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陳旧性眼窩骨折患者に対する手術適応の決定
に用いる眼窩シネモードMRIの基準値作成
とその応用（学位乙）

外科系形成外科学専攻
丸山　直樹

昭和大学藤が丘病院形成外科
角谷　徳芳

　陳旧性眼窩骨折患者の手術適応を決定する際，当
科では眼窩シネモードMRI 検査を実施している．
眼窩シネモードMRI は，眼窩MRI の静止画像を連
続表示させることで，眼球運動や外眼筋の運動を動
画として捉える検査方法であるが，現時点で読影基
準は統一されておらず，読影は治療者の主観にまか
されているのが現状である．そこでわれわれは，眼
窩シネモードMRI の基準値を作成し，その応用に
ついて検討した．
　まず，20 代から 50 代の健常ボランティアを各年
代で男女 5人ずつ募り，矢状断上下運動，冠状断上
下運動，水平断左右運動，冠状断左右運動，計 4種
類の眼窩シネモードMRI を撮像した．そして各画
像を計測し，眼窩シネモードMRI の基準値を作成
した．矢状断上下運動では，下直筋の伸展率，収縮
率，菲薄化率，肥厚率，視神経の振幅を求めた．冠
状断上下運動では，下壁下直筋距離，下直筋内直筋
距離等を求めた．正常例では，最上方視時から最下
方視時になるに従って段階的に眼窩底と下直筋間に
間隙が出きていく現象が全例に見られた．この現象
は，下直筋と眼窩底間の癒着の有無を評価するのに
有用なサインであると考えられ，陳旧性眼窩底骨折
の際の眼球運動障害の評価に使用した．水平断左右
運動では，矢状断上下運動と同様に内直筋の収縮率
や伸展率を求め，冠状断左右運動とともに陳旧性眼
窩内壁骨折の評価に使用した．冠状断左右運動で，
眼球の最外転時に視神経に押されて内直筋が三日月

型に窪む現象が正常ボランティアの 97.5％に見られ
た．このサインが見られれば，内直筋に瘢痕がなく
柔らかい状態であることが示唆された．
　主観的，直感的に眼窩内の病態を捉えられるとい
うことが眼窩シネモードMRI の利点であるが，今
回われわれが求めた基準値を適用することで客観的
な評価も出きるようになった．それにより，眼窩シ
ネモードMRI は，陳旧性眼窩骨折の手術適応の決
定あるいは，術後評価において有用な検査方法にな
ると考えられた．

タニケットを使用した四肢整形外科手術にお
けるレミフェンタニルの手術侵襲ストレス抑
制効果（学位乙）

外科系麻酔科学専攻
篠田　威人

藤が丘病院麻酔科
村上和歌子，奥　 和 典，長谷川優子
田中　雅輝，桑迫　勇登

　現在，手術侵襲を評価する指標および鎮痛をモニ
タリングする機材や方法が確立されていないため，
循環動態の変動を鎮痛の指標とした麻酔管理が行わ
れている．鎮痛の指標としては，各種ストレスホル
モンの測定が有用と考えられるが，測定にかかる時
間やコストの点から実際に用いられることはない．
それに比べて術中に簡便に測定が可能な血糖値，尿
量などは鎮痛の指標となりうる可能性がある．
　またタニケットを使用する整形外科手術では手術
時間の経過と共に阻血痛が強くなり（手術侵襲が大
きくなり），術中の血圧上昇など循環動態の管理に
難渋することがある．全身麻酔における鎮痛目的で
広く用いられているレミフェンタニルは，調節性に
優れ蓄積性がないため，手術中に十分な鎮痛用量を
安全に投与することが可能である．そこで今回，レ
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ミフェンタニルのストレス抑制効果について比較検
討を行った．
　タニケットを使用する整形外科手術患者におい
て，術中鎮痛をレミフェンタニル 0.25μg/kg/min
（A群，10 名）または 1.0μg/kg/min（B群，10 名）
により全身麻酔を行った患者を対象に，タニケット
実施前後のストレスホルモン，インスリン，血糖値
を測定した．副腎皮質ホルモン，コルチゾール，抗
利尿ホルモン，アドレナリン，ノルアドレナリンは
B群がA群より有意に低値を示した．またドパミ
ン，インスリン，血糖値は両群間に有意な差は認め
られなかった．

