンパク質発
現解析を行った．
【方法】検体はヒト乳癌組織（TN type, Luminal 
A type） と培養細胞 （MCF7，MDA-MB-231） を用
いた．RT2 miRNA PCR Array Systemで miRNA
を抽出しABI7000 にて発現解析を行い，miRNAの
ターゲットタンパク質発現量を ELISA 法にて測定
した．
【結果】TN type に特異的に発現したmiRNAは，
mi-10b，130a，145，152，15a，15b，16，181c，
181d，182，186，222 であった．Luminal A type
に特異的なmiRNAはmi-107，19a，25，26b，27a，
27b，29a，29b，328，429，495 が認められた．タ
ンパク質発現は，Bax, fascin，PARP，ssDNA が
TN type に有意に認められた．
【考察】TN type に，DNA Repair に関与する
PARP 発現を調節するmiR-182や，細胞周期Cyclin 
Eを標的として腫瘍の成長を阻害するmiR-16，細胞
周期を抑制するmiR-221/222 などが認められたこ
とから，TN type 乳癌には細胞周期を標的とする
遺伝子治療の可能性が示唆された．また，Luminal 

A type に検出された細胞浸潤を促進するmiR-495
や腫瘍形成の役割を持つmiR-107，癌幹細胞を調節
するmiR-181 が検出されたことにより，癌幹細胞
に関与するmiRNAが新たな遺伝子治療の標的とな
ることが示唆された．

炭酸ガスフラクショナルレーザー照射直後超
早期の組織再生に関する基礎研究
―人工皮膚モデルを用いて―（学位甲）

外科系形成外科学専攻
酒巻　美保

形成外科学講座
豊洲クリニック美容・形成外科
加王　文祥

【目的】レーザーリサーフェシングは，光老化皮
膚や痤瘡瘢痕等の改善を目的に行われるが，中でも
フラクショナルレーザーリサーフェシングはダウン
タイムが小さく炎症後色素沈着が少ないため現在汎
用されている．以前われわれは，炭酸ガスフラク
ショナルレーザーを人工皮膚モデルに照射後，経時
的な組織修復過程について報告した．今回同様の方
法を用いて照射後 24 時間以内の組織再生の過程を
時間単位で調べたので報告する．
【方法】ヒト表皮角化細胞とヒト真皮線維芽細胞
を用いてヒト皮膚とほぼ同じ構造を持つ人工皮膚モ
デルの標本を作製した．多数用意したこの標本に炭
酸ガスフラクショナルレーザーを照射した後，24
時間目まで 3時間ごとに標本の一部を固定して組織
標本を作製した．人工皮膚の損傷程度と創傷治癒過
程はHE染色に加えて，線維芽細胞の増殖・分化，
基底膜再生，表皮角化細胞の遊走・増殖・分化につ
いては変化を詳細に観察するため各種免疫組織化学
染色を行い評価した．
【結果】標本のHE染色において照射直後に認め

第 311 回　昭和医学会例会

日　　時　9月 29 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 5号〔 601-613頁，2012〕



第 311 回　昭和医学会例会

602

られた表皮層から真皮層までの組織欠損部は，照射
後 3時間で周囲正常表皮層由来の表皮角化細胞の遊
走と分裂，増殖が開始され，徐々に表皮の肥厚と組
織欠損部の狭小化が進み，15 時間で完全に表皮細
胞で覆われ修復した．18 時間後より基底膜と真皮
層の再生が始まり，その後さらに再生は進行した．
【考察】人工皮膚モデルを用いてフラクショナル
レーザー照射後の，MTZ（micro thermal zone）の
熱変性の経時的な治癒過程を観察することができた．
炭酸ガスフラクショナルレーザー照射では瘢痕治療
等に効果的な真皮層にまで及ぶ損傷を与えることが
でき，さらに照射直後の短時間での組織再生が可能
であること，ならびにレーザー照射後のダウンタイ
ムの少なさが実験的にも確認され，瘢痕治療におけ
るフラクショナルレーザーの有効性が示唆された．

胎児脳構造の発達に関する研究
―正常発育胎児と発育不全胎児の比較―（学位甲）

外科系産婦人科学専攻
小森山可子

産婦人科学講座
市塚　清健，長谷川潤一，松 岡 　隆 
岡 井 　崇

【目的】超音波断層法による各種脳構造（側脳室，
脈絡叢，頭蓋内，大脳，前頭葉，視床，小脳）の大
きさの測定値が報告されているが，それらのほとん
どは海外のものである．そこで今回 われわれは各
種脳構造を 3D超音波を用いて週数別の大きさの分
布図を作成し，正常発育児と子宮内胎児発育遅延児
（FGR）の脳体積を比較し中枢神経の発育の特徴を
明らかにすることを目的として本研究を行った．
【方法】対象は 2010 年 10 月～ 2012 年 7 月までの
間に当院外来妊婦健診を受診し，承諾の得られた妊
婦である．妊娠 16 ～ 34 週の週数ごとに 20 例ずつ
の対象を集め，頭蓋内体積と各種脳構造物（側脳
室，脈絡叢，透明中隔腔，大脳半球，小脳，小脳虫
部）を測定し，週数による分布を調査した．なお多
胎妊娠，胎児形態異常，母体合併症を有するものは
本検討より除外した．使用した機器は経腹 3D超音
波（Voluson E8 expert, GE Health care 社　RAB4-
8-D プローブ）である．頭蓋内の volume data を取
得し volume data を解析用サーバおよびソフト一体

型コンピュータ（Viewpal, GE Health care 社）上
で Virtual Organ Computer-aided AnaLysis
（VOCAL）を用いて脳の各部（頭蓋内，大脳，側
脳室，脈絡叢，小脳，小脳虫部，透明中隔腔）の体
積を算出した．
【結果】のべ 400 例の妊婦に超音波を施行した．
正常発育児の各種脳構造の体積は妊娠週数の増加に
よって増加した．妊娠 16週～ 34 週で各種脳体積の
体積は，頭蓋内（23.27 ～ 322.54 cm3），大脳（14.93
～ 240.22 cm3），側脳室（1.4639 ～ 5.4928 cm3），脈絡
叢（0.816 ～ 2.093 cm3），小脳（0.4582 ～ 11.642 cm3），
小脳虫部（0.094 ～ 2.563 cm3），透明中隔腔（0.0322
～ 1.2068 cm3）であった．正常発育児と 22 例の
FGR の各種脳構造体積の発育には特徴的な大きな
違いは認めなかった．
【結論】3D超音波による妊娠 16 週～ 34 週におけ
る胎児脳構造の分布図を作成できた．今後これらは
今後胎児中枢神経系の発育の評価に関する研究およ
び臨床に役立つと思われた．また今後も FGR児の
データを集積し，さらに検討が必要と思われた．

