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特別講演
肝硬変の栄養治療

―分岐鎖アミノ酸顆粒療法ならびに非環式レチノイド療法の開発―

岐阜大学名誉教授　武　藤　泰　敏
　肝臓病の臨床は一連の肝炎ウイルスの発見によって著しい進歩がもたらされてきた．しかし振り返って考えてみる
と，我々の世代は肝炎ウイルスが発見される以前から診療を続けてきたのである，検査成績のみに振り回される事な
く，先ず患者の臨床像を第一に診療してきたと言ってよい．最近，Translational Research from Bed-Side とよく言わ
れるが，目の前で悩んでいる患者の中にすべての問題がある．肝機能不全の為の栄養治療としての「分岐鎖アミノ酸
（BCAA）」，さらに肝細胞癌の再発抑制をめざした「非環式レチノイド（ACR）」の開発の意義について述べることに
したい．臨床試験には 10 ～ 20 年以上の長期の観察が不可欠である場合が少なくない．しかし，これこそが患者に本
当の福音をもたらす唯一の道であるといってよい．BCAA顆粒補充療法は提唱から製造承認まで 12 年，生命予後研
究調査がまとまるまで，さらに 11 年が経過した．一方，ACRは化学物質の発見・特許申請から予備臨床試験の誌上
発表まで13年，さらに10年以上経った現在やっと最終段階に到達したところであり，1日も早い製造承認が待たれる．

教育講演
大腿四頭筋拘縮症（短縮症）について

整形外科学教室教授　阪　本　桂　造
　注射による大腿四頭筋拘縮症（短縮症）の集団発生が，昭和 47 年山梨県鰍沢町・増穂町を中心として新聞に報じら
れ大きな社会問題となった．
　教室の滝 宗章が昭和 41 年第 155 回昭和医学会例会に「大腿四頭筋拘縮症の 8例」と題し発表．その後，前田正雄
の助言を得て阪本桂造が計 41 例の臨床分析とクロラムフェニコール並びにリンゲル液を用いた家兎注射実験を交えた
論文を昭和 46 年昭和医学会雑誌に「大腿四頭筋拘縮症に関する研究　第 1編臨床的研究，第 2編実験的研究（注射
が筋に及ぼす影響について）」と題しまとめた．
　臨床と実験を交えたこの論文が，その後多くの地域での患者発見に結びついたといって過言ではなく，整形外科学
会ばかりではなく，小児科学会も第 79 回学会総会において注射による筋拘縮症に関する声明を発した．
　昭和医学会から発表された小さな研究から医療界に広まった大腿四頭筋拘縮症が風化されないよう願い．注射部位
の問題も含め講演する．
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教育講演
血液疾患治療の進歩

血液内科教授　友　 安 　　茂
　血液疾患に対する治療の進歩はめざましく，今まで難病とされていた疾患においても治癒が期待できる時代となっ
た．その代表的な治療法が分子標的療法と造血幹細胞移植である．分子標的療法としては急性前骨髄球性白血病にお
ける all-trans retionic acid，B細胞性の非ホジキンリンパ腫におけるリツキシマブ，慢性骨髄性白血病におけるイマ
チニブ，多発性骨髄腫におけるボルテゾミブがあげられ，その有効性についても実証されてきている．造血幹細胞移
植は急性白血病，悪性リンパ腫，再生不良性貧血などで施行される治療法である．その幹細胞の供給源として従来骨
髄細胞が用いられてきていたが，末梢血，臍帯血を用いることによりその適応が拡大され生存率を向上させてきてい
る．しかし，その適応疾患，適用病態が確立されているわけではない．そのような問題点を指摘しながら，血液疾患
の最新の治療法について述べる．
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 1． リアルタイム 3D心エコー図法での心機能
の評価

第三内科学教室
土至田　勉，上田　宏昭，茅野　博行 
平野　雄一，川又　朋章，片 桐 　敬

　【背景・目的】近年，リアルタイム 3D心エコー図法
（Rea1-time 3D echocardiographic images : RT3D）の精
度が進歩し，ボリューム変化を連続的に定量化すること
が可能となった．そこで，我々は心機能評価に対する
RT3Dの有用性について，心臓カテーテル検査での指標
と対比して検討した．
　【方法】心臓カテーテル検査を施行した 8例に対し，
Philips 社製 iE33 を用いて RT3Dを施行した．解析には
QLAB-3DQadv.-prug-in を使用．得られた一心周期の
volume データから左室容量変化曲線を描出し，さらに
一次微分し最大左室内容積勾配（peak filling rate）を
算出，そのピーク値を peak-dV/dt，peak＋dV/dt と表
現し，それぞれ RT3D での収縮能，拡張能の指標とし
た．また，RT3D での収縮能の指標として左室駆出率
EF（EFRT3D）も計測した．収縮能評価は，peak-dV/dt
と EFRT3D を心臓カテーテル検査での最大収縮期左室内
容圧勾配（max＋dp/dt）と左室駆出率（EFLVG）とそ
れぞれ比較し，拡張能評価では peak＋dV/dt を心臓カ
テーテル検査での最大拡張期左室内圧勾配（max-dp/
dt）および時定数（τ）と比較し検討した．
　【結果】収縮能では，EFRT3D（54±7%）と EFLVG（53
±9%；r＝0.74，p＜0.01） は良好な相関が得られ，
peak-dV/dt（－247.4±61.8 ml/sec）とmax＋dp/dt（2124
±598 mmHg/sec；r＝0.66，p＜0.01）との間にも良好
な相関を認めた．拡張能では，peak＋dV/dt（199.1±
75.3 ml/sec）は max-dp/dt（1864±285 mmHg/sec；
vs.r＝0.72，p＜0.01）とτ（42.6±7.3 sec；r＝0.66，p＜
0.01）ともに良好な相関が得られた．
　【結語】リアルタイム 3D心エコー図法による心機能
評価は，非観血的に評価できる新しい心機能定量法であ
ると考えられた．

