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ペリトネアルアクセス手術における麻酔につい
ての検討
―超音波ガイド下腹壁ブロックの有用性（学位乙）

外科系外科学（消化器・一般外科学分野）専攻
吉 武 　理

外科学講座（消化器・一般外科学部門）
村上　雅彦，加藤　貴史

麻酔科学講座
遠井　健司，大塚　直樹

藤が丘病院麻酔科
田中　雅輝

　【背景・目的】腹膜透析におけるペリトネアルア
クセス（PA）手術では臍上部から下腹部までにお
よぶ腹壁に麻酔効果が要求される一方，カテーテル
先端の誘導は患者の感覚に基づいて行うため腹腔内
への麻酔効果は必要としない．腹壁のコンパートメ
ントブロックである腹直筋鞘ブロック（RSB）や腹
横筋膜面ブロック（TAP block）は内臓痛を温存し
つつ腹壁の体性痛に有効な麻酔であり．PA手術に
適しているのではないかと期待できる．われわれは
これらの手技に着目し 2010 年より PA手術の麻酔
として超音波ガイド下腹壁ブロック（ブロック）を
導入し，PA手術における有用性につき局所浸潤麻
酔（局注）と比較検討した．
　【対象・方法】2002 年 3 月から 2012 年 6 月まで
に行われた 98 症例（カテーテル挿入 PDI/カテーテ
ル抜去 PDR/同時 PDRI それぞれ 68/22/8）を対象
とした．麻酔は PDI では局注 56，ブロック 12，以
下局注/ブロックはそれぞれ PDRで 17/5，PDRI で
5/3 であった．麻酔方法：局注は術者が疼痛に応じ
て局所麻酔薬を追加しながら深層へ進む．ブロック
は麻酔医のもとに超音波ガイド下に RSB，TAP 
block のいずれか，または両者を併用する．
　【結果】局注症例の麻酔薬使用量の平均は 32 

（7～105）mlで 58症例（74％）において20 mlを超え，
術式別では PDRI において麻酔薬使用量が有意に多
かった．ブロックではRSBと TAP block の併用が
16（80％），局注を要した症例が 14（70％）であっ
た．ブロックで麻酔時間 20 分未満と以上の局注を
必要とした割合は各々 75，67％と 20 分以上の麻酔
時間で低い傾向であった．麻酔方法により手術時間
と術後鎮痛処置要求回数に有意差を認めなかった．
　【結語】PA手術時における超音波ガイド下腹壁
ブロック麻酔は，限定された麻酔薬量のもとで十分
な麻酔領域を網羅する事が可能で，かつ安全に寄与
し，有用な麻酔法であることが示唆された．

大腸腫瘍診断における，endocytoscopyと 
生検の診断能の比較：非劣性，ランダム化 
比較試験（学位乙）

内科系内科学（消化器内科学分野）専攻
森　 悠 一

横浜市北部病院消化器センター
工藤　進英，池原　伸直，宮地　英行
山村　冬彦，大塚　和朗，井上　晴洋

横浜市北部病院臨床病理診断科
浜谷　茂治

　【目的】Endocytoscopy（EC；CF Y-0001，proto-
type，01 ympus）は 450 倍の超拡大観察により消
化管における細胞・核の観察をリアルタイムで可能
とし，「光学的生検」を実現しうる新世代の内視鏡
である．一方で大腸病変の診断において，現状では
生検（Bx）が標準的診断指標である．今回，Bxを
対照群として，ECの大腸腫瘍診断能を評価するラ
ンダム化比較試験を施行した．
　【方法】昭和大学横浜市北部病院にて 2010 年 6 月
から 2011 年 3 月にかけて本試験を行った．参加基
準はECを用いた大腸内視鏡険査中に 5 mm以上の
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病変が認められた患者である．病変はその場で封筒
法にてランダムに EC群もしくは Bx群に割り付け
られた．EC群の病変はその場で内視鏡医が EC所
見に基づいた病理診断予測を行い，Bx 群の病変は
Bx を採取し，後ほど病理医が組織診断を行った．
最終切除病理診断を指標として，両群の診断能を算
出した．主評価項目は腫瘍・非腫瘍の鑑別における
ECの正診率がBxに対して非劣性（非劣性マージン 
10％）であることの検証である．解析は Intention-to- 
treat（ITT）および Per-protocol の両方で行った．
本試験は，ヘルシンキ宣言に基づき，倫理委員会の
承認（No. 1006-02），インフォームド験である（ID：
UNIN000003923）．
　【結果】102 病変が EC群に，101 病変が Bx 群に
割り付けされ，それぞれ 97 病変，97 病変がプロト
コールを完遂した．試験を通して有害事象は観察さ
れなかった．ITT解析におけるEC群の腫瘍・非腫
瘍の正診率は 94.1％（96/102，95％信頼区間 87.6 ～
97.8）であり，Bx群は 96.0％（97/101，90.2 ～ 98.9）
であった．両群の差は－1.9％（－8.6 ～＋5.0）であり，
非劣性マージン許容域内であった．Per-protocol 解
析においても両群の差は－1.0％（－4.1 ～＋2.0）で
あり，同様に非劣性マージン許容域内であった．
　【結論】ECは腫瘍・非腫瘍の鑑別において，Bx
に対して非劣性であることが検証された，ECは合
併症なくリアルタイム診断を可能とするという点に
おいて，Bx の魅力的な代替となりうることが示唆
された．

Involvement of Annexin A8 in the prope-
rties of pancreatic cancer
―膵癌におけるアネキシンA8の機能解析―
（学位乙）

社会医学系衛生学公衆衛生学（衛生学分野）専攻
畑　 春 実

衛生学公衆衛生学講座（衛生学部門）
立道　昌幸，中館　俊夫

　膵癌は極めて予後不良の癌である．膵癌の予後改
善には膵癌の分子病理機構を解明し，早期診断， 
治療に有効な分子を同定することが必要である．
Annexin A8（ANXA8）は，これまで網羅的遺伝子 
発現解析により膵癌における高発現が報告されてい