変形性膝関節症患者線維芽細胞の細胞外マト
リックス分解酵素産生に及ぼすグルコサミン
の効果（学位甲）

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
五味　範浩

生理学講座（生体制御学部門）
吉田　宜生，高 島 　将，石川慎太郎
久 光 　正

生理学講座（生体制御学部門）
保健医療学部作業療法学科
浅野　和仁

　変形性膝関節症（以下膝OA）は整形外科領域で
は重要な疾患の 1 つである．近年，膝 OAに対し
良好な効果を認めるとしてグルコサミンが取り上げ
られ健康補助食品としての使用量が著増している．
関節軟骨基質の変性には炎症性細胞，滑膜細胞，軟
骨細胞などから産生される細胞外マトリックス分解
酵素（MMP）等の酵素が重要な役割を果たしてお
り，今回，膝 OA関節由来線維芽細胞を対象にグ
ルコサミン塩酸塩（以下 GH）のMMP産生に及ぼ
す効果を細胞培養実験によって検討し，GHの膝
OAに及ぼす効果について考察を加えた．本研究の
対象者は昭和大学藤が丘病院整形外科，同関連病院
を関節全置換術のために受診した膝 OA患者 5 例
の手術時に採取した関節滑膜組織から細胞を分離・
培養した．
　上記細胞の刺激に使用するTNF-αの至適濃度を
調べ，誘導される線維芽細胞からのMMP産生に及
ぼす GHの効果，TNF-α依存性MMP mRNA発現

に及ぼす GHの効果を検討し，TNF-α依存性転写
因子の活性化に及ぼす GHの効果をNF-κB を対象
に検討した．TNF-α添加群のMMP-2 濃度は TNF-
α非添加群と比べ有意に高かった．添加するTNF-
αの濃度を増加させたところ，線維芽細胞の
MMP-2 産生能はさらに増強した．GH添加を行う
ことでTNF-α依存性MMP-2 産生は有意に抑制さ
れた．また，GH がMMP-3，MMP-13 の産生を有
意に抑制した線維芽細胞を 2.5 ng/ml の TNF-αで
刺激したところ，MMP mRNAの有意な増加が観
察され，この TNF-α依存性mRNAの増加は，1.0 
mg/ml 以上の GH 添加により有意に抑制された．
次に，線維芽細胞を 2.5 ng/ml の TNF-αで刺激し
たところ，核内NF-κB濃度は非刺激細胞と比較し，
有意に増加した．0.5 mg/ml の GHを細胞培養系に
添加したところ核内NF-κB の濃度に著明な変化は
観察されなかったが，1.0 mg/ml 以上の GHで細胞
を処理すると，TNF-α刺激によって誘導される核
内NF-κB 濃度の増加が有意に抑制された．GHは
関節軟骨変性に関するMMPの産生抑制作用を示し
た．膝OA患者の自宅での生活指導の一環にGH摂
取を組み入れることが有用と考えられる．

青色 LED光照射はウシ網膜色素上皮細胞に
おいて活性酸素種と過酸化脂質を生成し，細
胞傷害を引き起こす（学位甲）

生理系生理学（生体制御学分野）専攻
渡邊　一惠

生理学講座（生体制御学部門）
中西　孝子，久 光 　正

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
腫瘍学講座顎顔面放射線学分野
馬嶋　秀行，犬童　寛子，末永　重明