圧脈波伝播による管粘弾性の変化（学位甲）

外科系外科学（胸部心臓血管外科学分野）専攻
飯塚　弘文

人工血管の開存に関連する因子として，粘弾性が
挙げられるが，圧脈波伝播と粘弾性の関係は明らか
にされていない．今回，expanded poly tetora fulu oro-
ethylene（ePTFE）人工血管を用いて，圧脈波伝播
による粘弾性の変化を in vitro による閉鎖回路を用
いて評価した．閉鎖回路の一部を 35 cmの人工血管 
（ePTFE 5 mm，10 mm） で置換し，拍動型ポンプで
毎分 60回の拍動を加え，人工血管入口部での平均内
圧を100 mmHgとして計測をした．レーザー変位計
および先端トランスデューサー圧センサを設置し，
断面径変化，圧変化を経時的に測定した．血管弾性
の指標にはdistensibility （D） を用い，粘性は内圧と
断面積変化率からhysteresis loopを描出し，ループ
内の面積の大きさから，定量的に評価した．人工血
管の平均内圧 100 mmHgにおけるdistensibility は内
径 10 mmで入口部では 9.1×10－5 mmHg－1，伝播距
離 10 cm では 5.6×10－5 mmHg－1，20 cm では 4.0×
10－5 mmHg－1，30 cm で は 3.5×10－5 mmHg－1， 内
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径 5 mm で入口部では 2.8×10－5 mmHg－1，10 cmで
は 2.6×10－5 mmHg－1，20 cmでは 1.9×10－5 mmHg－1，
30 cm では 1.1×10－5 mmHg－1 であった．ePTFE 人
工血管の弾性は動脈と比べて著しく低くい値を示し
た．人工血管の distensibility は伝播により低下し，
内径 10 mmと 5 mmでは 5 mmで低い値であった．
人工血管では動脈の弾性特徴であるクッション効
果，Windkessel 効果が小さく，伝播により更に低
下するために開存性が低下している可能性が示唆さ
れた．粘性は内径 10 mmで入口部では 2.6 mmHg，
伝播距離 30 cm では 0.81 mmHg，内径 5 mm で入
口部では 0.49 mmHg，伝播距離 30 cm では 0.26 
mmHg であり，30cmの圧脈波伝播により低下を認
めた．また体位面積に対する粘性は内径 10 mmと
5 mmでは 5 mmのほうが低い値であった．粘性と
開存性に相関関係はなく，粘性よりも弾性が開存性
に関係しているのかもしれない．レーザー変位計を
用いて測定した人工血管の伝播速度は 20 ～ 40 m/s
であった．伝播速度に内径による差は認めなかっ
た．今回の結果からは，同じ材質の人工血管でも内
径や伝播により粘弾性が変化することが示された．
またレーザー変位計を用いることで人工血管の伝播
速度を計測することが出来た．今回の結果は今後血
管の力学的特性の開存性への影響の解明に寄与する
と思われた．

脊髄損傷マウスに対するヒト骨髄由来間葉
系幹細胞の有用性および PACAPを介する
作用機序の解明（学位甲）

生理系解剖学（顕微解剖学分野）専攻
圓谷　智海

解剖学講座（顕微解剖学部門）
大滝　博和，塩田　清二

藤が丘病院整形外科
渥 美 　敬

骨髄由来間葉系幹細胞（MSCs）が組織損傷抑制
作用を有することは多くの動物および臨床研究によ
り示されている．われわれは，ヒトMSCs（hMSCs）
をマウス虚血脳に移植すると神経保護ペプチドのマ
ウス PACAP 遺伝子（adcyap1）が増加することを
見出した．しかし，その発現増加が hMSCs の組織
損傷抑制作用に寄与するか不明である．本研究はマ

ウス脊髄損傷（SCI）モデルに hMSCs を移植し，
hMSCs の SCI に対する有用性および PACAP を介
した作用機序を調べた．
C57/BL6 マウス脊髄の第 9/10 胸椎間を切断し

SCI モデルを作成した．翌日，その一椎間尾側に
50 万個の hMSCs を投与した．SCI 後，運動機能や
損傷体積を対照群，死細胞投与群と比較した．更に
adcyap1 や成長因子，サイトカイン遺伝子を定量し
hMSCs と PACAPの相互作用を調べた．
hMSCs 移植群は 7日後までに対照群に比べ運動

機能および損傷体積の有意な改善を認めた．これら
は，死細胞投与では認められず，hMSCs を移植し
た adcyap1＋/－マウスでは減弱した．SCI 後のマウス
adcyap1 発現は，hMSCs の投与により有意に高値
を示した．hMSCs 投与はマウス Il1b，Tnf，Il10，
Tgfb1 発現を低下し，Il4 を増加した．adcyap1＋/－

マウスに hMSCs を投与すると Il1b，Tnf，Tgfb1，
Il4 の修飾が認められなくなった．また，hMSCs の
移植は，IL-4 に誘導される食細胞マーカーのアルギ
ナーゼ活性を増加した．移植後のヒト遺伝子発現を
調べたところ，TGFB1 および IL4 が ADCYAP1＋/

マウスで有意に低下した．
この結果は hMSCs の脊髄組織保護作用にマウス
PACAP の発現を要することを示し，PACAP が
hMSCs とホスト組織のクロストークを部分的に仲
介する hMSCs の新しい作用機序を見出した．

ニューロペプチドW（NPW）の摂食調節に
おけるストレス反応と自発運動の影響（学
位甲）

生理系解剖学（顕微解剖学分野）専攻
遠 藤 　慶

星薬科大学薬学部運動生理学教室
竹ノ谷文子

解剖学講座（顕微解剖学部門）
長谷川文雄，小川　哲郎，塩田　清二

【背景】ニューロペプチドWは，オーファン G
蛋白共役型受容体（GPCR）の GPR7（NPBW1）と
GPR8（NPBW2）の内因性リガンドとしてブタの
視床下部から同定された生理活性ペプチドである．
NPWニューロンは脳内に広く分布し，胃や副腎な
どにも存在することから，中枢および末梢に作用す
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る多機能な神経ペプチドであると考えられる．われ
われはこれまでNPWは脳内において，プロオピオ
メラノコルチンやニューロペプチドYニューロン
とネットワークを構築し，摂食調節作用を行ってい
ることを報告している．さらに，NPW投与による
末梢コルチコステロン上昇が認められることや，自
発運動（回転かご）によりマウス視床下部室傍核に
おけるCRF mRNAの発現が低下することが報告さ
れている．
【目的】マウスに NPWを脳室内投与し，摂食，
飲水，運動量および体重を測定した．さらに自発運
動群と非運動群にNPWを脳室内投与し，摂食量や
脳内の c-Fos 発現を調べた．またNPW脳室内投与
後の視床下部室傍核のNPWと CRH，バソプレシ
ン，オキシトシンニューロンとの神経相関を二重免
疫染色法で観察した．
【結果】コントロール群ではNPWの摂食と飲水
量が有意に減少した．自発運動によりNPWの摂食
抑制作用は消失した．さらにNPW投与で増加がみ
られた室傍核の c-Fos 発現は自発運動により減少し
た．NPW脳室内投与後の室傍核ではNPWにより
CRH細胞が活性化されたが，バソプレシン，オキ
シトシンニューロンの活性化は認められなかった．
【結論】以上の実験観察結果からNPWの摂食抑
制機序の 1つに視床下部‒下垂体‒副腎系を介したス
トレス反応が関与し，特に CRHを介する摂食抑制
機構の存在が考えられる．