るが，その分子機能や発現機構に関しては明らかに
されていない．本研究では，ANXA8 の機能解析を
行うことにより，膵癌の早期診断，予後予測のため
の新規バイオマーカー，治療標的としての有用性を
検討した．
　ANXA8 は各種ヒト癌細胞株において発現が認め
られた．ANXA8 の低発現株である膵癌細胞株
（PANC-1）に脱メチル化剤，ヒストン脱アセチル化 
酵素阻害剤を処置したところmRNA発現量が上昇
した．さらにANXA8 遺伝子の Exon1-promoter 領
域の CpG メチル化状態と，各種ヒト癌細胞株にお
けるANXA8 mRNA発現量には関連が認められた．
これらの結果より，ANXA8 の発現制御には，エピ
ジェネティクス機構が関与している可能性が示唆さ
れた．続いて，ANXA8 の機能解析を行うため，
ANXA8の高発現株である膵癌細胞株（BxPC-3）に，
ANXA8 に対する siRNAをトランスフェクションし
た後，MTT assay，Invasion assay を行ったところ 
細胞増殖能，遊走能，浸潤能が有意に減少した．こ
れらの結果より，ANXA8 は膵癌細胞株の増殖能，
遊走能，浸潤能に対する促進因子である可能性が示
唆された．膵癌細胞株の低栄養・低酸素環境への適
応応答とANXA8 の関連を解析したところ，低栄
養環境下で培養することによりANXA8 の発現が
強く誘導された．また，ANXA8 の発現と低酸素誘
導因子（HIF-1α）の発現に関連があることが示さ
れた．さらに，ANXA8 は直接HIF-1αの発現を誘
導し，その機序には細胞内 Ca2＋が関わっているこ
とを明らかにした．これらの結果から，ANXA8 は，
膵癌細胞における低栄養・低酸素環境への適応応答
に寄与している可能性が示唆された．
　以上の結果から，ANXA8 は膵癌の新規治療分子
標的として有用である可能性が示唆された．
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CpG island methylator phenotype in pri-
mary gastric carcinoma
―原発性胃癌における CpGアイランドのメチル化
表現型―（学位甲）

内科系内科学（消化器内科学分野）専攻
東條　正幸

内科学講座（消化器内科学部門）
小西　一男，矢野雄一郎，片 桐 　敦
野沢妃佐子，久保田祐太郎，村 元 　喬
小林　祥也，紺田　健一，新村　健介
井廻　道夫，吉 田 　仁

病理学講座（臨床病理診断学部門）
瀧本　雅文

　【目的】原発性胃癌におけるCpGアイランドのメ
チル化表現型と臨床病理学的所見との関連を明らか
にする．
　【方法】胃癌患者 105 例を対象とし，MINT1，MI-
NT2，MINT25，MINT31の遺伝子プロモーター領域
についてbisulfite-pyrosequencing 法を用いてDNAメ
チル化解析を行った．メチル化のステータスに応じ
て，CpG island methylator phenotype（CIMP）を
3群に分類した．MINT clone のうち 3つ以上でメチ
ル化陽性のものをCIMP-high（CIMP-H），2つもしく
は1つでメチル化陽性のものをCIMP-low（CIMP-L），
メチル化陰性のものを CIMP-negative（CIMP-N）
と定義し，臨床病理学的所見と比較検討した．
　【結果】原発性胃癌 105 症例のうち，CIMP-H が
22％（23/105），CIMP-L が 52％（55/105），CIMP-N
が 26％（27/105）であった．CIMP-Hと CIMP-L/N
間において臨床病理学的所見を比較すると，臨床病
期に関してCIMP-H 症例ではステージⅠ～Ⅱ症例の
割合が高く，統計学的な有意差を認めたが，その他
の項目に関しては有意差を認めなかった．CIMP-Hと
CIMP-L/N間で生存期間について比較するとCIMP-H
症例で19か月，CIMP-Lで 13か月，CIMP-Nで 15か
月とCIMP-H症例で予後良好な傾向を示したが，統計
学的に有意差を認めなかった（CIMP-H vs．CIMP-L，
P＝0.074 and CIMP-H vs．CIMP-N，P＝0.200）．
　【結語】原発性胃癌において CIMPは生物学的に
異なるサブグループを規定する因子となりうる可能
性が示唆された．しかし，原発性胃癌において
CIMPが予後予測因子となりうるか否かについては

さらなる検討が必要である．

薬剤溶出性ステント再狭窄病変に対しての再
ステント留置術の検討（学位乙）

内科系内科学（循環器内科学分野）専攻
山下賢之介

横浜市北部病院心臓血管カテーテル室
落合　正彦，薬師寺忠幸，荏原誠太郎
岡部　俊孝，山本　明和，星本　剛一
斎藤　重男，磯村　直栄，荒 木 　浩
小原　千明

　【目的】第一世代の薬剤溶出性ステントの再狭窄
病変に対する第二世代薬剤溶出性ステント留置の有
効性と安全性について検討した．
　【背景】第二世代薬剤溶出性ステント（2nd DES）
であるエベロリムス溶出性ステント（EES）は，新
規病変についての有効性は知られているが，薬剤溶
出性ステント（DES）の再狭窄病変に対する有効性
については不明である．
　【方法】2005 年 2 月から 2010 年 12 月の期間に昭
和大学横浜市北部病院心臓血管カテーテル室にて治
療を行った 1536 症例から，1st DESの再狭窄病変に
対して追加で経皮的冠動脈ステント留置術を再施行
した 145 症例を検討した．その中で，93 症例は 1st 
DES の再留置を行い，52 症例は 2nd DESを留置し
ている．観察期間は各々 37.8±16.7 か月，13.8±2.1
か月であった．比較項目としては，8か月後のステ
ント内腔の晩期損失，再狭窄率，心血管イベントの
有無としている．
　【結果】両群における臨床的背景，冠動脈造影所見
については有意な差は認められなかった．確認冠動脈
造影時，ステント内腔の晩期損失（026±0.31 mm vs 
0.58±0.61 mm；p＝0.01），再狭窄率（2.6％ vs 16.7％； 
p＝0.03），再血行再建施行率（1.9％ vs 11.8％；log-
rank＝0.04）と2nd DES 使用群で有意に低い値を示
した．観察期間では両群共にステント血栓症の発症
はなかった．また，観察期間において，主要心血管
イベント（心筋梗塞，脳卒中，死亡）の発症率は両
群で差はなかった．多変量解析において，1st DES
の再使用が再血行再建術の唯一の予測因子（odds 
ratio，2.78；95％信頼期間，1.22-5.43；p＝0.03）と
いう結果が得られた．
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　【結語】DES留置後のステント内再狭窄に対して，
1st DESと比して 2nd DESの再留置は，内腔の晩期
損失，再狭窄率，再血行再建率の低減に有用である．

妊娠中の骨量に及ぼす因子の検討（学位甲）

外科系産婦人科学専攻
安 水 　渚

産婦人科学講座
市塚　清健，長塚　正晃，岡 井 　崇

　【目的】妊娠中は骨吸収が亢進し骨量が低下する
との報告がある一方で，変化しないとの報告もあり
定まった見解はない．当研究はそれらをあきらかに
するために年齢や体重などの因子が骨量に影響を及
ぼすかどうかを検討することを目的とした．
　【方法】合併症のない妊婦（n＝77）を 35 歳未満
の若年群および 35 歳以上の高年群に分類，妊娠時
期を中期（妊娠 20 週前後）と後期（妊娠 30 週前後）
に分類，体格を低 BMI 群（BMI ＜ 20）高 BMI 群
（BMI ＞ 25）に分け，経産婦・初産婦についても比
較検討した．また当院に切迫早産で入院中の妊婦
（平均入院期間 32 日±14）（n＝11）もその経過を
比較した．非妊婦を対照（n＝35）とした．研究は
倫理委員会承認のもとに患者の同意を得て行われ
た．骨量は踵骨超音波骨評価装置であるAOS-100
を用いて音響的骨評価値（OSI）を算出し評価した．
　【結果】OSI 値は，妊婦非妊婦いずれも若年群高
年群において有意差は認めなかった．BMI 別によ
る検討や経産婦初産婦の間にも有意差はなかった．
妊娠時期による検討では，若年群で妊娠中期 2.94± 
0.25，後期 2.73±0.25 で，後期の OSI が有意に 
低値であった（p＝0.008）．高年群では中期 2.77±
0.30 後期 2.72±0.33 の間に有意差はなかった（p＝
0.6443）．また切迫早産のため安静入院中の患者に
有意な骨量減少は認められなかった．
　【結論】OSI は若年妊婦における妊娠時期にのみ
有意差を認めた．妊娠中においては年齢毎に骨量低
下のリスクが異なる可能性があり，妊娠中の指導を
緻密に行う必要性が示唆された．入院安静患者にお
いては骨量の低下を考慮する必要があるが，今回の
入院日数以内では経時的な骨量低下は確認されず，
安静入院する際の一つの指標になる可能性が示唆さ
れた．