眼科学講座
植田　俊彦

横浜薬科大学
小澤　俊彦

昭和大学
安 原 　一，小出　良平

　【目的】可視光のなかでも短波長の光は長波長に
比べ網膜傷害を引き起こす危険性の高いことが一般
的に知られている．視細胞あるいは網膜色素上皮
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（RPE）細胞に吸収された光は光化学反応による酸
化ストレスを介して細胞傷害を引き起こすと考えら
れている．本研究では青色 LED 光による RPE 細
胞内活性酸素種（ROS）と過酸化脂質生成，これに
続く細胞傷害について実証した．
　【方法】牛の眼球より採取した RPEを DMEMで
継代培養し，3または 4代目を実験に使用した．青
色 LEDの照射密度は 4.8 mW/cm2 に固定し，照射
時間を変え照射量を調整した．青色 LED 照射 24
時間後の RPE 細胞生存率はXTT法にて，細胞傷
害は培地に放出されたLDH活性を測定し評価した．
RPE 細胞の生存率および傷害はコントロール（非
照射）群に対する百分率を用いた．一方，照射直後
のRPE細胞内ROS産生量は，酸化感応性脂溶性色
素である dihydrorhodamine 123 （DHR） の蛍光強
度（intensity/cell）を，過酸化脂質は主な生成物で
ある 4-hydroxy-2-nonenal（HNE）の蛍光免疫染色
による蛍光強度（intensity/cell）を共焦点レーザー
顕微鏡画像解析により測定した．
　【結果】青色 LED 光 50 J/cm2 照射 24 時間後，
RPE 細胞生存率は 74％に有意に低下し，細胞傷害
は 365％と有意に増加した．青色 LED 光 1，10，
50 J/cm2 照射直後，ROS 産生はそれぞれ 154％，
177％，395％に，HNE intensity は 211％，359％，
746％と有意に増加した．
　【結論】青色 LED光照射直後の酸化ストレスが
細胞傷害の引き金になること，そして，細胞の酸化
ストレスは 1または 10 J/cm2 という少ない照射で
も起こることが明らかとなった．

移植腱に骨膜を使用した半月板再建術におけ
る組織学的検討（学位乙）

生理系解剖学（顕微解剖学分野）専攻
谷川　直昭

解剖学講座（顕微解剖学部門）
前田慎太郎，中山　博喜，福原　大祐
平田　裕也，塩田　清二

社団育成社佐々木病院
横浜鶴見スポーツ＆膝関節センター整形外科
石川　大樹

　【目的】自家腱を用いた半月板再建術に関する報
告は散見されるが，その成績は必ずしも良好ではな

い．われわれは半腱様筋腱に骨膜を被覆した移植腱
を作製して半月板再建術を行い，比較的良好な臨床
成績を得ている．しかし，その組織学的効果は不明
なため，日本白色家兎を用いた実験系を作製し，骨
膜が移植腱に及ぼす影響を検討した．
　【材料と方法】日本白色家兎12羽の両後肢（24肢）
を用いた．両膝とも内側半月板を切除し，同部位に
長趾伸筋腱を移植して半月板を再建した．右膝には
長趾伸筋腱をそのまま移植し（非骨膜群），左膝には
長趾伸筋腱に両脛骨から採取した骨膜を巻き付けて
移植した（骨膜群）．術後 2，4，8，12 週で各 3羽ず
つ屠殺し，腹大動脈より朱色墨汁とゼラチンを混ぜ
た溶液を注入して血管鋳型を作製．肉眼的観察をし
た後，放射状に矢状断連続切片標本（masson-
trichrome 染色）を作製し，光学顕微鏡にて観察し
た．
　【結果】移植腱の肉眼的観察では，全ての週にお
いて骨膜群の方が非骨膜群に比べて血管像が鮮明に
見られ，経時的に血管像の範囲は広がっていた．形
状も半月板様に変化し先端の先細り現象が見られ，
骨膜群の方が早期から半月板に近い形状となってい
た．組織像は，骨膜群では 2週で先細り部位と内部
領域に膠原繊維，未分化細胞の浸潤がみられた．4
週で全領域に膠原繊維，先細り部位に滑膜様細胞と
内部に肥満軟骨細胞がみられ，内軟骨性骨化所見を
認めた．8週で先細り部位に滑膜様細胞が集簇して
いた．12 週で軟骨細胞・肥満軟骨様細胞が縦列化
しており，先細り部位には滑膜化成化像がみられ
た．非骨膜群では 2 週で移植腱の変性像が目立っ
た．その後，概ね骨膜群と同様の組織変化を示した
が，腱組織が吸収・置換されていく過程の遅れや不
全が生じていた．
　【考察】移植腱に骨膜を被覆することにより，移
植腱内に血管新生を誘導し，早期に半月板様組織へ
変化することが示唆された．
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高齢者小細胞肺癌に対する carboplatin，
irinotecan併用第Ⅱ相試験（学位乙）