脳損傷者における情動的表情認知と表情模
倣（学位甲）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
増山英理子

生理学講座（生体調節機能学部門）
本間　生夫

【目的】脳損傷者における社会的行動障害はQOL
を著しく低下させる因子であり，なかでも対人技能
拙劣には，コミュニケーション障害が大きく関与し
ていると考えられる．脳損傷者は健常者と比較した
場合，他者が発する非言語コミュニケーションと関
連づけて感情を読み取ることが困難となっている．
そこで脳損傷者におけるコミュニケーション障害に
ついて検討を加えるため，日常生活上の行動障害と

情動的表情認知，模倣的表情表出に着目し健常者と
の比較を行った．
【対象】通所作業所に所属する利用者 10 名，大学
生 10 名を対象とした．
【方法】日常生活上の行動障害は脳外傷者の認知
－行動障害尺度（以下TBI-31）と表情に関するア
ンケートを実施した．情動的表情認知・模倣的表情
表出については16型プロンプター装置（MPL-16W，
Life-on）にて喜びと怒り表情を被験者に提示し，表
情の認知の有無と，画像注視中の被験者の表情を撮
影し，模倣的表情表出を測定した．
【結果】TBI-31 では健忘性，対人場面での状況判
断力の低下，課題遂行力の低下が認められた．表情
に関するアンケートでは怒りっぽくなった，笑顔が
みられなくなった，全く表情がなくなった等が挙げ
られ，利用者の表情表出の減少や表出内容も怒り表
情のみであった事が伺えた．情動的表情認知はすべ
ての被験者で認識可能であった．模倣的表情表出で
は，怒り表情では健常者と相違は認められなかった
が，喜び表情では健常者の方が模倣的表情表出をし
た人数が有意に多かった．（X2 値 7.200，P＝ .007）．
【結語】他者への共感を示す手段でもある模倣的
表情表出の喜び表情が脳損傷により低下することが
示唆された．この結果から，脳損傷者とのコミュニ
ケーション場面においては彼らの表情表出は乏し
く，違和感をも抱かせる事態を招いているのではな
いかと考えられる．

母体血からの有核赤血球の濃縮と自動解析
による同定の効率化（学位乙）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
鈴木　稚子

産婦人科学講座
関沢　明彦

国立成育医療研究センター
北川　道弘

生理学講座（生体調節機能学部門）
本間　生夫

非侵襲的な出生前遺伝子診断技術として，母体血
中の胎児有核赤血球（NRBC）を用いた技術が注目
されている．しかしながら，母体血中にはごくわず
かな数のNRBC しか循環していないため，どのよ
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うに効率よく回収・同定するかがこれまでの課題で
あった．今回，CD45 抗体磁気ビーズを用いて白血
球系の除去をおこなうことで，NRBC 同定の効率
化を試みた．CD45 処理により全体の細胞数を減少
させることでNRBC が濃縮され，回収・同定の効
率化が実現した．さらに，スライドグラスに塗抹さ
れた全細胞に占める有核細胞の割合が減少すること
により，顕微鏡観察においても効率化の効果が得ら
れ，最終的なNRBCの同定数を 1.8 倍増加させると
いうことが判明した．また，これまでスライドグラ
スに塗抹された細胞からのNRBC 同定は顕微鏡下
の目視により行われてきたが，今回，われわれは細
胞自動検出機を用いることにより検出の自動化を試
みた．その結果，目視で検出する場合と比べ，作業
時間の大幅な短縮と作業負担の劇的な軽減に成功し
た．細胞自動検出機を用いる効果は作業時間，作業
負担の減少にとどまらず，最終的に検出される
NRBC の同定数を約 3 倍に増加させることが確認
できた．CD45 処理と細胞自動検出機を併用するこ
とにより，NRBC 回収・同定の効率化が相乗的に
高まるだけでなく，結果としてNRBC の検出・同
定効率を高めることにもつながった．このようにし
て同定した NRBC に対して FISH 解析を実施し，
実際に性別判定を試みたところ，羊水診断による性
別判定で男児と診断された 2例については，どちら
もXYシグナルをもつ細胞を確認できた．母体血を
用いた無侵襲胎児診断は，現時点で 18，21，X，Y
の probe を用いた染色体の数の診断であるが，今
後，アレイ CGHや次世代シーケンサーを利用する
ことで，診断可能範囲がさらに広がる可能性が高い
と考えられる．

アジュバント関節炎モデルラットにおける
抑肝散の鎮痛ならびに抗ストレス作用（学
位甲）

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
本 田 　豊

生理学講座（生体制御学部門）
砂川　正隆，米山　早苗，池本　英志 
久 光 　正

抑肝散は神経症，不安症，小児の夜泣き，小児疳
症などの精神的興奮に対し用いられてきた漢方薬で

あるが，近年，眼瞼痙攣，認知症およびその周辺症
状のほか頭痛や神経障害性疼痛などの疼痛性疾患に
対する有効性も報告されている．しかし，抑肝散の
鎮痛機序に関しては明らかにされていない．本研究
では，アジュバント関節炎（AA）モデルラットを
作製し，慢性炎症性疼痛に対する鎮痛効果と，疼痛
に伴うストレスに対する抑肝散の効果を検討した．
7週齢の雄性Wistar 系ラットを 4群に分け，第 1

群は対照群（Control 群），第 2 群は対照動物に抑
肝散を投与した群（YKS群），第 3群はアジュバン
ト関節炎モデル群（AA群），第 4群はアジュバン
ト関節炎モデルラットに抑肝散を投与した群（AA
＋ YKS 群）とした．AAモデルラットは，ラット
の右足底へ Freund’s complete adjuvant（FCA）
（0.1 ml）を皮下投与することによって作製し，対
照群には同量の生食を同部位に投与した．鎮痛効果
は，Hargreaves 法により疼痛閾値測定および脊髄
ミクログリアの活性を蛍光免疫染色で評価し，抗ス
トレス効果は血漿コルチコステロンおよび唾液クロ
モグラニンA濃度をEIA法にて測定し評価した．
抑肝散の投与により，慢性炎症による疼痛閾値の
低下と慢性痛に関与することが知られる脊髄ミクロ
グリアの活性化は有意に抑制された．また，血漿コ
ルチコステロン濃度には有意な変化は認めなかった
が，唾液クロモグラニン A濃度は，AA 群では
Control 群と比較し有意に増加したが，抑肝散の投
与によりこの増加は有意に抑制された．
以上の結果より，抑肝散は脊髄ミクログリアの活
性化抑制を介した鎮痛効果を示すとともに，疼痛に
伴うストレスに対する有効性が示唆された．