妊婦におけるインパルスオッシレーション法を
用いた肺機能の測定（学位甲）

外科系麻酔科学専攻
奥 　和 典

麻酔科学講座
安本　和正

　妊娠経過中の肺機能の変化については既に報告が
されている．従来の検討ではスパイロメトリーを用
いており最大呼出努力を要するという問題がある．
安静呼吸時に短時間で測定が可能な impulse oscil-
lation 法（IOS）用いて妊婦の肺機能の推移を検討
したので報告する．
　【研究方法】昭和大学病院並びに昭和大学藤が丘
病院において帝王切開が予定された 35 症例で，測
定期間は妊娠 17 週から 37 週までとし，4 週毎に
IOS の測定を行った．座位で IOS を用い 5Hz およ
び 20Hz のインパルス付加時の呼吸抵抗 R5 と R20，
インピーダンス（Z5），リアクタンス（X5），共振係
数などを計測し，R5-R20 を算出した．
　【結果】初回測定時の平均年齢は 32.1±4.5 歳，平
均身長は 159.8±4.6 cm であった．体重は 56.1±8.7
から 63.9±8.5 kg と増加した．
　R5，R20 および Z5 は妊娠期間に伴い微増し，17
週値に比して 30週以降には有意差を認めた．R5-R20
および X5 には全期間において大きな変化はなかっ
た．共振係数は妊娠の経過ともに 30 週まで上昇し
たが，34 週からは復する傾向があった．26 週値，
30 週値および 34 週値は 17 週値との間には有意差
を認めた．
　測定期間中の体重増加が 10 kg 未満と以上との 2
群に分けた検討では，全パラメーターの推移は類似
していたが，共振係数は 10 kg 未満群で高い傾向に
あった．
　各パラメーターの 17 週値と各週値との差と 17 週
と各週との体重差の相関性は R5，R20 並びに Z5 で
正の相関関係を認めた．
　【結語】妊娠の進行に伴い R5，R20，Z5 および共
振係数が上昇し，R5，R20，Z5 の変化は体重増加量
と相関性を認めた．
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妊娠中期子宮頸管長の早産予知に関する有用
性（学位乙）

外科系産婦人科学専攻
太 田 　創

産婦人科学講座
大槻　克文，大場　智洋，德中真由美
澤田　真紀，長谷川潤一，松 岡 　隆
岡 井 　崇

　【目的】早産予知を目的とした子宮頸管長計測の
有用性は周知のことであるが，本邦における大規模
データは皆無に等しい．そこで日本人の妊娠中期の
平均頸管長を求め，さらに頸管長計測が切迫早産症
例の screening 検査として有用か否かを検討する目
的で本研究を行った．
　【方法】2008 年 1 月から 2011 年 12 月に当院で妊
娠初期からの健診と分娩管理を行った単胎 1184 例
を対象とした．患者情報および妊娠 16 ～ 19 週と
20 ～ 24 週の頸管長データと分娩予後を周産期デー
タベースと診療録から後方視的に調査した．本研究
は院内の倫理委員会の承認を得て実施した．
　【結果】対象の平均子宮頸管長は40.1±7.4（mean± 
SD）mm（16～ 19 週）と 38.2±7.8 mm（20～ 24 週）
で，平均分娩週数は 38.6±2.4（mean±SD）週，早
産率は 5.9％，35 週未満早産は 2.4％だった．経産婦，
早産既往，中絶歴，BMI ＜ 18.5 で 20 ～ 24 週の頸
管長に短縮傾向を認めた．35週未満の分娩の有無で
平均頸管長を比較すると 37.1±8.9 mm v.s. 40.2±
7.3 mm＊（16 ～ 19 週）と 32.7±12.6 mm v.s. 38.3±
7.6 mm＊（20 ～ 24 週）であった（＊p＜ 0.05）．頸管
長のcut off値を諸外国でよく用いられている25 mm
とすると，妊娠 16 ～ 19 週と 20 ～ 24 週における 35
週未満早産の相対リスク（95％CI）はそれぞれ，5.8
（1.5 ～ 22.1），7.4（3.3 ～ 16.4）であり，感度は 6.9％，
24.1％，特異度は 98.9％，96.4％，陽性的中率は
13.3％，14.3％であった．
　【結論】35 週未満の早産例で妊娠 20 週未満と以
後の両方の頸管長に統計学的に有意な短縮傾向を認
めた．頸管長のカットオフ値を 25 mmにすると，
カットオフ値未満の症例では早い週数に分娩になる
傾向を認めた．しかし早産に関する感度と陽性的中
率は共に低く，頸管長計測は早産ハイリスク症例抽
出の一助にはなるが，頸管長のみによるスクリーニ

ングでは不十分で，早産予防の取り組みにおいては
他の関連因子も合わせて検討することの重要性が示
唆された．

乳幼児期の発育におよぼす乳汁栄養法のジェ
ンダー効果（学位甲）

内科系小児科学専攻
永原　敬子

小児科学講座
土橋　一重，板橋家頭夫

　【背景】小児期の適切な栄養は，将来の生活習慣
病発症予防に重要である．健康な日本人小児におけ
る乳汁栄養別の体格に関する検討は散見されるが，
乳汁栄養が与えるジェンダー効果については明らか
でないため，健康な児童を対象に後方視的検討を
行った．
　【方法】都内にある小学校の 1から 3年生 308 名
の保護者に対してアンケート調査を実施した．4か
月時点で母乳栄養のみのBF群と人工栄養のみのFF
群について，男女別に，出生時，生後 1，4，7，10，
18，36 か月時の身長，身長の SDスコア（HSDS），
体重，体重のSDスコア（WSDS），Body mass index
（BMI），BMIの SDスコア（BMI-SDS）を比較した．
また，関連する因子について重回帰分析を行った．
　【結果】204 名から回答が得られた（回収率 66％）．
調査票の記載不備や早産児および低出生体重児を除
く正期産正常出生体重で出生した学童 157 名を抽出
し，そのうちBF群 71 名（男児 31 名）と FF群 30
名（男児 19 名）で検討した．生後 10 か月時の BF
群の母乳率は 80％であり，FF群は人工栄養のみが
継続されていた．アンケート調査時の BF群と FF
群の体格は同等であった．男児において，身長と身
長の SDスコア（HSDS）は生後 4か月で，体重は
生後4から18か月まで，体重のSDスコア（WSDS）
は生後 4から 18 か月まで，BF群が FF群に比して
有意に低値であった．BMI は生後 10 か月から 36
か月まで，BMI の SDスコア（BMI-SDS）は生後 7
か月から 18 か月まで BF群が有意に低値であった．
一方，女児では各月齢で両群間に有意な変動を認め
なかった．重回帰分析の結果，BMI および BMI-
SDS には生後 4 か月時の栄養法のみが有意な関連
要因であった．WSDS には生後 4 か月時の栄養法
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と妊娠前母体体重と出生体重が有意な関連要因で
あった．
　【結論】男児において乳汁栄養の種類がその後の成
長により強く影響していた．乳汁栄養の選択は発育
に対してジェンダー効果を有する可能性が示された．