 2． 動悸を有する患者の診断における I-123 
metaiodobenzylguanidine（MIBG）シン
チグラフィーの有用性に関する検討

第三内科学教室
斉木　裕香，阿久津　靖，児玉　雄介 
李　 慧 玲，紀平　幸彦，安達　太郎 
山中　英之，小林　洋一，片 桐 　敬

放射線医学教室
篠 塚 　明，後閑　武彦

　動悸を伴う患者のうち明らかな診断がつかない症例も
多く存在する．我々は不整脈と交感神経機能障害との関
係を利用し，I-123（MIBG）シンチグラフィーによる交
感神経障害の程度が頻脈性不整脈の診断に有用かどうか
を検討した．
　【方法】動悸を有する 184 例（男性 106 例，女性 78 例，
平均年齢 52.7±18.8 歳）を対象とし，MIBGシンチグラ
フィーを施行し，H/M比とWashout Rate（WR）測定
から交感神経障害の程度を評価した．心電図や電気生理
学的検査で証明された上室性頻拍 103 例（SVT群），心
室性頻拍（VT群）46 例，および頻拍が証明されなかっ
た 35 例（control 群）の 3群に分類し，交感神経障害の
程度で比較した．
　【結果】H/M比は control 群に比し SVT群，VT群で
有意に低く（3.01±0.78 vs 3.34±0.48，p＜.05，2.75±0.55 
vs 3.34±0.48，p＜.0001），WRは control 群に比し SVT
群，VT 群で有意に高かった（38.1±8.5 vs 34.2±6.8，
p＜.05，39.6±12.1 vs 34.2±6.8，p＜.05）．集積分布に
ついては各群間で差を認めなかった．
　【考察】頻脈性不整脈を有する患者は，交感神経機能
障害を有する場合が多く，特にVT症例で著明であっ
た．MIBG集積低下部位と不整脈発生源は必ずしも一致
しなかったが，VT症例においては SVT 症例に比し，
より高度で広範な交感神経機能障害を認めた．
　【結語】働悸を有するものの臨床的に頻拍発作を捉え
られない患者の診断に際して，頻脈性不整脈の存在を
123I-MIBG シンチグラフィーにより推測し得る可能性
が示唆された．

展　示　発　表
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 3． HepG2における GCDCAによる小胞体ス
トレスとカスパーゼ依存性アポトーシス
との関連性

第一薬理学教室
飯 坂 　徹，辻　まゆみ，小口　勝司

　慢性胆汁うっ滞性肝疾患においては，グリコケノデオ
キシコール酸（GCDCA）を代表とする疎水性胆汁酸が
肝細胞内へ集積し，肝障害を誘発する．
　我々は以前，培養肝細胞における GCDCA誘発性ア
ポトーシスは，①細胞膜上の Fas を介し，caspase-8 活
性化およびミトコンドリアからのCytochrome C 放出促
進，caspase-9，-3 活性化によるアポトーシス誘導経路，
②細胞内 Ca2＋の増加および caspase-12 活性化で示され
る小胞体ストレスを介するアポトーシス誘導経路，の両
経路によって惹起されることを報告した．しかし，
GCDCA誘発性アポトーシスにおいて，この 2つの経路
の関連については，明確ではない．そこで，今回，我々
は GCDCAで処理したHepG2 細胞を用いて，この 2つ
の経路の関連性について検討した．
　GCDCA（300μM）の処置により，LDH，single strand 
DNA，caspase（-8，-9，-3，-4）活性，小胞体常在性分
子シャペロンであるBip および小胞体ストレス応答に関
する転写因子である Chop の mRNAレベルでの発現増
加が認められた．
　GCDCA により増加した Bip，Chop mRNA 発現は，
caspase-8 inhibitor 前処置で抑制された．また，GCDCA
により上昇した caspase-4 活性は，caspase-9 inhibitor
前処置により減少したが，GCDCA により上昇した
caspase-9 活性は caspase-4 inhibitor 前処置では，変化
は認められなかった．
　以上より，GCDCAによる小胞体ストレスを介したア
ポトーシス経路の活性化には caspase-8，-9，-4 を介し
た経路が存在することが示唆された．

 4． 病床稼働率の変動に伴うMRSA保菌率の
増減

医学部 6年
松平　真悟

横浜市北部病院臨床検査科
木 村 　聡

　【はじめに】MRSAは接触により伝播するため，院内
感染防止には，感染患者と，非保菌者の間で看護師など
スタッフを分ける対策が推奨されている．しかし病棟ス
タッフが欧米にくらべ極端に少ないわが国では，一人の
スタッフが保菌者と非保菌者の両方をケアせねばならな
い状況がまれではない．海外では病床稼働率が上がるに
伴い，MRSA 感染が増加するという報告（Borg : J 
Hosp Infect，2003）があるため，稼働率とMRSA保菌
率との間に関連がみられるかを検討した．
　【材料・方法】2005 年 2 月～ 06 年 3 月にかけて，昭
和大学横浜市北部病院の入院患者を対象にした．集計に
は電子カルテのサブシステムとして同院で開発された，
「病棟別保菌率自動集計」ソフトを用い，病床稼働率と
保菌率の相関関係，推移，保菌者と非保菌者の入院期間
の比較，の観点で検討した．「保菌者」には感染症状の
ない患者や，院外から菌を持ったまま入院した患者も包
含した．集計期間中は院内感染対策委員会を通じ，入院
患者に対し監視培養の励行が特にアピールされた．
　【結果・考察】稼働率と保菌率の間に有意な相関は認
められなかった．保菌率がもっとも高くなったのは，1
月 1日の 13.1% で，最低は 4 月 3 日の 6.3% であった．
年末年始は保菌率が高い傾向にあり，稼働率がもっとも
低下した時期に一致していた．この原因として，比較的
軽症な患者が退院してしまうこと，保菌者は非保菌者に
くらべ入院期間が有意に長く，退院が困難な症例が年末
年始に残ったことが推定される．実際，2006 年 11 月某
日の時点で入院していた患者 579 名を対象に，入院後経
過した日数を集計した結果，非保菌者では平均 28.1±
67.2 日（平均値±標準偏差）であったのに対し，53 名
いた保菌者では 147.3±271.8 日と非保菌者の 5倍以上の
長期に渡り，危険率 0.1% 未満で有意差が認められた．
稼動率がもっとも高かった 12 月中旬は，保菌率も 9%
台後半と比較的高水準であったが，年末に稼働率が低下
するに従い保菌率は上昇する傾向がみられた．季節別で
は夏季よりも冬季において保菌率が高い傾向がみられ
た．
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　【結論】MRSAを保菌する長期入院患者の数が，保菌
率に大きな影響を及ぼすことが示唆された．病床稼働率
の向上には，MRSA患者を減らす事が重要と考えられ
る．