急性および慢性痛発現時のストレスマー
カーとしてのクロモグラニン Aの分泌動態
（学位甲）

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
米山　早苗

生理学講座（生体制御学部門）
砂川　正隆，本 田 　豊，久 光 　正

【背景】クロモグラニンA（CgA）は主に副腎髄
質クロム親和性細胞，交感神経終末の分泌顆粒中に
存在し，カテコールアミンの貯蔵や分泌に関与する
糖タンパクであることから，視床下部‒交感神経系
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の反応を反映すると考えられている．コルチゾール
と比べても精神的ストレスに対して鋭敏にかつ特異
的に唾液中への分泌が高まることから，近年，唾液
中 CgAが精神的ストレスマーカーとして用いられ
ている．しかし，どのようなストレス条件下で分泌
が促進されるのかについては充分明らかにされてい
ない．そこで本研究では，疼痛発現と CgA分泌と
の関係について検討することを目的とした．急性炎
症性疼痛モデルラットならび慢性炎症性疼痛モデル
ラットを作製し，疼痛ストレス下における唾液中
CgAの分泌動態を調査した．
【方法】急性痛の実験では，ラットの右側後肢足
底に 4％ホルマリン溶液 50μl を皮下注射し，一時
間後に唾液と血液を採取した．慢性痛の実験では，
同部位にComplete Freund’s adjuvant 100μl を皮
下注射し，一週間後に唾液と血液を採取した．その
後，血漿コルチコステロンと唾液 CgA，唾液アミ
ラーゼの濃度を測定した．
【結果】血漿コルチコステロンと唾液αアミラー
ゼは急性痛・慢性痛ともに増加した．しかし，唾液
CgAは急疼痛では増加しなかったが，慢性痛では
有意な増加がみられた．
【考察】過去の報告では，CgAは精神的ストレス
に特異的に反応し，身体的ストレスによる影響は受
けにくいとされている．これが正しければ，慢性痛
に比べ急性痛は危険信号としての意味合いが大き
く，精神的ストレスよりも身体的ストレスの要素が
大きいため，急性痛では唾液 CgAは増加しなかっ
たと考えられる．近年，CgAが精神的ストレスマー
カーとして応用されているが，正確に利用するため
にも，様々なストレス条件下での分泌動態の検討が
必要である．

社会的孤立ストレスラットにおけるロズマ
リン酸の抗ストレス作用（学位甲）

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
俵積田ゆかり

生理学講座（生体制御学部門）
砂川　正隆，須賀　大樹，芳田　悠里 
渡辺　一恵，久 光 　正

【序論】ロズマリン酸は，植物由来の天然ポリ
フェノールの一種で，紫蘇やローズマリー，レモン

バームなどに多く含まれ，抗酸化作用，消炎作用，
抗菌作用，抗アレルギー作用，抗うつ作用を有する
ことが報告されている．本研究では，ラット社会的
孤立ストレスモデルを用い，内分泌系・免疫系の観
点からロズマリン酸の抗ストレス作用を検証した．
【方法】Wistar 系雄性ラットを使用し，無作為に，
非ストレス群（Control 群），非ストレスラットに
ロズマリン酸を投与した群（Control ＋ RA 群），
ストレス群（Stress 群），ストレス負荷したラット
にロズマリン酸を投与した群（Stress ＋ RA群）の
4群に分けた．ストレスの負荷は，1週間 1ケージ
に 1匹で飼育することで行った．Control 群ならび
Control ＋ RA群は，同期間 1ケージあたり 3匹で
飼育した．ロズマリン酸は 1 日 1 回腹腔内投与
（3 mg/kg）した．本モデル動物は，攻撃性が高ま
ることが知られている．1 週間後，攻撃性の評価
（ケージ内に入れた棒に噛みつく時間を測定）を行
い，また血漿コルチコステロン濃度（EIA法）なら
び脾臓NK細胞活性（4時間 51Cr 遊離法）を調べた．
【結果】Control 群に比べ Stress 群では有意に攻
撃性が高まり，血漿コルチコステロン濃度も上昇し
たが，Stress ＋ RA群ではこれらが有意に抑制され
た．また，Stress 群では有意に脾臓NK細胞活性が
低下したが，Stress ＋ RA群ではこの低下が有意に
抑制された．
【考察】各種ストレスと免疫能の低下に関しては
多くの報告があるが，孤立ストレスによっても脾臓
NK細胞活性が有意に低下した．ロズマリン酸の投
与は攻撃性，ストレスホルモンである血漿コルチコ
ステロン濃度の上昇を抑制したことから，ロズマリ
ン酸は抗ストレス作用を有し，その結果，脾臓NK
細胞活性の低下も抑制されたと思われる．

呼気終末陽圧付加による酸素化能改善機序：
セボフルラン麻酔下およびプロポフォール
麻酔下手術症例での後ろ向き研究（学位乙）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
河 村 　岳

生理学講座（生体調節機能学部門）
本間　生夫

【背景】全身麻酔中，呼気終末陽圧（positive end- 
expiratory pressure : PEEP）は酸素化能改善目的
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に使用される．近年麻酔維持薬としてセボフルラン
等の揮発性麻酔薬または，プロポフォール等の静脈
麻酔薬が多く用いられ，揮発性麻酔薬と静脈麻酔薬
は呼吸生理に及ぼす影響が異なる．セボフルランも
しくはプロポフォール麻酔症例において，PEEP 付
加による酸素化能改善効果について， 後ろ向きに検
討を行った．
【方法】セボフルランもしくはプロポフォール麻酔
下成人待機手術（仰臥位または切石位）で，従圧式
人工呼吸で管理され，PEEPが付加されなかった症
例と，5もしくは 10 cmH2O の PEEP が付加された
症例を抽出した．セボフルラン，プロポフォール麻
酔症例のうち付加された PEEP が 0，5，10 cmH2O
のものを各々S0，S5，S10，P0，P5，P10 群とした．
診療録からT1（PEEP 付加前），T2（PEEP 付加後
1～ 2時間）の動脈血液ガス分析結果と人工呼吸設
定が判明するものを対象として後ろ向きに調査し
た．反復測定分散分析を解析に用い，P＜ 0.05 を有
意とした．
【結果】139 症例が対象となった．肺胞気動脈血
酸素分圧較差（AaDO2）は，T1 から T2 にかけて
S0，P0 群で有意に増大し，S5，S10，P5，P10 群
で有意に減少した．動的肺コンプライアンス（C）
は S0，P0 群で有意に減少し，P5 群で変化がなく，
S5，S10，P10 群で有意に増加した．
【考察】セボフルラン麻酔下ではAaDO2 の改善
に Cの増加が伴うが，プロポフォール麻酔下では
Cの増加を必ずしも伴わなかった．セボフルラン麻
酔下とプロポフォール麻酔下では PEEP 付加によ
る酸素化能改善機序が異なることが示唆され，末梢
気道に対する拡張作用の有無と換気血流比に及ぼす
作用の違いが関与すると考えられた．