小児気管支喘息患者における強制オシレー
ション法による呼吸機能評価（学位甲）

内科系小児科学専攻
矢川　綾子

小児科学講座
今井　孝成，山川　琢司，宮沢　篤生
中村　俊紀，石川　良子，北條　菜穂
板橋家頭夫

　【背景・目的】小児気管支喘息の長期管理のため
の客観的評価法として呼吸機能検査が有用である．
近年，国産の強制オシレーション法による呼吸機能
測定機としてモストグラフ（チェスト社，東京）が
開発され，臨床応用が進みつつある．今回は臨床的
に安定した小児気管支喘息患者におけるモストグラ
フの測定値の意義と有用性を検証した．
　【方法】治療を加味した重症度が間欠型であり，
かつ 1か月以上臨床的に安定した小児気管支喘息患
者 66 名（11.5±3.0 歳）を対象に身長，体重，モス
トグラフ，スパイロメトリーを同時に測定し関係を
評価した．周産期の異常および呼吸器系疾病を合併
している症例，呼吸機能検査測定日に呼吸器感染や
鼻症状がある症例，安定して呼吸機能検査が出来な
い症例は除外を行った．
　【結果】モストグラフ測定値は各体格因子と相関
する傾向があり，特に年齢と身長は強い相関を示し
た．体格因子を除外したモストグラフとスパイロメ
トリーの間には，R5 が FEV1％の間に，R5-R20 と
Fres が FEV1％とMMFの間に強い相関関係を認め
た．またモストグラフ測定値の，スパイロメトリー
測定値や体格因子との重回帰分析でも，R5-R20 と
Fres は末梢気道の指標であるMMFが強く影響し
ていた．スパイロメトリー測定値の，モストグラフ
測定値や体格因子との重回帰分析では，末梢気道の
指標であるMMF と V50 は，R5-R20 と Fres が強
く影響していた．また対象者 66 名を％V25 の 70％
をカットオフ値とし 2群間に分類した解析では，％

V25 低値群で R5-R20，Fres，ALXが有意に高かっ
た．背景より％V25 低値群は臨床経過が良好にもか
かわらず末梢気道閉塞の存在を示唆する集団であ
り，R5-R20，Fres，ALXが末梢気道の指標となる
可能性が示唆された．
　【結語】モストグラフの測定値は体格因子の影響
を考慮して評価する必要がある．モストグラフは小
児気管支喘息の呼吸機能検査として有用であり，
R5-R20，Fres は末梢気道の指標となる可能性が示
唆された．

薬疹患者に対するパッチテストの有用性の検討
（学位乙）

内科系皮膚科学専攻
大歳　晋平

皮膚科学講座
北見　由季，末木　博彦

藤が丘病院皮膚科
中田土起丈

　薬疹の原因薬剤を同定する検査法としてのパッチ
テストの有用性を検討する目的で，20 年間のパッ
チテスト結果を検討した．1990 年 4 月から 2010 年
3 月までの 20 年間に昭和大学病院附属東病院皮膚
科を受診し，薬疹が疑われてパッチテストを施行さ
れた 444 名（男性 151 名，女性 293 名，平均年齢
49.9 歳）を対象とした．試薬は背部健常皮膚に貼
布，48 時間後に除去した．判定は貼布 48 時間，72
時間後に ICDRG（International Contact Dermatitis 
Research Group）基準に基づいて行い，72 時間後
に（＋）以上を陽性とした．陽性反応は 444 名中
100 名（22.4％）に認められ，臨床型別の陽性率は
丘疹紅斑型 23.6％，固定薬疹 20.0％，多形紅斑型
8.1％であった．最も多く陽性反応が認められた薬
剤は造影剤（53人，41.1％）で，中枢神経作用薬（18
人，28.6％）がこれに次いだ．中枢神経作用薬で陽
性を示した 18 人のうち 16 人は抗けいれん薬に陽性
であった．パッチテストは被疑薬剤が造影剤や抗け
いれん薬の場合には，原因薬剤同定に有用な検査法
と考えられた．
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安中散反復経口投与によるCYP3A4阻害効果
―ミダゾラムを用いた臨床試験―（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
戸嶋　洋和

薬理学講座（医科薬理学部門）
三邉　武彦，小口　勝司

薬理学講座（臨床薬理学部門）
内田　直樹，西村　有希，岩瀬万里子
張本　敏江，川上　桃子，小林　真一

　漢方胃腸薬の主薬成分として使用されることが多
い安中散は 7種の生薬を含有しているが，その生薬
には薬物代謝酵素であるCYP3Aを阻害する成分と
誘導する成分が報告されている．今までわれわれは
ラットを用いた実験にて，安中散反復経口投与により
ミダゾラム経口投与後のミダゾラム血中濃度が上昇
することを報告してきた．そこで，今回健康成人にお
ける安中散反復経口投与がCYP3A4に及ぼす影響を
ミダゾラムを指標薬物として検討する臨床研究を計
画した．日本人健康成人男性を対象とし，試験は安
中散非内服期と安中散内服期の 2期にわけて実施し，
先行して行われた安中散非内服期をコントロールとす
るfixed sequence デザインにて，経口投与後のミダ
ゾラム薬物動態学的パラメータに対する安中散の影
響を検討した．主要評価項目として，ミダゾラム血中
濃度より算出したAUC（0→ 8），Cmax，t1/2，tmax を設定
し，副次評価項目としてはVAS による鎮静効果の
評価ならびに安全性評価を設定した．試験は実施 
前 に UMIN-CTR に 事 前 登 録（UMIN000006655， 
UMIN000007982）し，昭和大学附属烏山病院臨床試 
験審査委員会において審査，承認された後に実施し
た．試験の結果は，ミダゾラムのCmax は安中散非内
服期で 64.99±18.61 ng/ml，安中散内服期で 88.66±
16.73 ng/mlとなり，安中散の内服により1.36 倍の有
意な上昇が認められた（p＝0.018）．同様にAUC（0-8）
は安中散非内服期で 192.59±78.13 ng/ml・hr，安中
散内服期で 249.06±72.84 ng/ml・hrとなり，同様に
1.29 倍の有意な増加が認められた（p＝0.043）．VAS
においては差を認めず，安全性にも問題はなかっ
た．この結果より，安中散の反復経口投与はラット
での非臨床試験と同様にヒトでもCYP3A4 を阻害
し，CYP3A4にて代謝される薬物の使用によりその
血中濃度を上昇させる可能性が示唆された．