 5． 解離試験による血液型判定法の定量的解析

法医学教室
伊 澤 　光，李 　暁 鵬，梅澤　宏亘 
有馬　由子，藤城　雅也，佐藤　啓造

　平成 18 年 3 月，昭和大学病院某科より患者様の病衣
に付着した血液様斑痕の血液型判定を依頼された．斑痕
は注射液により希釈され，溶血した血液の斑痕で，血液
型判定は困難な印象を受けた．しかし，解離試験による
常法でABO式血液型の判定を行ったところ，患者様の
血液型と一致する結果が得られた．今後，同様の依頼が
あった場合，どのような注射液による希釈，溶血で判定
が可能であるか，あるいはどの位までの希釈であれば判
定が可能であるかを予め知っておくことは法医学上意義
がある．そこで，本研究では使用頻度の高い注射用蒸留
水，生理食塩水，ソリタT1，T2，T3，T4，ポタコールR，
5%ブドウ糖溶液，1%リドカイン注射液により血液の 2
倍希釈系列を作製し，濾紙，綿，ポリ綿混紡，ポリエス
テル，絹，麻，ナイロン，ウール，レーヨンの布切れに
ついて希釈系列の斑痕を作製し，何倍希釈まで解離試験
によるABO式血液型判定が可能であるかを検討した．
その結果，斑痕の材質，溶血の有無は結果に影響がな
く，A型の血痕では 8倍希釈まで，B型の血痕では 16
倍希釈まで判定が可能であった．パパインによる酵素処
理判定血球の使用により 2段階上の希釈系列まで判定が
可能となった．以上の結果は抗血清の種類を変更しても
同様であった．希釈系列の斑痕を 1，3，6箇月室温，暗
所に放置して同様の実験を行ったところ，6箇月経過し
た斑痕において判定が可能な希釈倍数がA，Bともに 1
ないし 2段階低下することが分かった．全実験を通して
AB型の斑痕のA・B抗原はA型，B型の斑痕のA・B
抗原より 1段階上の希釈倍数まで判定が可能であった．
糖鎖末端のA抗原，B抗原の表現構造が相乗的に作用
しているものと推定される．A型に対し B型の判定の
方が 1段階高い希釈系列まで判定が可能であったのは，
抗 B血清の凝集素価が抗A血清の凝集素価より 1段階
高いためと推定される．

 6． 心房細動に対するカテーテル心筋焼灼術
の有効性

第三内科学教室
浅 野 　拓，小林　洋一，伊藤　啓之 
小貫　龍也，三好　史人，松山　高明 
渡辺　則和，箕浦　慶乃，河村　光晴 
丹 野 　郁，片 桐 　敬

　【目的】肺静脈起源の異常自動能が発作性心房細動発
症の原因であるという報告以来，肺静脈をターゲットと
したカテーテル心筋焼灼術（RFCA）が行われている．
しかし，肺静脈の形態は解剖学的に複雑であり，有効な
RFCAを施行する上で，これらの解剖学的な関連と電
位の関係の把握が必要である．また，肺静脈に対するカ
テーテル心筋焼灼術の方法や効果についてもまだ不明な
点が多い．
　【対象と方法】有症候性，薬剤抵抗性の心房細動に対
して肺静脈に対してカテーテル心筋焼灼術を施行した
72 例を，心筋焼灼術の方法別に拡大肺静脈隔離群と通
常の隔離群に分けて比較検討した．
　RFCAは 4 mm-tip のカテーテルを使用し，55℃設定
20 w から 25 w の間で 60 秒間通電し，カテーテル心筋
焼灼術のエンドポイントは肺静脈電位の消失，または肺
静脈内からのぺーシングが左房を補足しなくなるまでと
した．
　拡大肺静脈隔離群では RFCA施行前に全例でMSCT
を施行し左右肺静脈の形状を確認，Lasso カテーテルで
肺静脈内電位を確認しながら，CARTOにより，左心房，
肺静脈，左心耳の解剖学的なマッピングを作製し，電気
的な指標を参考にマップ上の肺静脈前庭部に解剖学的に
アブレーションラインを作製，エンドポイントは同様に
電気的に隔離されるまで追加RFCAを施行した．
　【結果】カテーテル心筋焼灼術後 6ヶ月間の経過観察
で拡大肺静脈隔離群は 92.3%，通常の隔離群は 58.3% で
洞調律維持されていた．心房細動による症状が軽快，減
少したものまで含めると，拡大肺静脈隔離群は 96.2%，
通常の隔離群は 75.0% であった．
　【総括】発作性心房細動に対するカテーテル心筋焼灼
術において，拡大肺静脈隔離術は通常の隔離術に比較し
て有効であった．
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 7． 前方中軸中内胚葉の腺性下垂体の発生へ
の寄与

第一解剖学教室
今 井 　元，高橋　則行，鈴木　隆介 
塩田　清二

　腺性下垂体は，頭部形成とともに形成される器官であ
る．脊椎動物の頭部は原腸形成期の内胚葉層に存在する
2つのシグナリングセンターが，未分化な外胚葉に作用
することによって起こる．これら頭部誘導をつかさどる
シグナリングセンターは頭部オーガナイザーと呼ばれ，
原腸陥入以前は前方臓側内胚葉が，一方，原腸陥入以降
は前方中軸中内胚葉（脊索前板と前方内胚葉）がその機
能を担っている．つまり，初期の頭部形成では，まず，
卵筒胚期に前方臓側内胚葉が未分化な外胚葉に作用し前
方部としての特性を誘導する．次に，原始線条の前方か
ら脊索前板と前方内胚葉が生じ，前方臓側内胚葉の正中
に侵入しながら前方に移動し，前方の外胚葉に作用して
頭部神経板としての特性を誘導する．さらに，脊索前板
は口腔外胚葉や神経外胚葉と接着し頬咽頭膜を形成し，
前方内胚葉と供に陥入して前腸を形成する．腺性下垂体
のホルモン産生細胞のOrigin が存在する正中ANRは，
この頬咽頭膜に隣接した領域であるため，前方中軸中内
胚葉が腺牲下垂体の発生においても重要な役割を担って
いる可能性が高い．しかしながら，前腸形成以降の前方
中軸中内胚葉の移動様式や分化運命はほとんど知られて
おらず，また，前方中軸中内胚葉が腺性下垂体の発生に
おいてどのような役割を担っているのかについては全く
知られていない．
　そこで，本大会では，まず，これまでに確立した
「ラット全胚培養法と上顔面器官培養法を組合せた長期
培養法」を紹介し，つぎに，これを応用して行った「正
中ANR・ラトケ嚢・間脳腹側への前方中軸中内胚葉の
移動様式」，および，「腺性下垂体のホルモン産生細胞へ
の前方中軸中内胚葉の分化様式」を示す結果を示し，下
垂体発生における前方中軸中内胚葉の役割について論ず
る予定である．