生活習慣病モデルラット大動脈弓を用いた
動脈硬化関連遺伝子の探索（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
小 泉 　剛

薬理学講座（医科薬理学部門）
大場啓一郎，坪井　麻与，岩井　信市 
小口　勝司

聖マリアンナ医科大学大学院
遺伝子多型・機能解析学分野
熊井　俊夫

聖マリアンナ医科大学薬理学講座
松本　直樹

【背景と目的】現在，生活習慣病を契機とする動
脈硬化症の患者が増加している．しかしながら，動
脈硬化症の病態および治療法は，不明な点も多い．
われわれは自然発症高血圧高脂血症ラット（SHHR）
に高脂肪食と 30％蔗糖液を負荷することで生活習
慣病モデルラットとした．さらに，このモデルが初
期動脈硬化症モデルとして有用であることを報告し
てきた．動脈硬化症初期における病態解明をするた
めに，生活習慣病モデルラットの大動脈弓を用いて
マイクロアレイ解析法およびリアルタイム PCRに
より標的遺伝子の検出を行った．
【方法】4 か月齢のオスの Sprague-Dawley ラッ
ト（SD）ならびに SHHR を，普通食群（ND），高
脂肪食・30％蔗糖液群（HFDS）に割付し，4か月
の自由摂食の後，試料を採取した．1 色法オリゴ
DNAマイクロアレイを用いて各群大動脈弓mRNA
の発現を検出し，GeneSpring GX11 を使用して解
析を行い，さらにリアルタイム PCR にて定量を
行った．
【結果】SHHR-HFDS群と他群を比較し変化のあっ
た遺伝子が 37 遺伝子同定された．そのうち 11 遺伝
子を選択し，リアルタイム PCRにて定量を行った．
SD-ND 群 と 比 較 し SHHR-HFDS 群 に お い て，
Mkks では 26.0 倍，Grem2 では 21.6 倍と発現が増
加し，Retnlg および Esm1 の計 4 遺伝子で 10 倍以
上の発現増加を認めた（P＜ 0.01）．
【考察】われわれは，動脈硬化症初期に変化する
遺伝子として Grem2，Retnlg， Mkks， Esm1 の 4
遺伝子を検出することができた．Retnlg は，粥状
動脈硬化症と関係が示唆されているレジスチン様分



第 311 回　昭和医学会例会

608

子をコードしており，Grem2 は，TGF-βファミリー
である BMPのアンタゴニストをコードしている．
今回検出された 4遺伝子は初期動脈硬化症における
病態進展および治療における標的因子に成り得る可
能性が示唆された．

扁桃体基底外側核におけるドパミン受容体
サブタイプと呼吸調節（学位甲）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
杉田　俊寿

生理学講座（生体調節機能学部門）
金丸みつ子，本間　生夫

内科学講座（神経内科学部門）
河 村 　満

生理学講座（生体調節機能学部門）
内科学講座（神経内科学部門）
佐藤佳渚子

 【背景・目的】呼吸調節は大きく分けて，延髄を
中心とした代謝性の調節，大脳皮質を中心とした行
動性調節，扁桃体を中心とした情動性調節がある．
情動の中枢である扁桃体において，神経化学的呼吸
調節は確立されていない．扁桃体基底外側核におけ
る，ドパミンと恐怖条件付けの関連が知られてお
り，ドパミンは主に D1 like 受容体，D2 like 受容
体を介して作用を発現する．本研究では，扁桃体基
底外側核における各ドパミン受容体サブタイプを介
する呼吸調節について検討した．
【対象・方法】雄性成熟マウス（C57BL/6N，10
週～ 12 週，n＝ 16）において，全身麻酔下で扁桃
体基底外側核にマイクロダイアリシスのガイドカ
ニューレを留置する手術を行い，1週間の回復期間
を置いた．実験当日，そのマウスに吸入麻酔下でマ
イクロダイアリシスプローブの刺入をして，呼吸測
定用のダブルチャンバー・プレチスモグラフに入
れ，プローブを介して各ドパミン受容体拮抗薬を微
量潅流した．人工脳脊髄液潅流群（n ＝ 5），D1 
like 拮抗薬潅流群（n＝ 6），D2like 拮抗薬潅流群（n
＝ 5），それぞれで呼吸曲線と体温を記録し，同時
にドパミン遊離量をHPLC で分析した．後日，呼
吸数，一回換気量，分時換気量，体温を解析した．
【結果】扁桃体基底外側核において，D2 like 受容
体拮抗薬潅流群の呼吸数，分時換気量は有意に低下

した．同時に測定したドパミン遊離量は有意な変化
を認めなかった．
【結論】扁桃体基底外側核において，自己受容体
であるD2受容体活性がドパミン遊離に影響しない
事から，D2 受容体は呼吸数を増加し，呼吸を亢進
する事が示唆された．

Enterobacter cloacaeから分離した二つの 
mobilizableプラスミドの特徴（学位甲）

病理系病理学（臨床病理診断学分野）専攻
五味　一英

細菌は，選択圧下でプラスミドを介した遺伝子の
水平伝播によって新しい表現型を獲得する．プラス
ミドは，解毒作用，抗菌薬への耐性，病原性，また
は代謝に関与した遺伝子を導入するため，細菌は，
通常その環境において増殖優位性を得る．プラスミ
ドは conjugative プラスミド，mobilizable プラスミ
ドに分類され，いずれのプラスミドもmobilizable
領域（mob）を持ち，その中に，relaxome 成分，
転移開始点（oriT），複数のニッキング補助タンパ
クをコードする．
2008 年 4 月昭和大学小児科の患者の便サンプル
から得たメタロ-β-ラクタマーゼ産生を疑われた第
3世代セファロスポリン耐性E. cloacae から pS51A
と pS51B（それぞれの大きさ：5782 bp と 4854 bp）
の二つのプラスミドを分離し，クローニングし，
DNAの塩基配列を決定し構造を解析した．
両プラスミドは，RNA I/RNA II の複製開始点や
mobABCD の relaxase 遺伝子，およびいくつかの
open reading frames（ORF）をコードしていた．
relaxase 遺伝子構造に基づくmobilizable プラスミ
ドの分類によると，pS51A と pS51B は多くの腸内
細菌にみられる mobilizable プラスミドの ColE1
スーパーファミリーに属していた．メタロ-β-ラク
タマーゼ遺伝子は，ORF の相同検索で pS51A と
pS51B のどちらからも同定されなかった．pS51A 
にコードされていたORFは，E. coli タンパク質 L，
E. coli 熱ショックタンパク，およびE. coli プラス
ミド複製開始タンパクであり，pS51B では，helix-
turn-helix タンパク，E. coli プラスミド複製開始タ
ンパクおよび Salmonella 複製開始タンパクであっ
た．
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これら二つのプラスミドによってコードされる遺
伝子のいくつかは細菌増殖に関与し，プラスミドの
維持は，宿主に増殖優位性を与えるものと考えられ
る．