安中散短期投与のミダゾラム代謝に及ぼす影響
（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
三邉　武彦

薬理学講座（医科薬理学部門）
戸嶋　洋和，龍　 家 圭，小口　勝司

薬理学講座（臨床薬理学部門）
西村　有希，内田　直樹，岩瀬万里子
張本　敏江，川上　桃子，小林　真一

　漢方薬は日常診療で使用される頻度が増えており，
西洋薬との併用も多い．しかし，漢方薬と西洋薬の
薬物相互作用に関する情報は少ない．これまでわれ
われは，上部消化管疾患に対して汎用されている安中
散の薬物代謝酵素チトクロームP450（CYP）3Aを
介する相互作用を検討してきた．その結果，安中散
をラットに1週間反復投与することにより，CYP3A
の指標薬物であるミダゾラム（MDZ）の経口投与
後の血中濃度が上昇し，これは安中散に含まれる成
分の代謝物が小腸CYP3Aを阻害した結果，生じる
ことを示唆した．さらに臨床試験においても，安中
散 1日 3回 6 日間の反復投与によりMDZの血中薬
物濃度下面積（AUC）が有意に増加することを明
らかにした．一方，安中散は一般用医薬品としても
市販されており，短期使用も多いと考えられる．そこ
で本研究では，短期服用による安中散のCYP3A4 を
介する薬物相互作用を明らかにすることを目的とし
て臨床試験を実施した．被験者として日本人健康成
人男性12名をgroup Aと group B，各 6名に分け，
open-label，fixed-sequence，2-period study で検討
した．CYP3A4 の指標薬物としてMDZを用い，第
1期は安中散非内服時のMDZ薬物動態を評価する
対照試験とし，第 2 期は安中散 3 回内服 2 時間後
（group A）または 16 時間後（group B）に MDZ
の薬物動態を評価した．MDZを経口投与後，経時
的に採血し血清中濃度をHPLC により測定し，薬
物動態学的パラメータを算出した．また，MDZの
鎮静効果はVAS（Visual analogue scale）を用いて
評価した．その結果，group B では短期安中散投与
後，MDZのAUCは投与前に比べ有意に減少したが，
その差は約 13％であった．Group A においても短
期安中散投与によるMDZの薬物動態に著明な変化
は認められなかった．さらに両 group において安
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中散投与前後でVASスコア値に有意な差は認めら
れなかった．以上の結果，安中散は，短期投与（3
回）の 2 または 16 時間後にMDZを投与した場合
には，その薬物動態および薬効に著明な影響を与え
ず，臨床的にも CYP3A4 を介する薬物相互作用を
引き起こす可能性は低いことが示唆された．

自閉症スペクトラム障害における前頭眼窩面
の解剖学的特徴（学位甲）

内科系精神医学専攻
渡部　洋実

精神医学講座
山田　貴志，大野　泰正，高山　悠子
金井智恵子，谷　 将 之，橋本龍一郎
加藤　進昌，岩 波 　明

　【目的】前頭眼窩皮質は，ヒトの脳の中で系統発
生的に胎生期後期に形成され，最も解剖学的な個体
差が顕著な部位であり，報酬系の制御，情動，抑制
機能などその機能も多岐にわたる．前頭眼窩皮質の
直回より外側の前頭眼窩領域に対してH型の脳溝
に個体差があることから，2000 年に Chiavaras と
Perides が，死後脳の所見を元に 3パターン（頻度
の順にⅠ型，Ⅱ型，Ⅲ型）に分類した．自閉症スペ
クトラム障害（ASD）において，前頭眼窩面―扁
桃体回路が発達障害の中核的な障害ではないかとの
仮説が唱えられおり，本研究は，MRI を用いて
ASDの前頭眼窩皮質の解剖学的特徴を明らかにす
ることを目的としている．
　【方法】昭和大学烏山病院外来通院中のASDと
診断された成人男性 51 名（IQ70 以上）を対象とし，
年齢，IQ をマッチさせた健常男性 55 名をコント
ロール群とした．MRI による撮像を行い，脳画像
解析ソフトウェアを用いて，画像の前処理・統計解
析を行った．脳溝パターン分類は，Chiavaras の分
類を用い，診断名についてブラインドで行った．同
患者群に対し，知能検査および自閉症スペクトラム
指数（AQ）日本語版を行い，脳溝パターン分類と
の関連を解析した．
　【結果】健常者の脳溝パターンは先行研究と一致
した．ASD群とコントロール群において著明な分
布の差を認めた．特にコントロール群で最も少ない
Ⅲ型の比率が両半球で有意に増加していた．いずれ

かの半球にⅠ型とⅡ型があるものは，AQの総得点
が低い傾向を認めた．AQの下位項目においては，
社会性の項目ではいずれの脳溝パターンも関連を認
めず，「細部への注意」の点数が低いことと，いず
れかの半球にⅠ型があることに関連を認めた．
　【考察】本研究ではASDの前頭眼窩面の解剖学
的特徴を明らかにした．また，脳溝パターンと，
ASDでみられる，数やパターンへのこだわり，常
同反復的行動などに関係する項目との関連性を示し
た．脳溝パターンは神経発達過程を反映した脳構造
のトレートマーカーであり，異種性を多く含む
ASDの新たな生物学的分類指標となりうると期待
される．

うつ病性障害における，うつ病相期間の相違
により分類した疾病群の病態の相違
―慢性うつ病の定義と関連して―（学位甲）

内科系精神医学専攻
清水　勇人

精神医学講座
高 塩 　理，岡島　由佳，秋 田 　亮
野口　賢吾，梅村　絵里，長谷川　澄
尾鷲登志美，加藤　進昌，岩 波 　明

　【要約】今回我々は，DSM-Ⅳ-TR によって診断し
たうつ病性障害は，うつ病相期間により病態が異な
るという仮説について検証する．2010 年 2 月 15 日
から同年 3月 31 日の期間に昭和大学病院附属東病
院精神神経科外来に 2年以上の継続受診歴がある，
うつ病性障害患者 463 名を対象とし，後方視的に診
療録調査を行った．また，慢性うつ病を Cassano
らに準拠し，「うつ病相が 2年以上間断なく継続し
ているもの」と定義し，慢性うつ病群 90 名と非慢
性うつ病群 373 名に分け，統計学的に比較検討し
た．対象の調査時年齢を 20 ～ 59 歳と 60 歳以上の
二群に分けた場合，ほぼ同数であった．女性は全体
のおよそ 6割であり，平均発症は 40 代後半であっ
た．発症から受診までの期間は，平均して半年程度
であり，うつ病相回数は，1回の者が 6割程度を占
めていた．非就労期間の平均は，およそ 1年半程度
であり，長期に就労できていない者も存在した．う
つ病性障害患者のうち，慢性うつ病群は 90 例，非
慢性うつ病群は 373 例であった．両群を t検定また
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はχ2検定で比較した結果，慢性うつ病群では有意
に，調査時年齢は低いこと，発症年齢は早いこと，
発症から受診までの期間は長いこと，うつ病相回数
は少ないこと，中退者が多いこと，非就労期間が長
いこと，アルコール依存症の併存率が高いことが分
かった．薬物療法については，慢性うつ病群では，
三環系・四環系抗うつ薬，その他の抗うつ薬，増強
療法としての気分安定薬や抗精神病薬の使用経験が
ある者の割合は有意に高かった．次に，ロジス
ティック回帰モデルを用いた多変量解析を行った結
果，発症年齢，発症から受診までの期間，うつ病相
回数，非就労期間において有意差が認められた．薬
物療法では，その他の抗うつ薬の使用経験がある者
においてのみ有意差が認められた．うつ病性障害は，
うつ病相期間により病態が異なることが示唆された．