 8． 肺癌の小腸転移により穿孔性腹膜炎を来
たした一例

卒後臨床研修センター
山下　剛史

第二外科学教室
渡 辺 　誠，榎並　延太，成田　和弘 
清水　喜徳，角田　明良，草野　満夫

病院病理科
久島　巴樹

　肺癌の小腸転移が無症状によって発見される例は稀で
ある．今回我々は肺癌小腸転移による穿孔性腹膜炎の 1
例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．症例
は 79 歳男性．肺大細胞癌に対する放射線療法目的に当
院呼吸器内科に入院となった．もともと便秘傾向であっ
たが，突然下腹部痛が出現した．翌日になり症状が増強
し，筋性防御も出現した．血液上も炎症反応高値であり
胸腹部のX-P，CTにて free air を認めたため，消化管
穿孔と診断し，緊急手術を施行した．手術所見として
Treitz 靭帯より約 30 cm の空腸の腸間膜対側に腫瘍を
触知し，同部位に約 2 mm大の穿孔を認めた．また，腸
間膜リンパ節腫大も認めた．穿孔部位の空腸を約 10 cm
にわたり小腸部分切除術を施行した．術後は一時麻痺性
イレウスを合併したが保存的に軽快し，術後第 19 病日
に呼吸器内科に再転科となり，術後第 63 病日に永眠さ
れた．病理組織学的に肺癌小腸転移，小腸間膜リンパ節
転移と診断した．肺癌の小腸転移は全体の 2.3 ～ 5.0%
といわれており，上部小腸に多く見られている．組織型
では大細胞癌が転移しやすいといわれている．肺癌の小
腸転移が無症状で発見されることは少なく，嘔吐，腹
痛，下血等，急性腹症によって発見されることが多い．
その原因としては，穿孔，腸閉塞，消化管出血，腸重積
等が多いが，その中でも穿孔例は緊急手術になりやすい
ため発見例が多いとも考えられる．小腸転移の予後は平
均余命が約 80 日と不良で，小腸転移が発見された時点
ですでに多臓器に転移していることが多い．また，肺癌
自体による呼吸機能低下等，全身状態の悪化も予後不良
因子となる．しかし，穿孔等の急性腹症にて発見された
場合，姑息的ではあるが手術以外に有効な治療手段がな
い．肺癌患者において突然の腹部症状を示した場合，小
腸転移も念頭において治療する必要があると考えられ
る．
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 9． 胸腔鏡・腹腔鏡併用食道切除術における
SSIの評価

第二外科学教室
五 藤 　哲，村上　雅彦，澤谷　哲央 
佐 藤 　篤，早稲田正博，大塚　耕司 
加藤　貴史，草野　満夫

　【目的】食道癌の手術は侵襲度が高く，合併症も起こ
しやすい．我々は手術侵襲の軽減を目的に 1996 年より
食道癌に対して胸腔内操作を完全鏡視下で行う胸腔鏡下
食道亜全摘術を導入し，後期よりは腹部操作も用手補助
下腹腔鏡手術を行ってきた．SSI の観点から本法を評価
する．
　【対象】本法を施行した 152 例．手術侵襲の指標とし
て，手技確立後の胸腔内操作時間平均 228 分，胸腔内出
血量平均 77 gr，リンパ節摘出個数平均 21 個であった．
クリニカルパスによって術後は管理され，抜管日が手術
当日，尿道カテーテル抜去及び歩行開始は第 1病日，食
事開始は第 3～ 5病日，胸腔ドレーン抜去は第 5～ 6病
日であった．
　【検討】血清で炎症性サイトカイン IL-6 を周術期に測
定．術後の SIRS ポイントをスコア化し比較．術後合併
症を検討した．
　【結果】IL-6 は術直後に最高値に達し，術後 3時間か
ら速やかに低下し以後上昇せず．SIRS スコアは，平均
値が術直後から 14 病日まで陽性とはならず．手術手技
確立後の縫合不全率 3.3%，嗄声 7%，呼吸器合併症 13%
（肺炎 1.4%，膿胸 2.1% 他）であった．創部膿瘍は 6.3%
（腹部 5.6%，頸部 0.7%，胸部 0%）であった．
　【結語】胸腔鏡下食道切除術は，適切な郭清を行いつ
つ，手術侵襲からの早期回復とQOLの向上を期待し得
る手技であり，呼吸機能障害の軽減により，肺炎や膿胸
といった術後呼吸器感染の低下に有用であると考えられ
た．

10． 腹部への鈍的外傷にて胆嚢管の損傷をき
たした一例

第二外科学教室
草野　智一，清水　善徳，青木　武士 
安田　大輔，大原　一規，高 　順 一 
大 山 　祥，草野　満夫

　我々は，腹部への鈍的外傷により胆嚢管の損傷をきた

した，比較的稀な一例を経験したので報告する．
　症例は 38 歳男性．バイクにて走行中，右側方から自
動車に衝突され横転．事情聴取中に腹痛を訴え，近医に
救急搬送，血圧 70 mmHg とショック状態となってお
り，精査加療目的に当院に転送された．精査の結果，肝
床部 S4 ～ 5 に II 度肝損傷及び少量の腹腔内出血を認め
た．腹膜刺激症状はなく，血液検査上も軽度の肝機能異
常を認めるのみであったため，保存的に経過観察する方
針となった．しかし，入院後 3日目の血液検査にて，改
善傾向にあった肝胆道系酵素の再上昇を認めるととも
に，血圧・貧血の悪化はないにもかかわらず，CT上，
急激な腹水の増加をきたした．総胆管の損傷を疑い，
ERCPを施行したところ，三管合流部付近の胆嚢管より
造影剤の流出を認めた．以上より，交通外傷による胆嚢
管損傷の診断にて，同日緊急手術を施行した．開腹した
ところ，三管合流部付近の胆嚢管が裂け，胆汁が腹腔内
に漏れ出すとともに，胆嚢動脈も断裂し，それに伴い，
胆嚢は壊死していた．胆嚢管修復術・胆摘・肝床縫合術
を施行し手術を終えた，術後経過は良好にて．術後 12
日目に退院した．
　腹部外傷において，肝床部から遊離面の多い胆嚢の場
合，胆嚢管損傷も考憲に入れる必要があると思われた．

11． Tissue Linkモノポーラによる胸膜焼灼術
の臨床経験

第一外科学教室
片岡　大輔，門倉　光隆，山 本 　滋 
川田　忠典，手取屋岳失

第二病理学教室
矢持　淑子，太田　秀一

病院病理科
九島　巳樹

　気腫性肺嚢胞（ブラ）に対する外科的治療法として，
肺部分切除や結紮術，レーザー焼灼術などが行われてい
る．一般的には自動縫合器（ステープラ）による肺部分
切除術が行われているが，ブラが肺門部の近傍にある場
合やブラによって充分な視野が得られない場合にはその
対策に苦慮することがある．今回Tissue Link モノポー
ラによる胸膜焼灼術により良好な結果を得たので報告す
る．Tissue Link モノポーラは生理食塩水を介して高周
波エネルギーを軟部組織に伝達し，極端な組織の温度上
昇を防ぐことにより組織を炭化することなく収縮するこ
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とが可能な高周波発生装置である．生理食塩水を介して
胸膜を焼灼するためハンドピースが直接胸膜に接触しな
いため，胸膜損傷の可能性が低く，術後のエアーリーク
防止に有効である．また，肺門部などステープラによる
切除が困難な場合にも使用可能であり，ブラに対する外
科的治療として有用である．