内科系内科学（呼吸器・アレルギー内科学分野）専攻
村田　泰規

内科学講座（呼吸器・アレルギー内科学部門）
大木　康成，杉山　智英，楠本壮二郎
白井　崇生，山岡　利光，奥田健太郎
大 西 　司，足 立 　満，相良　博典

腫瘍分子学講座
大 森 　亨

　【背景と目的】小細胞肺癌の約 30％が 70 歳以上
の高齢者であり，現在のところ高齢者小細胞肺癌に
対する標準治療はない．Irinotecan 単剤で再発小細
胞肺癌に対して 47％の奏功率を示し 70 歳以下の未
治療 ED小細胞癌で Cisplatin ＋ Irinotecan は標準
治療の一つとなっている．Carboplatin は Cisplatin
より腎毒性や消化器毒性が軽減されているため，高
齢者に投与しやすい．またCarboplatinとIrinotecan
は相乗効果を示すことが報告されている．そこでわ
れわれは高齢者小細胞肺癌症例に対する Carbo-
platin と Irinotecan 併用療法の有効性と安全性を検
討することを目的とした．
　【対象と方法】2005 年 10 月から 2009 年 11 月まで
に当院においてCarboplatin と Irinotecan を投与し
た前治療歴のない 70 歳以上の小細胞肺癌患者 30 例
を対象とした．年齢中央値は 76 歳（70 ～ 86）．臨
床病期はEDが21例，LDが9例．PS （performance 
status）は 0が 2例，1が 25 例，2が 3例であった．
全体の 86％が何らかの合併症を有していた．
　【結果】効果はCRが6例，PRが19例，SDが0例，
PDが 3例であった．奏功率は 83％で生存期間中央
値は 16.3 か月，無増悪期間中央値 8.3 か月であった．
Grade 3 以上の有害事象は好中球減少症が 83.3％，
血小板減少が 46.7％，貧血が 60.0％，感染が 23.3％，
下痢が 20.0％，吐き気が 3.3％であった．薬剤性肺
炎および治療関連死は認めなかった．高齢者に対し
て認容性は十分であり，かつ効果も高齢者を対象と
した他の臨床試験と比べても遜色ない結果であっ
た．
　【結語】高齢者小細胞肺癌に対して Irinotecan，
Carboplatin 併用療法は有効であり，かつ安全に投
与することができた．