破骨細胞成熟過程における新たな定量法
（学位甲）

病理系薬理学（医科薬理学分野）専攻
江 守 　永

薬学部社会健康薬学講座（医薬品評価薬学部門）
岩井　信市

薬理学講座（医科薬理学部門）
入江　悠子，龍　 家 圭，小口　勝司

歯学部歯科薬理学講座
天 野 　均，山田　庄司

　【目的】骨は絶えず破骨細胞による骨吸収と骨芽
細胞による骨形成を行っており，このバランスが崩
れると骨粗鬆症がもたらされる．特に破骨細胞は，
骨粗鬆症治療における主要な標的細胞である．しか
しながら，破骨細胞の成熟過程を定量化することは
困難であった．近年 in vitro での細胞を経時的に測
定することが可能な装置である，Real time cell 
analyzing system（RTCA）が開発された．今回，
われわれは新たに RTCAを用いて，破骨細胞の成
熟過程における増殖および融合過程を経時的に定量
化することを目的とした．
　【方法】RTCAはリアルタイムで細胞イベントを
モニターし，専用のデバイス“E-Plate”のマイク
ロ電極が，細胞接着面におけるセルインピーダンス
を測定する．雄性 5～ 8 週齢の ddY マウスの大腿
骨および脛骨より，骨髄細胞を採取した．骨髄細胞

を 1.0 × 105，および 1.5 × 105 cell/well 播種させ，
15％ Serum，25 ng/ml MCSF，100 ng/ml RANKL
を含むαMEM培地にて培養を行った．8日間観察
を行い，1日後および 3日後に培地交換を行った．
　【結果】セルインピーダンスは，3日目より増加し，
6日目に最大値を示した．同条件下にて酒石酸抵抗
性酸ホスファターゼ染色し，破骨細胞数を光学顕微
鏡でも確認し，セルインピーダンスと相関する結果
を得た．
　【考察】われわれは本研究により，RTCAを用い
て比較的簡便に破骨細胞の成熟，融合過程を経時的
に定量化することができた．このシステムを使うこ
とにより，破骨細胞に対する，in vitro での薬物効
果を判定出来ることが示唆された．したがってこの
新たな方法はこれからの骨粗鬆症薬の開発に貢献し
うると考えられる．

頬骨骨折における生体吸収性骨接合プレート
の使用経験（学位甲）

外科系形成外科学専攻
呂　 秀 彦

形成外科学講座
吉本　信也

前橋赤十字病院形成美容外科
村松　英之

群馬小児医療センター形成外科
浜島　昭人

社会保険船橋中央病院
冨塚　陽介

　頬骨骨折は比較的頻度の高い顔面骨骨折であり，
治療方法や手術資材も各施設により異なる．頬骨骨
折手術において骨固定用プレートシステムは簡便性
や固定性に優れ臨床において必要不可欠な手術資材
となっている．近年では吸収性骨固定用プレートシ
ステムが数多く使用されており，今回われわれは
2007 年 10 月より頬骨骨折に対してはその分解能の
早さから生体吸収性骨接合プレートである poly-L-
acid（PLLA）/polyglycolic acid（PGA）コポリマー
を選択し使用しており，その治療成績を検討したの
で報告する．2007 年 10 月～ 2010 年 2 月までの 2
年 5か月間に当院で単独の頬骨骨折に対し本プレー
トシステムを用いて観血的整復固定術を施行した



第 312 回　昭和医学会例会

241

51 症例を対象とした．それらの症例に対して，年
齢，性差，左右差，受傷原因，治療内容，プレート
固定部位，術後経過に関して画像所見をもとに検討
を行った．結果は術中に大きな問題は認められな
かったが術後 2例で合併症を認めた．合併症の内訳
としては感染 1例，再骨折 1例を認めた．本プレー
トシステムは 1996 年に米国にてローレンツ社より
発売され，本邦では 2007 年 10 月より発売開始とな
り現在では多くの施設で使用されている．PLLA/
PGAコポリマーはポリ L乳酸 82％とポリグリコー
ル酸 18％の共重合体で構成されており，生体内に
骨固定材料として使用した場合水と二酸化炭素に加
水分解され約 1 年で吸収される．従来の金属製プ
レートと比較しても骨固定性に関して遜色がないこ
とや，術後咀嚼運動などの生体力学的な負荷に耐え
うることが証明されている．本プレートシステムを
使用してわれわれが手術をおこなった頬骨骨折症例
全例において固定に関し難渋した症例はなかった．
また生体内に吸収されるため二次的な抜去を行う必
要がなく患者の立場から考えても非常に有用である
と考える．

一側の前腕位置覚への対側の腕の運動感覚受
容器の作用（学位甲）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
黄川　和愛

生理学講座（生体調節機能学部門）
泉﨑　雅彦，本間　生夫

藤が丘病院整形外科
渥 美 　敬

　【目的】視野外にあるreference armの位置を知覚
し，指示器でその位置を表現するone arm matching
試験では，その位置覚を担うのは主に reference arm
の運動感覚受容器であるとされている．その一方で
対側運動感覚受容器求心性情報からの影響も検討さ
れている．今回われわれは対側運動感覚受容器求心
性情報が reference armの位置覚に与える影響を検
討した．
　【方法】対象は成人男性 13人である．全ての実験
で右腕を reference armとし，仕切り板により見えな
い状態の右腕の位置を角度指示器にて定量測定した．
実験 1では左前腕からの求心性情報が右腕の位置覚