12． 胆嚢原発神経内分泌細胞癌の一例

卒後臨床研修センター
吉 澤 　城，金子真由美

第二外科学教室
安田　大輔，青木　武士，大平　正典 
草野　智一，古泉　友丈，榎並　延太 
高 　順 一，村井　紀元，新 谷 　隆 
清水　喜徳，草野　満夫

第二内科学教室
平山　雄一，馬場　俊之，井廻　道夫

第一病理学教室
榎澤　哲司

病院病理科
九島　巳樹

　胆嚢原発神経内分泌細胞癌は文献報告例が 54 例と非
常に稀な疾患であり，またその臨床的悪性度は高く極め
て予後不良である．術前胆嚢癌と診断し，術後病理組織
学的検索にて胆嚢原発神経内分泌細胞癌と診断された 1
例を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告す
る．
　症例：64 歳男性．2004 年 11 月心窩部痛を主訴に近医
を受診．腹部超音波検査にて胆嚢腫瘍を指摘され当院消
化器内科を紹介された．腹部超音波検査，腹部CT検査
にて胆嚢底部に径 20 mm大の隆起性病変を認め胆嚢癌
と診断，手術目的にて 2005 年 1 月当科紹介となった．
術前MRCP 検査，ERCP 検査では胆嚢底部の隆起性病
変と胆石を認め，ERCP 検査時の胆汁細胞診は class I
であった．CTA，CTAP にて胆嚢底部に造影される不
正な壁肥厚像と肝 S4 への直接浸潤が疑われる腫瘤性病
変を認めた．以上の画像診断より胆嚢癌，肝浸潤と診断
し 2005 年 1 月 26 日に胆嚢摘出術（全層切除），肝床部
分切除術，胆管空腸吻合術を施行した．術中所見では腫
瘍は胆嚢底部に硬結して触れ，肝臓への直接浸潤が疑わ
れた．また下部胆管周囲リンパ節の腫脹も認められ，
12b リンパ節は術中迅速病理組織診にて転移と診断され

た．さらに胆嚢頸部には腹膜播種と思われる自色結節も
認められた．病理組織所見では，腺癌と内分泌細胞が混
在する内分泌細胞癌であり，腫瘍は肝床部を越え肝実質
に直接浸潤していた．免疫染色では CGA，NSE，
Synaptophisin，AE1/3 が陽性であり，神経内分泌細胞
癌として矛盾はなかった．術後，gemcitabine による化
学療法 4クール施行したが腫瘍マーカーの低下はみられ
ず，リンパ節も増大していったため，UFTの経口投与
も併用したが，奏効せず術後 8ヶ月で肺炎，胆管炎を併
発し死亡した．

13． 潰瘍性大腸炎との鑑別が困難であったア
メーバ赤痢の一例

第二内科学教室
久保田祐太郎，竹内　義明，池上　覚俊 
井口　桃子，廣石　和正，井廻　道夫

　症例は 25 歳男性．主訴は腹痛，下痢，血便．家族歴，
既往歴に特記事項はない．平成 17 年 3 月中旬より下腹
部痛，下痢が出現．3月下旬になり血便も認めたため 4

治療前

治療後
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月 11 日に当科初診となる．下部消化管内視鏡検査（以
下 CF）を行ったところ，全大腸にびまん性に多発する
びらんを伴った易出血性の細顆粒状粘膜を認め，潰瘍性
大腸炎（以下UC）が疑われた．病理組織学的にも炎症
細胞浸潤や陰窩膿瘍の形成などUCに矛盾しない結果で
あった．このためメサラジン 2.25 g/ 日を開始したが奏
功せず，38 度台の高熱が続いたため 5月 6 目に精査加
療目的で入院となる．入院時のCFでは粘膜所見が増悪
していたが直腸に一部正常粘膜が介在しており，初発の
UCとしては非典型的と考えられた．便培養では有意な
原因菌は検出されなかったものの感染性腸炎も否定でき
ず，絶食とし抗生剤の追加投与を行うも症状，CF所見
いずれも改善は認めなかった．そこでアメーバ赤痢を疑
い 5月 19 日に糞便検査を行ったところ，赤痢アメーバ
の栄養型，嚢子を認め確定診断に至った．メトロニダ
ゾール 1,500 mg/ 日を開始したところ自・他覚症状は改
善し，以後経過は良好であった．アメーバ赤痢の内視鏡
所見はたこいぼ様と称される隆起性びらんが典型的であ
るが，本症例の様にびまん性の所見を呈しUCとの鑑別
に苦慮する例も認められる．本症例の経験を基に両者の
鑑別について文献的考察を加え報告する．

14． 自己免疫性肝疾患における肝浸潤制御性
T細胞の検討

第二内科学教室
坂 木 　理，馬場　俊之，平出　綾子 
土肥　弘義，広石　和正，井廻　道夫

病院病理科
九島　巳樹

　【目的】制御性 T細胞（Treg）は，末梢 CD4＋ヘル
パーT細胞の約5～ 10%を占めるT細胞亜集団であり，
末梢の自己反応性免疫細胞の活性を制御するだけではな
く免疫反応一般を負に制御すると考えられている．自己
免疫性肝疾患の発症や病態にも，Treg の関与が考えら
れている．事実，末梢血での解析で自己免疫性肝炎，原
発性胆汁性肝硬変でのTreg の frequency は健常者と比
較し少ないとの報告があり，肝炎の成立に関与している
ことが示唆されている．末梢血での検討と比較して肝内
に浸潤しているTreg の検討は未だ少なく，実際の肝内
動態は不明である．我々は，Treg の転写因子である
Foxp3 をマーカーとし肝生検で得られた組織の免疫染色
を行い，肝内に存在するTreg の浸潤程度と病態との関