注入前後の母乳中脂肪濃度の変化（学位甲）

内科系小児科学専攻
井川　三緒

小児科学講座
村瀬　正彦，水野　克己，板橋家頭夫

　【はじめに】早産児にとって母乳栄養は成長発達
のみならず合併症の軽減など多くのメリットがあ
る．経口摂取できない早産児は経管栄養が必要とな
るが，これまでに注入後に母乳中脂肪濃度が低下す
るという報告が散見され，児の摂取カロリーの低下
が懸念される．今回われわれは注入後の脂肪濃度低
下について，冷蔵母乳，冷凍母乳，人工乳で違いが
あるか，また冷凍母乳において栄養カテーテルの材
質，太さ，注入速度の違いによって脂肪濃度低下に
変化が出るか検討を行った．
　【方法】同意を得た 10 人の母親から提供された母
乳のうち冷蔵母乳 15 検体，冷凍母乳 10 検体の母乳
中脂肪濃度を，Human Milk Analyzer（Miris 社）
を用いて注入前後で測定した．また人工乳 6検体の
脂肪濃度を注入前後で測定した．次に冷凍母乳 160
検体を，PVCフリーおよびDEHP フリーの 2種類
のカテーテルについて 3～ 6 Fr の 4 種類の太さの
ものを用い，30 分または 60 分間で注入し，それぞ
れ 10 検体ずつ測定した．脂肪濃度の変化の評価に
は，低下率（注入後／注入前の脂肪濃度比）を用い
た．統計は，ウィルコクソン符号付き順位和検定，
クラスカルワーリス検定，マンホイットニー検定を
用いた．
　【結果】冷蔵母乳（－5％），冷凍母乳（－19％）
ともに注入後で統計学的明らかに脂肪濃度低下が認
められた．一方で人工乳は脂肪濃度の低下は認めな
かった．また冷凍母乳の脂肪濃度低下率は，栄養カ
テーテルの材質，注入速度の違いの間で有意差は認
めず，太さとの相関関係もなかった．
　【結論】今回の検討により，どのような条件下で
も注入後に母乳中脂肪濃度の低下がみられるが，冷
蔵に比べ冷凍母乳の方が低下率が大きかった．冷凍
母乳を使用する際には以上を考慮し，栄養計画を立
てていく必要がある．
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らせん腺腫における非上皮系細胞の免疫組織
学的解析（学位甲）

内科系皮膚科学専攻
飯田　剛士

皮膚科学講座
岩井　信策，北見　由季，秋山　正基
末木　博彦

藤が丘病院皮膚科
保坂　浩臣

　【背景】らせん腺腫は腫瘍実質内に非上皮系細胞
が分布することが報告されている．実質内にランゲ
ルハンス細胞の存在が指摘されているが，その他の
非上皮系細胞の本態は不明な点が多い．
　【目的】腫瘍実質と間質の非上皮系細胞を免疫組
織学的に解析し，その意義を検討する．
　【対象と方法】過去 10 年間に経験したらせん腺腫
5例の手術標本を対象とした．S100 と CD1a および
CD3とCD1aの二重免疫蛍光抗体法ならびにCD1a，
CD3，CD4，CD8，CD79a，CD68，CD56，ICAM-
1，HLA-DR の免疫組織化学的検討を行った．
　【結果】CD1a と CD3 は腫瘍の実質に均等に分布
していた．CD4 と CD8 はいずれも実質に分布し，
CD8が優位であった．ICAM-1 は実質の非上皮系細
胞と一部の上皮系細胞に分布していた．CD79a は
実質と間質に少数分布していた．CD68 は間質にの
み少数分布していた．CD56 陽性細胞は見られな
かった．HLA-DR はランゲルハンス細胞と上皮系
細胞の一部に陽性であった．蛍光抗体二重染色では
実質内の S100 陽性細胞の大部分は CD1a も陽性で
あった．CD1a 陽性細胞のほぼ半数に CD3 陽性細
胞と接触する像がみられた．
　【結論】らせん腺腫の実質内には樹状突起を有す
るCD1a 陽性のランゲルハンス細胞が，ほぼ均等に
分布している点が特異であった．実質内の非上皮系
細胞は CD8 優位の T細胞が大部分を占めていた．
ランゲルハンス細胞とT細胞の接触像が見られた
ことから何らかの腫瘍免疫機序が働いている可能性
が示唆された．