に与える影響について検証した．方法は両腕共に水
平面より肘屈曲 30度で固定の肢位において，両上腕
二頭筋腱にバイブレーション刺激を与えることにより
行われ，左右腕のバイブレーション有り，無しの組
み合わせの中で調べた．実験 2では左腕からの求心
性情報が左上腕の肢位により変化するかを検証した．
方法は実験 1の肢位に加え，左肩水平外転 90度，肘
関節屈曲 30 度の肢位を用い，左右腕のバイブレー
ション有り，無しの組み合わせの中で調べた．
　【結果】実験 1では右腕運動感覚受容器刺激によ
り誘発された右肘関節の伸展して行く錯覚が左腕か
らの求心性情報の増加により抑制されることが示さ
れた．実験 2では実験 1で示された左腕からの求心
性情報の増加による右腕への抑制現象が，左腕水平
外転位にて減少することが示された．
　【結論】一側の前腕位置覚は対側の腕の運動感覚
受容器求心性情報の影響を受ける．本実験より右腕
の錯覚による位置覚の変化は，左腕運動感覚受容器
求心性刺激にて脊髄より高位のレベルで抑制され，
右腕の位置を調節していることが示された．またこ
の調節は上肢の肢位にも影響を受けていると考えら
れた．

振動誘発指屈曲反射に及ぼす鍼刺激の影響
―橈骨・正中・尺骨神経支配領域への刺激―
（学位乙）

生理系生理学（生体調節機能学分野）専攻
矢嶌　裕義

生理学講座（生体調節機能学部門）
東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科
日本鍼灸理療専門学校
東洋医学研究所
高山　美歩，高倉　伸有

日本鍼灸理療専門学校
東洋医学研究所
川瀬　明子

生理学講座（生体調節機能学部門）
東洋医学研究所
本間　生夫

生理学講座（生体調節機能学部門）
泉﨑　雅彦

　【目的】振動誘発指屈曲反射（vibration-induced 
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finger flexion reflex：VFR）は，指尖への振動刺激
によって振動指の持続的屈曲が誘発される反射であ
り，橈骨神経支配領域にある経穴部の皮膚への鍼刺
激や侵害性経皮的通電刺激によって抑制される．そ
こで，橈骨，正中，尺骨神経支配領域上の経穴部の
皮膚に鍼刺激をし，橈骨神経支配領域が鍼による
VFR抑制効果に特異的な刺激部位かどうかを調べた．
　【方法】被験者はインフォームドコンセントを得
た健康成人 10 名とした．被験者の中指指尖掌側に
周波数 60 Hz，振幅 1 mmの振動刺激を 20 秒間与
えてVFRを誘発し，振動刺激中に出現した中指の
最大屈曲力をVFRの指標とした．中指の屈曲力は
振動端子上の荷重変換器により測定し，増幅器を介
してペンレコーダで記録した．鍼刺激部位は，筋刺
激による求心性情報を除外するため，筋が存在しな
い手指爪根部の少商穴（第 1指爪根橈側：橈骨神経
支配），中衝穴（第 3指爪根橈側：正中神経支配），
少沢穴（第 5指爪根尺側：尺骨神経支配）とした．
鍼刺激条件は，鍼体の直径 0.16 mmのステンレス
鍼を用い，刺入深度 4 mmの直刺で 5分間の置鍼と
した．VFRは，各鍼刺激群について，鍼刺激 10 分
前，5 分前，抜鍼直後から 40 分後まで 5 分ごとに
測定し，鍼刺激を与えない場合（対照群）も同様の
手順で測定した．実験はクロスオーバー法として，
各測定は日を変えて行い，対照群，少商穴群，中衝
穴群，少沢穴群の鍼刺激 10 分前の VFR 値に対す
る各時点のVFR値を百分率で表し，各時点の値に
ついて群間比較を行った．
　【結果】各鍼刺激群のVFRは，抜鍼直後から 40
分後までの各時点で，対照群と比べて有意（p＜
0.05）に減少した．どの時点においても，各鍼刺激
群のVFRの間に有意差は認められなかった．
　【考察】正中および尺骨神経支配領域上の経穴部
の皮膚への鍼刺激でも，橈骨神経支配領域への鍼刺
激と同様にVFRが抑制されたことから，橈骨神経
支配領域は鍼によるVFR抑制効果に特異的な刺激
部位ではないと考える．

病理解剖とブレインバンクに対する一般市民，
患者および家族，医学生，文系学生の意識差
（学位乙）

社会医学系法医学専攻
黒瀬　直樹

法医学講座
藤城　雅也，李　 暁 鵬，根本　紀子
佐藤　啓造

　病理解剖とブレインバンクについて国民の意識が
どうなっているか調査した論文はみられない．病理
解剖とブレインバンクについて一般市民，患者およ
び家族，医学生，文系学生を対象として同じ内容の
アンケート調査を行い，その内容を解析することに
より現時点でのブレインバンクの倫理性について検
討した．アンケートは回答者の年齢・性別，パーキ
ンソン病および関連疾患に罹患しているか否か，家
族あるいは自分の病理解剖を承諾するか否か，病理
解剖を承諾あるいは拒否する理由，病理解剖で標本
保存した臓器・組織を診断だけでなく研究に用いる
ことへの賛否，ブレインバンクへの生前登録の賛否
について尋ねており，最も該当する選択肢を 1つ選
択する方式とした．一般市民は昭和大学公開講座受
講の品川区民 88 名（回収率：69％），患者および家
族はパーキンソン病とブレインバンクについての市
民講座受講者 102 名（回収率：88％），医学生は法
医学実習参加学生 101 名（回収率：90％），文系学
生は上智大学文系学部のドイツ語受講者 166 名（回
収率：91％）から有効なアンケートを得た，自分の
死亡時，病理解剖を承諾すると答えたのは患者およ
び家族で 92％と最も多かったが，一般市民で 73％，
医学生で 79％，文系学生で 78％を占め，予想以上
に病理解剖に対し，肯定的であった．自分の病理解
剖を承諾する理由は「治療法の進歩に貢献したい」
が 4群とも 70％以上を示し，拒否する理由は「遺
体を傷付けられたくない」が 4群とも 50％以上を
示したほか，「個人情報を知られたくない」も 4群
とも 13 ～ 25％を示した．自分の病理解剖時，臓
器・組織を診断だけでなく研究に用いることの賛否
では，自分の解剖を承諾すると答えたアンケートは
4群とも「研究に用いてよい」が 80％以上を示した．
ブレインバンクの生前登録の賛否では自分の病理解
剖を承諾すると答えたアンケートは「登録してもよ
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い」が 4 群とも 60％以上を示したが，解剖を承諾
しないと答えたアンケートは「登録してもよい」は
0％であった．今後，ブレインバンクの確立を目指
すには病理解剖の意義を啓蒙していく必要があるこ
とが示唆された．