Percentage of positive cells

Disease Mean SD P

CD4 PBC

AIH

CH-C
Control

48.308

36.492

44.667
41.049

±11.145

±10.152

± 9.501
±10.912

〉p＝0.0028＊

〉p＝0.0271＊

Foxp3 PBC

AIH

CH-C
Control

7.772

5.296

8.121
1.137

± 3.577

± 2.757

± 4.014
± 1.110

〉p＝0.0297＊

〉p＝0.0250＊

p＜0.0001†

CD8 PBC

AHI

CH-C
Control

33.390

30.578

30.739
32.031

± 8.114

±10.774

± 5.394
± 7.114

〉p＝0.4011

〉p＝0.9595

†Compared with AIH and PBD and CH-C．
＊p＜0.05

Total CD4, CD8, or Foxp3 positive cells ×100total mononuclear cells



第 53 回　昭和医学会総会

419

連を検討した．
　【方法】パラフィン包埋した肝組織（自己免疫性肝炎；
AIH 18 例，原発性胆汁性肝硬変；PBC 16 例，C型慢性
肝炎；CH-C 14 例，コントロール 14 例）を抗 Foxp3，
抗 CD4，抗 CD8 抗体で免疫組織染色し，それぞれの陽
性細胞数を顕微鏡下でカウントし，肝浸潤単核球との割
合を算出した．基礎的な肝疾患を持たない転移性肝癌患
者の非腫瘍部をコントロー ルとして用いた．
　【結果】AIH と PBC〔5.296±2.757 VS. 7.772±3.577，
p＝0.0297〕，AIHと CH-C〔5.296±2.757（AIH）VS. 8.121
±4.014（PBC），p＝0.0250〕の比較でAIH 肝組織内の
Treg の浸潤が有意に少なかった．一方 PBC 例では
Treg の浸潤に CH-C と有意差は認められなかった．
　【結論】AIH において，肝浸潤Treg の減少と肝病態
との関連が示唆され，さらなるAIH の病態解明に重要
であると考えられた．

15． 当科と地域リハビリテーション活動
―第 2報：品川区「リハ専門チーム」を通じて―

リハビリテーション医学診療科
川手　信行，小 野 　玄，吉岡　尚美 
豊 島 　修，依田　光正，水間　正澄

　昨年，平成元年より 18 年間の当科の地域リハビリ
テーション（以下，リハと略す）活動について報告し，
地域リハ懇談会・近隣 3区（品川区・大田区・目黒区）
との連携・区南部地域リハ支援センター協力施設・品川
区高齢福祉課との協力事業などについて報告した．今
回，特に品川区高齢福祉課と共同で行っている「リハ専
門チーム」を取り上げ，その活動について報告するとと
もに，今後の地域リハ活動について考察する．
　2001 年 7 月：「品川区における高齢者リハ再構築にむ
けて」の検討会が開催され，当時から当科に協力申請が
あり，2003 年 3 月に高齢者リハの再構築の具体的方策
が提案され，当科と品川区高齢福祉課が協力し，「リハ
専門チーム」が発足した．品川区独自の介護予防対策の
「身近でリハ」や「筋力増強トレーニング」事業等を立
ち上げ，利用者の体力向上・介護予防に効果を上げてき
てきた．「リハ専門チーム」の機能としては，個別リハ
計画作成への援助，「身近でリハビリ」や「筋トレ」事
業などの新規事業プログラム作成支援と評価，介護予防
事業・区特別給付事業などへの運営アドバイス，デイケ
ア及びデイサービスセンターへの巡回支援・相談などの

リハサービスヘの支援とケア人材（ケアマネジャーな
ど）への支援の二つの機能がある．当科は，リハの専門
的な立場での事業評価や人材教育にあたっている．
　本年 4月からの改正介護保険の施行によって，介護予
防事業が開始されたが，品川区では，これまで行ってき
た「身近でリハビリ」や「筋トレ」事業などの特別給付
事業を発展させ，介護予防事業として新たに「身近でト
レーニング」「マシンでトレーニング」「予防ミニデイ」
などを立ち上げた．「リハ専門チーム」では，これらの
事業の効果の評価を行いより的確で，品川区独自の介護
予防事業の開発・展開に積極的に関わっていきたいと考
えている．

16． 当科における脊椎 instrumentatiohの検討

藤が丘病院整形外科
塩原　恭介，神崎　浩二，斉 藤 　元 
小俣　貴弘，立 野 　慶，小 林 　奏 
杉崎　慶三，石田　将也，落合　淳一 
石原　洋平，大下　優介，綾部　真一 
中島　貴之

　【はじめに】脊椎手術において，instrument の使用に
より術後強固な固定が得られ，良好なアライメント保持
と早期離床が可能となり良好な成績を上げている．今回
当科で施行された脊椎 instrumentation 手術について報
告する．
　【対象および結果】1975 年 4 月から 2006 年 8 月まで
に当科で施行された脊椎手術 2157 例中 instrument を使
用した手術は 624 例であった．男性 329 例女性 295 例，
手術時年齢は 8～ 82 歳で平均 45.2 歳であった．手術部
位は頸椎 156 例，胸椎 40 例，胸腰椎移行部 32 例，腰椎
369 例であった．部位別の主な疾患は頸椎では変性疾患
94 例，外傷 34 例，その他 28 例，胸椎では腫瘍 20 例，
外傷 16 例，その他 4例，胸腰椎移行部は外傷 22 例，そ
の他 10 例，腰椎は変性疾患 302 例，外傷 36 例，その他
31 例であった．使用 instrument は頸椎では前方 plate
固定が 106 例あり，移植骨は遊離腓骨が多く用いられて
いる．後方固定は hook-rod system が 33 例あり，近年
は外側塊 screw system を使用している．胸椎以下の前
方固定に対しては，kaneda device が多く使用されてい
る． 胸 椎 以 下 の 後 方 instrument で は，90 年 代 に
ISOLA，Steffee system を導入することにより大きく進
歩し，良好な成績が安定して得られるようになった．00
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年より病態により機種を変えてその instrument の特徴
が最大限発揮できるように工夫している．00 年からは
平均 40 ～ 50 例 / 年の脊椎 instrumrntation 手術を行っ
ている．合併症は感染が 10 例（1.7%）に発生した．う
ち 9例がMRSA感染で全例抜釘を行って沈静化し得た．
　【まとめ】当科 1975 年 4 月から 2006 年 8 月までで施
行した脊椎 instrument 手術 624 例について報告した．

17． 早期治療が有効であったインフルエンザ
ウイルス感染続発侵襲性肺アスペルギル
ス症の 2例

第一内科学教室
大 西 　司，安藤　浩一，楠本壮二郎 
杉山　智英，保坂　隆道，石田　博雄 
白井　崇生，中嶌　賢尚，山岡　利光 
奥田健太郎，廣 瀬 　敬，堀地　直也 
足 立 　満