Parkinson病モデルマウスに対する八味地
黄丸の有効性の検討

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
岩波　弘明

生理学講座（生体制御学部門）
砂川　正隆，久 光 　正

内科学講座（神経内科学部門）
河 村 　満

【序論】Parkinson 病（以下 PD）は，黒質緻密部
ドパミン神経細胞の変性を特徴とし，錐体外路徴候
を主とした身体機能低下を来す変性疾患である．漢
方医学では，年齢不相応な老化や身体機能低下をも
たらす病態を腎虚と言う．本研究は，腎虚に対する
代表的漢方方剤である八味地黄丸と，八味地黄丸か
ら桂枝，附子を除いた処方である六味丸の PDに対
する有効性を，PDモデルマウスを作製し検討した．
【方法】雄性C57BL/6マウスを使用し，無作為に，
コントロール群（Con群），PDモデルマウス群（PD
群），PDモデルマウスに八味地黄丸を投与した群
（Hachi 群），PDモデルマウスに六味丸を投与した
群（Roku群）の 4群に分けた．PDモデルマウスは，
殺虫剤や農薬として用いられていたロテノン
（2.5 mg/kg/day）を 35 日間皮下注射する事により
作製した．漢方薬は，（株）ツムラより提供を受け
た動物実験用の八味地黄丸および六味丸を使用し，
粉末状飼料に 3％の割合で混和し，同期間投与し
た．効果の判定は，実験 35 日目の運動能（ポール
テスト）と黒質ドパミン神経細胞の脱落の程度（蛍
光免疫染色）で評価した．また，作用機序の検討の
ため，酸化ストレスマーカーである尿中 8-OH-dG
の測定（EIA法）を実験前と 14，35 日目に行った．
【結果】Con 群に比べ PD群では有意な運動能の
低下，黒質ドパミン神経細胞の減少がみたれたが，
Hachi 群ではそれらが有意に抑制された．また，尿
中 8-OH-dG 濃度は，実験 14 日目に PD群で有意な
上昇がみられたが，Hachi 群ではその上昇が有意に
抑制された．いずれの実験に関してもRoku 群では

有効性は認められなかった．
【考察】ドパミン神経細胞の死に酸化ストレスの
関与が報告されている．これらの結果より，八味地
黄丸は抗酸化作用を機序の 1つとし，PDの発症・
進行抑制効果を有することが示唆された．

再発あるいは前治療無効進行非小細胞肺癌
に対する docetaxel，S-1併用療法の有効性
と安全性の検討（学位甲）

内科系内科学（呼吸器・アレルギー内科学分野）専攻
大木　康成

内科系内科学講座（呼吸器・アレルギー内科学部門）
村田　泰規，楠本壮二郎，杉山　智英
石田　博雄，白井　崇生，中嶌　賢尚
奥田健太郎，大 西 　司，廣 瀬 　敬

腫瘍分子生物学研究所
山岡　利光，大 森 　亨

【背景】非小細胞肺癌（NSCLC）の患者のほとん
どは，初回化学療法を行った後に再発する．Doce-
taxel は再発あるいは前治療無効NSCLC に対する
標準治療の 1つであるが，その奏功率，生存期間は
満足すべきものではない．S-1 は未治療の NSCLC
に対し有効的な薬剤である．基礎研究では doce-
taxel と S-1 で相乗効果が認められており，他がん
腫では併用療法の有効性も報告されている．今回わ
れわれは再発あるいは前治療無効NSCLC に対して
これらの併用療法の有効性と安全性を検討した．
【対象・方法】再発あるいは前治療無効 NSCLC
の症例を対象とし，Docetaxel：35 mg/m2 を 1 ～
15 日目に投与し，S-1：80 mg/m2 を 1 ～ 14 日目に
連続投与の 4週毎施行した．
【結果】2006 年 10 月から 2009 年 3 月まで計 49
例（男 / 女：38/11）が登録された．最も多い組織
型は腺癌だった．奏効率は 16.3％（95％ CI，7.3％
～ 29.7％），平均生存期間は 9 か月（1 ～ 22 か月）
および PFS は 3 か月（1～ 15 か月）だった．組織
型別で奏効率に有意差を認めなかった．Grade 3 以
上の血液毒性は 51.0％の患者に好中球減少，2.0％
に血小板減少，20.7％に貧血，また grade 3 以上の
非血液学的毒性は 24.5％の症例に感染，12.2％に食
欲不振，14.3％に下痢，6.1％に嘔気，および 4.2％
に脱水を認めた．70 歳以上の患者群にGrade3 以上
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の口内炎・脱水・感染症を有意に多く認めた．治療
関連死は下痢と脱水のために 1例認められた．
【結語】再発あるいは前治療無効NSCLC に本併
用化学療法は効果的と考えられる．組織型別でも奏
効率に差は認めず，また副作用も 70 歳以上の高齢
者に強く認められたものの十分認容可能だった．

副腎皮質刺激ホルモン放出因子による，脊
髄中間外側核ニューロンへの直接作用につ
いて（学位甲）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
田辺　彩夏

生理学講座（生体調節機能学部門）
鬼 丸 　洋，本間　生夫

藤が丘病院循環器内科
鈴 木 　洋

藤が丘リハビリテーション病院循環器内科
嶽山　陽一

副腎皮質刺激ホルモン放出因子（CRF）は，ス
トレス応答に関連した神経内分泌系，自律神経系お
よび行動プロセスを調整する神経ペプチドである．
CRF を含む神経および受容体は，脊髄を含む中枢
神経系の様々な場所で広く分布しており，間接的に
血圧の調節に関与することが示唆されている．しか
し，中枢ニューロンへの直接作用による血圧調節に
ついては分かっていない．われわれはこのことを検
証するために脊髄の交感神経節前ニューロンである
中間外側核 （IML） ニューロンに対する CRF の作
用を調べた．
実験には，0～ 4日齢ラットから切り出したTh2