臨床看護師の倫理観と疲労との関係
―道徳的発達段階（DIT）・道徳的感受性（MST）
と蓄積的疲労（CFSI）との比較―（学位乙）

社会医学系法医学専攻
米澤　弘恵

法医学講座
石津みゑ子，藤城　雅也，李　 暁 鵬
佐藤　啓造

　臨床看護師の倫理観と蓄積的疲労との関係を検討
したものは見当たらない．本研究では，臨床看護師を
対象に，年齢，性別，経験年数，最終学歴，職種，
職位，同居家族の有無，健康度自己評価，幸福感，
職場の充実感，道徳的発達段階Defining Issues Test
（DIT），道徳的感受性Moral Sensitivity Test（MST），
蓄積的疲労 Cumulative Fatigues Symptom Index
（CFSI）について自記式質問紙調査を行い，女性 607
人（有効回答率 74.3％）を分析した．CFSI 得点の中
央値（21点）以上を高群，中央値末満を低群とした．
CFSIの平均訴え率を算出し，医療女子のパターン判
定基準値との比較，および高群と低群で比較した．2
群間の比較にはχ2 検定，Mann-Whitney U 検定を
行った．
　その結果，平均年齢は高群では30.2±8.4 歳で，低
群 32.7±9.4 歳より有意（p＜ 0.01）に若かった．平
均経験年数は，高群では 8.5±8.3 年で，低群 10.6±
9.1 年よりも有意（p＜ 0.01）に短く，約 7割の人が
10 年未満であった．職位では，主任以上が低群に
多かった．あまり健康ではない人は高群 21％，低
群 6.3％で，幸せではない人は高群 14.1％，低群
2.3％，職場の充実感では充実していない人が高群
33.4％，低群 10.2％を示した．
　CFSI 得点は，高群では平均 35.3±11.0 点で，低
群は平均10.9±5.3点であった．CFSI平均訴え率は，
医療女子と比べて 8特性のうち慢性疲労，一般的疲
労感，労働意欲の低下，不安感，気力の減退，抑う
つ感の 6特性で 1.2 ～ 1.9 倍高かった．高群の訴え

率は低群より8特性のすべてで2.3～4.7倍高かった．
　DIT 得点は，高群 4.16±0.3 点，低群 4.17±0.3 点
を示した．例話 1，例話 2，例話 3，およびDIT 得
点では，2群間に有意差はなかった．MST得点では，
高群 142.8±14.1 点で，低群 138.6±13.4 点より有意
（p＜0.001）に高かった．MSTの11因子のうち葛藤，
規則遵守，忠誠，内省，情の 5因子では，低群より
高群の方が有意（p. ＜ 0.05 ～ p ＜ 0.001）に得点が
高かったが，患者の理解，責任 /安全，患者の意思
尊重，価値 /信念，正直，自律の 6因子では 2群に
有意な差は示されなかった．
　以上のことから，臨床看護師の蓄積的疲労は倫理
観の基礎となる道徳的発達には影響しないが，倫理
的問題に気づき，相手を気遣い，配慮するケアの倫
理としての道徳的感受性には，感受性が高いほど内
省や葛藤することで蓄積的疲労が高くなることが示
唆された．

インスリン治療中の 2型糖尿病において C-ペ
プチドインデックスはDipeptidyl Peptidase-4
阻害薬併用による血糖低下効果の予測に有用
である（学位甲）

内科系内科学（糖尿病・代謝・内分泌内科学分野）
専攻

大野香代子
内科学講座（糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）
福井　智康，友安　雅子，樋口　明子
伊藤　利香，平 野 　勉

　【背景と目的】新しい経口糖尿病薬であるDipeptidyl 
Peptidase-4（以下 DPP-4）阻害薬は，DPP-4 を選
択的に阻害し血糖依存的に血糖低下作用を発揮させ
る薬剤である．これまで経口糖尿病薬を内服中の 2
型糖尿病患者に対するDPP-4 阻害薬併用後の有効
性を予見できる因子は明らかとなっているが，イン
スリン治療中の 2型糖尿病患者に対するDPP-4 阻
害薬併用療法に関しては充分な検討がなされていな
い．そこで今回われわれはインスリン治療を行って
いる 2型糖尿病患者を対象にシタグリプチンを 12
週間追加投与し，有効性に影響する患者背景につい
て検討した．
　【方法と結果】昭和大学病院糖尿病・代謝・内分泌
内科外来通院中でインスリン治療を行っている2型
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糖尿病患者 49例を対象とし，シタグリプチンを12週
間追加投与した．シタグリプチン併用後のHbA1cは
ベースラインに比べて4週後－0.26％，12週後－0.47％
と有意に低下した．ベースラインから 12 週後の
HbA1cの変化量はベースラインのBMI（r＝－0.322，
p ＜ 0.05），C-peptide reactivity（r＝－0.568，p＜
0.0001），C-peptide index（CPI）（r＝－0.533，p ＜
0.0005）との間に強い負の相関を認めた．BMI およ
び CPI を独立変数，ベースラインと 12 週後の
HbA1c の変化量を従属変数として重回帰分析を
行った結果，CPI が有意な説明変数であった．シタ
グリプチン併用後に重症低血糖は 1例も認めず，併
用前後で体重の変化を認めなかった．
　【結論】インスリン治療中の 2型糖尿病患者にお
けるシタグリプチン併用は有用であり，有効性の予
知因子としてインスリン分泌能を示す CPI が重要
である．

腎不全ラットにおける心筋リモデリングとリン
代謝についての検討（学位乙）

内科系内科学（腎臓内科学分野）専攻
山崎　あい

内科学講座（腎臓内科学部門）
溝渕　正英，秋澤　忠男

横浜市北部病院内科
緒方　浩顕，熊田　千晶，衣笠えり子

藤が丘病院腎臓内科
小岩　文彦

　【背景】慢性腎臓病患者において，高リン（P）血
症と心血管病変との関連性が注目されている．また

近年，リン代謝調節因子 fibroblast growth factor-23
（FGF23）の心肥大への直接作用も報告されている．
今回われわれは，腎不全ラットを用い，心筋リモデ
リングとP代謝の関連性を検討した．
　【方法】正常ラットと 5/6 部分腎摘出ラットを以
下のように群分けし，各々の餌で飼育した．1）正常
ラット＋0.8％リン食（sham），2）5/6 腎摘ラット＋
0.8％リン食（Nx＋NP），3）5/6 腎摘ラット＋1.2％リ
ン食（Nx＋HP），4）5/6 腎摘ラット＋2％の炭酸ラ
ンタンを含有する 1.2％リン食（Nx＋HP＋La）．8
週間の飼育期間の後に，血液，尿，心筋組織を採取
した．
　【結果】Nx＋NP群との比較で，Nx＋HP群におい
て血中P値および intact PTHが有意に上昇してい
たが，Nx＋HP＋La 群ではいずれも有意な上昇はみ
られなかった．FGF23 は Nx＋NP 群との比較で，
Nx＋HP＋La 群で有意に上昇し，Nx＋HP群はNx＋
HP＋La 群よりも有意に上昇していた．心筋組織の
検討ではNx＋NP群との比較で，Nx＋HP群におい
て左室重量や基質沈着面積の有意な増加を認めた
が，Nx＋HP＋La 群ではいずれも有意な上昇はみら
れなかった．さらに，左室重量と基質沈着面積は，
血中P値，intact PTH，収縮期血圧との間に有意な
正の相関関係が認められた．一方，FGF23 は血中 P
値と尿中P排泄量との間に有意な正の相関関係が認
められたが，左室重量と基質沈着面積との間には相
関関係は認められなかった．
　【結論】炭酸ランタンによる高P血症の補正で，心
筋リモデリングが抑制され，心筋リモデリングには
血中P値がFGF23よりも関連していることが示唆さ
れた．