　侵襲性肺アスペルギルス症（IPA）は易感染者に発症
する予後不良な疾患だが，健常者においてもインフルエ
ンザウイルス感染症に続発した報告が，自験例を含めて
18 例あるが，救命できた症例は 5例であり，敏速な対
応を必要とする疾患であると考え報告する．初回は 76

Case No．Age/Sex Under lyjng disease Smoking type of 
influenza

prior 
admition

Tubercul 
in test

Lymphocyte 
counts（/μl）Radiological fiding

Method of 
IPA 
diagnosis

Therapy 
for IPA

Outcome（from 
admission）

Reference 
number

 1（1952） 51（F） （－） （＋） NM 3weeks NM 270 extensive opacity, 
thinwalled

Autopsy （－） Died（16days） Abbott（1）

 2（1979） 59（F） （－） （＋） A 10days （－） 950 alveolar infiltrates Sputum, 
Biopsy, 
Autopsy

（－） Died（14days） Fishser（2）

 3（1979） 47（F） （－） （＋） A 14days （－） 675 basilar infltrates Sputum, 
Autopsy

（－） Died（14days） Fishser（2）

 4（1980） 14（F） （－） （－） NM
（Parainfluenza）

13days NM 663 extensive confluent 
nodular

Autopsy （－） Died（10days） Jariwalla（3）

 5（1982） 69（F） （－） NM A 9days NM 1300 extensive parchy 
shadows

TA, Autopsy AMPH/
5-FC/EN

Survived McLeod（4）

 6（1983） 42（M） DM, HT NM A 14days NM 850 consolidations， 
minimal shadows

BW, Autopsy AMPH Died Horn（5）

 7（1985） 72（M） （－） NM A NM NM 602 NM BA, Autopsy AMPH Died Urban（6）
 8（1985） 28（F） alcholism （＋） A 7days （－） 1520 consolidations， 

cavities
Sputum, 
Biopsy

AMPH Died（16days） Lewis（7）

 9（1991） 61（M） （－） （＋） A 10days （－） NM widespred patchy 
consolidaions

TA, Autopsy AMPH Survived Havenden（8）

10（1992） 49（M） （－） （＋） A 10days （－） 2499 increased 
shadows， nodules， 
cavities

Sputum, 
BAL, 
Serology

AMPH/
5-FC

Died（10days） Kobayashi（9）

11（1996） 58（M） （－） NM A NM NM NM NM TA AMPH Died Alba（10）
12（1998） 75（F） （－） （＋） A 11days （－） 2325 infiltates， 

consolidations， 
cavities

Sputum, 
TBLB

ITCZ/
AMPH

Survived This case

13（1999） 83（F） （－） （－） A 10days NM 160 pulmonary 
infiltrates

Sputum, 
Autopsy

ITCZ/
AMPH

Died（46days） Funahiki（11）

14（1999） 89（F） pneumoconiosis NM A NM NM NM NM BA, 
Necropsy

ITCZ Died Vandenbos（12）

15（2001） 55（M） （－） （＋） A 8days NM 420 worsening of 
infiltrates

Sputum, 
Autopsy

FLCZ Died（4dasy） Matsushima（13）

16（2004） 63（F） （－） （－） B 10days （－） NM infiltates， 
consolidations， 
cavities

Sputum, 
Serology

AMPH/
ITCZ

Survived Hasejima（14）

17（2005） 56（M） IPF （＋） B 4weeks NM 186 infiltates， 
consolidations， 
nodules

TBLT, 
Autopsy

AMPH/
MCFZ/
ITCZ

Died Sugino（15）

18（2005） 73（M） （－） （＋） B 9days ND 665 infiltates， 
consolidations， 
cavities

Serology AMPH/
MCFZ/
ITCZ

Survived This case

IPA; invasive pulmonary aspergillosis, NM; not mentioned, DM; diabetes mellitus, HT; hypertension, IPF ; idiopathic pulmaonary fibrosis, ND ; not 
done, TA; tracheal aspiration, BW; bronchial washing, BA; vronchoalvelar laveage, BAL ; bronchoalveolar lavage, TBLB; transbronchial lung boipsy
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歳女性．前胸部痛，咳痰を訴え受診．肺炎を認め入院，
気管支鏡下肺生検で IPAの診断を得た．膿気胸を併発
したがAMPH-B，ITCZ の投与で改善した．Influenza 
A（CF）が 128 倍．2 例目は 72 歳男性，咳，発熱，左
胸部痛で受診，空洞を伴う浸潤陰影を認め入院．抗生剤
無効で周囲にスリガラス影を伴う空洞が対側肺にも出
現，家人の Influenza B 罹患より IPA と考え，ITCZ，
AMPH-B，MCFG を投与した．病変は拡大し，人工呼
吸管理となるも徐々に改善し，40 日後に呼吸器を離脱
した．Influenza B（CF）が 128 倍で，経過中アスペル
ギルス抗原の上昇をみた．血清学的にアスペルギルスが
証明されない場合でも，インフルエンザウイルス感染が
あり，臨床経過および画像所見より IPAが疑われる症
例においては早期に経験的治療を開始することが重要と
考える．

18． 気管支鏡検査を施行した患者の満足度調査

第一内科学教室
廣 瀬 　敬，奥田健太郎，石田　博雄 
杉山　智英，楠本壮二郎，保坂　隆道 
中嶌　賢尚，大 西 　司，堀地　直也 
足 立 　満

　【背景】気管支鏡では，重篤な合併症はまれだが，咽
頭痛，嚥下痛，血痰などの合併症がある．検査医師は，
患者の不快感を把握していないとの報告があり，患者が
検査に対してどの位満足しているかを知ることは重要で
ある．
　【目的】気管支鏡検査を受けた患者の満足度とそれに
関連する因子を検討すること．
　【対象と方法】気管支鏡は局所麻酔下に経口挿入で施
行した．気管支鏡後に，患者にアンケート調査を行い，
気管支鏡検査をもう一度受ける必要がある場合，もう一
度検査を受けるかを 5段階で（絶対受ける，たぶん受け
る，どちらともいえない，たぶん受けない，絶対受けな
い）評価してもらった．また，患者の今の健康状態，検
査前の麻酔の不快感，挿入時の苦しさ，気管支鏡検査中
の呼吸苦，咳，咽頭痛，嚥下痛，胸痛，検査についての
医師からの説明，検査医師の技術，検査医師の態度，看
護師技術，施設の全体的な印象，プライバシー，待ち時
間について質問し，3段階で評価してもらった．
　【結果】2004 年 3 月から 2005 年 5 月まで施行し，171
例中 129 例（回収率 75%）から回答が得られた．年齢