のルートを含む脊髄の 1セグメントのスライスを用
いた . 人工脳脊髄液（5％ CO2，95％ O2，26℃）に
て潅流し，Th2 側の IML-節前ニューロンの活動を
ホールセルパッチクランプ法を用いて記録した．節
前ニューロンであることは，Th2 前根刺激による
逆行性活動電位の誘発および電極液内 Lucifer 
Yellow による標識によって確認した．
CRF（50 nM）を投与することで，IMLニューロ

ンは膜抵抗の減少を伴う脱分極を示し，IMLニュー
ロンにおける興奮性シナプス後電位（EPSP）の頻
度は増加した．これらの効果は CRF1 受容体アン
タゴニストである antalarmin によってブロックさ

れた．メントール（TRPM8 アゴニスト）は，CRF
によって増強したEPSPを抑制した．われわれの結
果は，CRF は CRF1 受容体を介した，IML ニュー
ロンへの直接作用および介在ニューロンへの間接作
用により IMLニューロンを興奮させることを示唆
する．
今回われわれは，CRF が直接および間接作用に
より，IML ニューロンを興奮させ，交感神経出力
を増強させる可能性を示した．この結果は，血圧の
調節における CRFのより直接的な関与の可能性を
示しており，血圧の薬理学的制御の選択肢の 1つと
してこれからの研究が期待される．

本態性高血圧患者における L＋ T型カルシ
ウム拮抗薬の 24時間収縮期血圧と脈拍に与
える効果（学位乙）

内科学系内科学（循環器内科学分野）専攻
小向　昌枝

東京大学医学系大学院（虚血循環生理学講座）
堤　　　健

藤が丘病院循環器内科
江波戸美緒

藤が丘リハビリテーション病院循環器内科
嶽山　陽一

【背景】L＋ T型カルシウムチャンネル拮抗薬（L
＋ T CCB）は，長時間作用型降圧薬として臨床で
使用されている．しかし，L＋ T CCBの 24 時間血
圧と心拍数（HR）の概日リズムへの影響や薬物作
用時間の詳細に関しては十分に研究されていない．
【目的と対象】昭和大学藤が丘病院を外来受診し
た連続 37 名の本態性高血圧患者（ESC 分類 Grade 
1，2）を対象に，L＋ T CCB（efonidipine）が 24
時間収縮期血圧（24-hourSBP）と脈拍（24-hourHR）
へ与える効果を概日リズム変化と薬物作用時間の観
点から評価することを目的とした．
【方法】24-hourSBP と 24-hourHR を 24 時間携帯
型血圧計を用い efonidipine 40 mg/日（朝）内服前
後で30分毎に記録した．24-hourSBPとHRの変化，
日中と夜間の SBP 比（D/N SBPratio），加えて 24- 
hourSBP と HR の最適あてはめ曲線を最大エント
ロピー法を用いて作製し，薬物作用時間並びに作用
速度を検討．それらの結果を降圧前後で比較した．
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【結果】24-hourSBP と HR は内服後有意に低下．
D/N SBP ratio は dipper 型の高血圧患者（n＝ 23）
では 16.7±6.1％から 8.3±9.8％に減少したが（p＜
0.05），non-dipper型（n＝5）では2.3±2.9％から7.7
±5.1％に増加した（p＜ 0.01）．降圧効果は dipper
型では内服後 5時間で最大となり，その後 12 時間
持続し 2.1 mmHg/ 時ずつゆっくりと血圧が戻り，
降圧後の収縮期血圧は circadian 周期に一致した．
HR の 24 時間変化は，dipper 型は－2.3/ 分，non-
dipper 型は－5.4/ 分，内服後 3.5 ～ 23 時間かけて
持続的に減少した．
【結語】L＋ T CCBは，時間依存性のゆっくりし
た降圧効果と時間非依存性の脈拍数減少効果に薬剤
効果の特徴が認められた．緩徐な血圧降下とHR抑
制効果は，L＋ T CCB 投薬により心血管イベント
発症抑制が期待されることが示唆される．

分化型胃癌に有意に多い Vimentin遺伝子の
Methylation（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
北村　陽平

藤が丘病院消化器外科
白 畑 　敦，坂田真希子，後藤　哲宏
水上　博喜，齋藤　充生，石橋　一慶
木 川 　岳，根 本 　洋，眞 田 　裕
日比　健志

【背景】癌の発生において，CpG islands のmethy-
la tion が関与していることは周知の如くであり，胃
癌においては hMLH1，MGMT，TIMP-3，p16 な
どのプロモーター領域の hypermethylation による
不活化が証明されている．最近，中胚葉細胞で活性
化がみられるVimentin 遺伝子がmethylation を受
けており，それが遺伝子発現を抑制し，結果として
癌化に繋がる可能性のある事が報告されてきた．わ
れわれは胃癌における同遺伝子のmethylation の有
無を調べ，臨床病理学的所見との比較を行った．
【方法】胃癌患者 37例の癌，正常粘膜からDNAを
抽出し，bisulfite modification を加えた後，定量
methylation-specific PCR （qMSP） 法を用いてVimen-
tin 遺伝子のmethylation の相対量を actin を内因性
コントロールとして計測した．癌細胞におけるme-
thylation の相対量を正常組織におけるme thy lation

の相対量で割ったものをmethylation score とし，
1.6 以上をmethylation 陽性とし，その結果と臨床
病理学的所見との比較検討を行った．
【成績】胃癌 37 例中 14 例（38％）にmethylation
を検出し，胃癌において同異常が頻繁に存在する事
を証明した．臨床病理学的所見との比較で，
Vimentin 遺伝子のmethylation は，分化型胃癌と
有意に相関した（p＝ 0.0429）．年齢，性別，腫瘍
最大径，リンパ節転移，遠隔転移，腹膜播種，
TNM stage に有意差は得られなかった．
【結論】Vimentin 遺伝子のmethylation による不
活化は，分化型胃癌の発生に関与している可能性が
示唆された．