中皮腫と反応性中皮の細胞学的鑑別
―細胞質内空胞含有細胞の出現率について―
（学位乙）

病理系病理学（臨床病理診断学分野）専攻
磯崎　岳夫

病理学講座（臨床病理診断学部門）
瀧本　雅文，太田　秀一

横浜市北部病院臨床病理診断科
北村　隆司

臨床病理診断科
津田　祥子

藤が丘病院臨床病理診断科
楯　 玄 秀，光谷　俊幸

　【背景】中皮腫は近年，発症数が増加している疾
患である．その細胞像は非常に多彩であり，腺癌や
反応性中皮との鑑別が困難であることから細胞診で
の診断率は高くはない．
　【目的】体腔液標本での細胞質内空胞含有細胞の
出現率が中皮腫と反応性中皮の鑑別に有用であるか
検討した．
　【方法】対象は上皮型中皮腫 17 例と反応性中皮 10
例の体腔液標本を用いた．細胞質内空胞含有細胞を
①全周性辺縁空胞様細胞（peripheral vacuole-like 
cell：以下 PV 細胞），②中心部空胞細胞（central 
vacuole cell：以下 CV細胞），③ PV細胞とCV細
胞の条件を満たさない空胞含有細胞である空胞細胞
（vacuole cell：以下V細胞）の 3型に分類し，それ
ぞれの出現率を中皮腫群，反応性中皮群で比較検討
した．また，中皮腫群を出現形態により立体的集塊
出現群（中皮腫A群）と平面的集塊や孤在性の出
現を主体とする立体的集塊非出現群（中皮腫 B群）
に分類し，同様に検討した．
　【結果】中皮腫群での PV細胞の出現率は反応性
中皮群に比較して有意に高かった（p＜ 0.01）．中
皮腫A群と中皮腫 B群，中皮腫 B群と反応性中皮
群における比較検討では PV細胞，CV細胞の出現
率が中皮腫 B群で有意に高かった（PV細胞：p＜
0.01，CV細胞：p＜ 0.05）．
　【結語】中皮腫と反応性中皮の鑑別，特に反応性
中皮との鑑別を要する平面的集塊 , 孤在性出現を示
す中皮腫症例においては PV細胞，CV細胞の出現
は有用な鑑別所見になり得ると考えられた．よって
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PV 細胞，CV細胞が認められた場合は中皮腫の可
能性を考え，積極的な臨床的精査が望ましい．ま
た，細胞診検査において反応性中皮と診断され易い
中皮腫症例の誤判定を防ぐことが可能になると考え
られた．

小型生体情報センサの開発（学位甲）

外科学系外科学（小児外科分野）専攻
田 山 　愛

外科学講座（小児外科学部門）
土 岐 　彰

国立成育医療研究センター・臨床研究センター
山下　紘正，北角権太郎，千葉　敏雄

　【はじめに】災害現場において人の生体情報を確
認するべく，小型で少ない体表面積でも測定できる
医療機器の重要性が高まりつつある．これまでわれ
われは,それを可能とする生体情報モニターとして，
人の頸から頭側に着目し，イヤホン式の生体情報モ
ニターの開発に取り組んできた．その結果，重要な
バイタルサインである心拍数の計測結果は，既存の
モニター機器によるものとほぼ同様であることを確
認した．耳本来の機能は外部環境から音を聞くこと
にあるが，このように，外耳道を通じて圧力・振動
を測定することで生体情報を取得することも可能で

ある．すなわち，人の外耳道を密閉し鼓膜および外
耳道から発生する微小な圧力変化を測定することに
より，約2Hz～20Hzの範囲の心圧信号（外耳道内）
として心拍圧を取得することが可能である．われわ
れは，このようにして取得された心圧信号を，デー
タ処理プログラムを用いて解析することで心拍数が
測定出来る，新しいイヤホンセンサを開発すること
ができた．開発されたイヤホンセンサと既存の生体
情報センサの双方をウサギに用いることで，動物実
験によるデータの相関性確認を行った．
　【方法】ウサギは体重約 3 kg の日本白色雑雌を用
いた．全身麻酔下に，既存の生体情報センサと，わ
れわれの開発したイヤホンセンサをウサギに装着
し，酸素濃度を 10 分毎に 5％ずつ低下させること
により進行性の低酸素環境を作成し，双方のセンサ
による心拍数測定の結果を比較した．
　【結果】既存の生体情報センサとわれわれが開発
したイヤホン式のセンサ使用にて，ほぼ同一の結果
が得られた．
　【考察】われわれはイヤホン式の生体情報センサ
を開発し，人での心拍数計測も出来ている．この技
術は，小型・簡便で誰にでも装着でき，また無侵襲
であるという利点をも有していることから，安全
性，確実性を高めることにより，生体情報の新しい
取得手段として有用なものになると期待される．