の中央値は 64 歳，男 / 女：93/36 人．患者自身の健康
状態は，とても良い以上が 27.9%，良いが 45.0%，あま
り良くない・良くないが 27.1% であった．65.9% の患者
がもう一度検査を受けても良いと答え，17.1% の患者が
検査を受けたくないと答えた．満足度と関連した因子
は，患者の健康状態，性別，麻酔の不快感，挿入時の不
快感，検査中の苦しさ，咳，咽頭痛，患者による医師の
技量の評価と関連した．多変量解析では，検査中の苦し
さと患者による医師の技量の評価と関連した．
　【結語】前処置や麻酔をより十分にし，検査中の苦痛
をより軽減することにより患者の満足度を高められる可
能性がある．

19． グルココルチコイドによる気道上皮細胞
におけるケモカイン発現抑制とその機序

第一内科学教室
松 倉 　聡，国分二三男，黒川　真嗣 
川口　未央，久賀　秀樹，家城　光志 
尾高　美保，鈴木慎太郎，渡 辺 　伸 
本間　哲也，竹内ひろ子，納富　香子 
足 立 　満

　【目的】吸入ステロイドにはウイルス感染による喘息
や COPDの増悪を制御する作用がある．その機序を解
析するため，ウイルス産物である二本鎖 RNAの気道上
皮細胞における炎症性ケモカインの発現に対する効果を
検討した．
　【方法】気道上皮細胞株にFluticasone propionate（FP）
を前処置し，poly I：C 50μg/ml を添加，24 時間後に
回収し，Real-Time PCR/ELISA を行った．転写因子の
検討を luciferase-reportcr assay にて検討した．
　【結果】FPは IP-10，RANTES，IL-8 のmRNA/protein
発現を濃度依存的に制御した．FPは，NF-kB や IRF-3
の活性は抑制しないが，RANTES promoter の活性を
部分的に抑制した．
　【考察】吸入ステロイドの抑制作用は，標的遺伝子の
promoter 構造に特異的な幾序を介している可能性が示
唆された．
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20． 前立腺癌の内分泌治療における有効性の
検討

泌尿器科学教室
首藤　直樹，森 田 　順，永田　将一 
鈴木　康太，森 田 　将，深貝　隆志 
吉田　英機

　【目的】これまで姑息的治療と考えられていた前立腺
癌の内分泌治療は，近年急激に増加してきた早期前立腺
癌に対して非常に長期間有効である症例が存在すること
が知られてきている．今回我々は内分泌治療施行患者の
予後について詳細な調査を行った．
　【対象と方法】当院で過去 17 年間に前立腺癌に対し初
回治療として内分泌治療を施行した患者 521 名の生存期
間，非再燃期間を調査した．また予後因子として知られ
ている PSA，臨床病期，Gleason Score の視点からも生
存期間，非再燃期間を調査した．
　【結果】内分泌治療施行患者の 5年生存率，癌特異生
存率は 68.9%，83.9%，10 年生存率，癌特異生存率は
53.8%，71.9%，5 年非再燃率は 59.9%，10 年非再燃率は
42.0% であった．PSA，臨床病期，Gleason Score 別に
も生存率，非再燃率を計測しそれらの結果をまとめ，
データテーブルを作成し治療前に患者に情報を提供でき
るようにした．
　【結論】局所限局性前立腺癌に対する内分泌治療は転
移を認める前立腺癌よりはるかに長期間制癌可能である
ことが示され，今後これらの情報を適切に患者に知らせ
る必要があると考えられる．また，PSAが低値であっ
ても予後不良例が存在し PSA単独での予後の予測は困
難であると思われた．

21． 急性呼吸促迫症候群に進展したが，救命
することの出来た粟粒結核の 1例

豊洲病院内科
小川　玄洋，桂　 隆 志，中西　賀子 
渡部　良雄，松尾　洋史，片岡　喜直 
松川　正明

豊洲病院放射線科
長谷川　真

　症例は 84 歳男性．他院で高血圧に対する管理を受け
ていたが，1ヶ月ほど続く全身倦怠感と食欲不振に加え
て高熱も出現したため，当科を受診し精査加療の目的で

入院となった．入院時の胸部 X線および CT写真上，
両肺野にスリガラス状陰影とびまん性粒状影を認めたこ
とから粟粒結核を含む肺感染症を念頭に置き，抗結核薬
と CPFX の投与を開始した．細菌学的検査において，
後日，喀痰，胃液および尿より結核菌検出の報告があり
粟粒結核の診断が確定した．入院第 3病日には，低酸素
血症が進行し，胸部X線写真で両側性浸潤陰影を認め，
急性呼吸促迫症候群（ARDS）に進展したものと判断し
た．直ちに気管内挿管を行い人工呼吸器を装着するとと
もに副腎皮質ステロイド薬の投与を開始した．治療は奏
功し，挿管後 6日で抜管しえた．その後の経過も順調で
十分なリハビリテーションの後，在院日数 83 日で退院
した．
　粟粒結核の DIC や ARDS 進展例では死亡率 70 ～
80% と極めて予後不良とする報告が多い．ARDS 進展
例に於いては，その多くはARDS に対する治療によっ
てまず救命をはかり，その後抗結核薬の投与を開始して
おり，奏功したとする報告は少ない．本症例で救命する
ことが出来た一因に，診断と治療を早期に行えたことが
考えられる．
　高齢者が原因不明の高熱を来した揚合には，粟粒結核
も念頭においた鑑別診断が重要で，時機を逸せず抗結核
療法を行うことが肝要である．

22． 当教室における平成 17年度の外来患者統
計と入院患者統計

整形外科学教室
前 田 　悠，鈴木　邦彦，村島　一平 
久保　和俊，山村　拓也，阪本　桂造 
宮岡　英世

　【目的】当整形外科における外来および入院患者総数，
性別，疾患について調査し，近年の整形外科的疾患の推
移を考察した．
　【方法】平成 17 年度の外来新患者と入院患者数につい
ての総数，性別・年齢別比較，疾患別内訳・割合を調
べ，また過去 22 年間のそれぞれの統計と比較検討した．
　【結果】まず外来新患者のうち性・年齢別では総数に
おいて差はないものの，50 歳未満では男性が多く，50
歳以上では女性が多いという傾向がみられた．疾患別で
は外傷が多く，なかでも骨折が一番多くを占めていた．
入院患者については 50 歳未満では男性が多く．50 歳以
上では逆に女性が多いという傾向があった．疾患別では
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外傷が多く，なかでも骨折が大部分を占めていた．ま
た，変形性股関節疾患も多くみられた．
　【結語】今回統計学的調査で高度先進医療機関である

ため難症例や重症例を扱う機会が多い事，当院の診療シ
ステム上の完全予約制度の問題があることなどが考えら
れた．