Tip60と胃癌の悪性度（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
櫻庭　一馬

藤が丘病院消化器外科
横溝　和晃，白 畑 　敦，後藤　哲宏
齋藤　充生，石橋　一慶，木 川 　岳
根 本 　洋，日比　健志

【目的】Histone acetyl-transferase の一員である
Tip60 は DNA損傷応答シグナルを調節することで
DNAの修復，アポトーシスを誘導する．DNA損
傷応答機構の破綻はDNA変異を蓄積させ，癌化の
原因になり得ると考えられており，Tip60 遺伝子欠
損が，癌の発生，進行に関与すると報告されてい
る．われわれの研究でも大腸癌においてTip60 遺
伝子の発現低下と最大腫瘍径（p＝ 0.0005），組織
型（p＝ 0.0394），腹膜播種（p＝ 0.0053），遠隔転
移（p＝ 0.0394），TNM分類（p＝ 0.0226）との間
に有意な相関関係を証明した．今回，胃癌において
正常粘膜に対する同遺伝子の相対量を調べ，臨床病
理学的所見との比較を行った．
【方法】胃癌患者 46 例の癌（Ca），正常粘膜（N）
から RNAを抽出，cDNA を生成し，定量 PCR 法
を用いTip60 遺伝子の相対量を actin を内因性コン
トロールとして計測した．Ca/N-average を Tip60 
expression score と設定，score ＜ 0.6 を Tip60 遺
伝子の発現低下と定義し，臨床病理学的所見との比
較検討を行った．
【成績】胃癌 46 例中 28 例（61％）と高率に
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Tip60遺伝子の発現低下を認めた．臨床病理学的所
見との比較では年齢（p ＝ 0.0224），浸達度（p ＝
0.0401），リンパ節転移（p＝ 0.0481）と有意に相関
した．
【結論】Tip60 遺伝子の発現低下が，胃癌の悪性
度と関連する可能性が示唆された．Tip60 は胃癌の
悪性度を予測するマーカーとして期待される．

大腸癌における DFNA5遺伝子の methy la-
tionと悪性度（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
横溝　和晃

藤が丘病院消化器外科
原田　芳邦，喜島　一博，新村　一樹
坂田真希子，櫻庭　一馬，北村　陽平
白 畑 　敦，後藤　哲宏，水上　博喜
齋藤　充生，木 川 　岳，根 本 　洋
日比　健志

【目的】DFNA5 は，常染色体優性遺伝を示す非
症候性難聴の遺伝子の一つであり，エトポシド抵抗
性のメラノーマやエストロゲン受容体発現の乳癌に
おいて発現が低下している事が報告されている．ま
た p53 遺伝子の制御との関連も示唆されており，
近年では癌におけるDFNA5 promotor 領域のメチ
ル化が報告されており，それが遺伝子発現を抑制
し，結果として癌化に繋がる可能性のある事が報告
されてきた．今回，われわれは大腸癌における同遺
伝子のmethylation の有無を調べ臨床病理学的所見
との比較を行った．
【方法】大腸癌患者 85 例の癌，正常粘膜から
DNAを抽出し，bisulfite modification を加えた後，
定量metylation-specific PCR（qMSP）法を用いて
DFNA5 遺伝子のmethylation の相対量を，actin を
内因性のコントロールとして計測した．正常粘膜に
おけるそれより 15 倍以上増加しているものを
methylation 陽性と判断した．その結果と臨床病理
学的所見との比較検討を行った．
【成績】大腸癌 85 例中 29 例（34.1％）にmethy-
la tion を検出し，大腸癌において同異常が頻繁に存
在する事を証明した．臨床病理学的所見との比較で
は，DFNA5 遺伝子のmethylation はリンパ管侵襲
および臨床病期（TNM分類）と有意な相関を示し

た（p＝ 0.0268，p ＝ 0.0189）．
【結論】DFNA5 遺伝子のmethylation による不
活化は，大腸癌の悪性化に繋がる可能性が示唆され
た．

切除不能進行・再発大腸癌に対する小野寺
式栄養指数の意義について（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
岡田　一郎

藤が丘病院消化器外科
白 畑 　敦，水上　博喜，齊藤　充生
木 川 　岳，根 本 　洋，日比　健志

【目的】Buzby らは prognostic nutritional index 
の数式を提唱したが，小野寺式栄養指数はこれらを
簡略化することで臨床的に非常に有用な指標となっ
た．今回，切除不能進行・再発大腸癌患者の小野寺
式栄養指数を算出しその意義を検討した．
【方法】2007 年 2 月 1 日から 2009 年 1 月 31 日ま
での 2 年間に当科にて切除不能進行・再発大腸癌
の診断のもと化学療法を施行した 46 症例を対象と
した．化学療法の 1 次治療はすべて FOLFOX
（±bevacizumab）療法で 4 次治療まで施行した症
例は 2 例のみであった．全体の生存期間中央値
（MST）は 661 日であった．本指数のカットオフ値
を，661 日以上生存を判別群，それ以外を対照群と
してROC 曲線から算出した．
【結果】本指数の平均値は 47.79±56.1（40.2 ～
56.1）で Performance status （p ＝ 0.002）と化学療
法前の手術の有無（p＝ 0.002）で有意差がみられ
た．本指数のカットオフ値は 38.4 でそのオッズ比
は 9.63 であった．これらの症例を本指数が 38.4 以
下の群とそれ以上の群に大別し，両者の生存率を比
較した．両者の生存率には有意差がみられ，本指数
が 38.4 以下の群のMSTは 251 日，38.4 以上の群の
MSTは 711 日であった（p＝ 0.00015）．
【結論】本指数は切除不能進行・再発大腸癌症例
において予後と関連し宿主要因を反映する有用な栄
養マーカーであった．本指数はどの施設でも安価で
容易に算出できる利点を持ちその臨床的有用性は大
きい．また，化学療法患者における本指数の基準値
に関しては明確なものはなく，こうした指標の活用
においては治療手段の発達による影響などを十分に
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考慮し，常に数値の解釈を再評価することが大切で
ある．

胃癌における HACE1遺伝子のメチル化の
検討（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
坂田真希子

藤が丘病院消化器外科
北村　洋平，櫻庭　一馬，後藤　哲宏 
水上　博喜，齋藤　充生，木 川 　岳
根 本　 洋，真 田 　裕，日比　健志

【緒言】E3 ユビキチンリガーゼ遺伝子 HACE 1 は
ヒトの腫瘍でしばしば下方抑制されており，ヒトの
複数の癌と関連するとされる染色体 6q21 領域に位
置することが報告された．われわれは大腸癌におい
てHACE1 遺伝子が大腸癌発生において重要な役割
を持つことを証明した．今回，胃癌における

HACE1 遺伝子の役割を明らかにするため研究を
行った．
【方法】胃癌患者 34 例の癌，正常粘膜からDNA
を抽出し，bisulfite 処理を行い，定量methylation-
specific-PCR 法 を 用 い て methylation 相 対 量 を
β-actin をコントロールとして計測した．正常粘膜
の相対量の平均を 1.5 として胃癌の methylation 
score を求めた．その結果と臨床病理学的所見との
比較検討を行った．
【結果】胃癌 34 例中 9例（26％）にHACE1 遺伝
子のメチル化を認めた．臨床病理学的所見との比較
で，HACE1 遺伝子量は性別において男性で有意差
を認めたが（p＝ 0.0429），深達度やリンパ節転移，
TNM分類とは相関性は認めなかった．
【結語】胃癌では男性においてHACE1 遺伝子の
メチル化が高頻度に起きており，HACE1 遺伝子が
胃癌発生において重要な役割を持っている可能性が
示唆された．


