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本書は, 旧「琉球大学医学部研究概要」の名称を変更したものである。

なお, 研究業績の原著, 総説, 著書の欄外に示した業績の評価ランク(A, B, C) は, 以下の評価基準を
もとに各分野等における自己評価の結果を記したものである。

A:

国際的な一流誌に掲載された論文や，版を重ね定評のある教科書の章など。また，権威のある受賞の
対象となった業績や一流のレビュー誌に引用されたり，学会の特別講演に招請された業績など。

B:

国際的な一流誌に掲載されたものではないが，レフリー制度の確立した内外の雑誌に掲載
された論文や，学会誌や評価の確立した雑誌から依頼を受けて執筆した総説など。

C:

業績として評価は高くないが，公刊，発表されたもの。レフリー制のない雑誌に掲載され
た原著論文や，一般の商業誌から依頼を受けて執筆した総説など。
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人体解剖学講座
A. 研究課題の概要
1. 頭蓋形態小変異とＣＴ画像 （石田 肇）
頭蓋形態の3次元ＣＴ画像を構築し，
人類学領域でもこ
のような画像を使って，頭蓋形態小変異を明らかに出来
ることを証明した。
2. 日本列島の南と北の人類学 （石田 肇）
日本における古代人骨集団の脊椎関節症性変化を調査
した。海獣狩猟・漁撈に特化した生業をもつオホーツク
文化集団は，船の上の活動などが腰椎の関節症性変化発
症に関与したものと思われる。久米島近世集団は，男女
とも腰椎の関節症の頻度が高く，とくに椎体前縁部に関
節症を多く認め，前かがみになるような農作業などの習
慣的労働があったことを示した。オホーツク文化集団の
寿命を調査した。その結果，50歳以上の長生きの個体も
30％程度を占め，これまでのようにすべての個体が早く
亡くなるわけではないことが示された。
沖縄の縄文時代人の特徴をまとめた。それによると，
沖縄の縄文時代人は，本土の縄文時代人と違うところは
ほとんどなく，やはり，縄文文化を持つ人々として同じ
形質を持っている。ただ，沖縄の縄文時代人は，目と目
の間が平たいという特徴が見つかり，これは近世にも繋
がる形質のようである。
成人男性の平均身長が約153㎝と，
低身長で，全国的に見ても157cmと身長が低いが，南低北
高の傾向がはっきりみえた。
現代人のY染色体の遺伝子を比較すると，
アイヌ民族19
人の持つ10つのタイプのうち，
2つが沖縄本島と宮古島の
人と同じであった。これは，琉球人とアイヌ民族との強
い類似を示すものと思われる。
古代ＤＮＡ分析として，耳垢遺伝子ABCC11の単一塩基
多型分析を行った。乾型対立遺伝子の頻度は，北海道縄
文，続縄文，アイヌ集団，オホーツク文化人の順に高く
なることが明らかとなった。この結果は，縄文時代より
後に，乾型対立遺伝子を高頻度にもつオホーツク文化人
から北海道へ遺伝子が緩やかに流れたこと，または，遺
伝的浮動により北海道集団において遺伝子頻度が変動し
たことを示唆する。これらの研究は，アイヌ集団は形質
的に北海道の縄文時代人の末裔であるものの，縄文時代
の後の過程でオホーツク文化人集団がアイヌ民族の成立
に深く関っていることを示した。また，沖縄の人々は，
独特な形質を持ち，琉球―アイヌ同系説がほぼ確定でき
たと考える。
3. 減数分裂と連動していない卵成熟（卵受精能獲得）
の研究（泉水 奏）
卵の減数分裂のことが成熟分裂と呼ばれるように，こ
れまで卵の受精能獲得，即ち卵成熟は受精が引き起こさ
4

れる減数分裂段階に達することと関連して研究が進めら
れてきた。またホヤの未受精卵は輸卵管内，また海水中
に放卵された後も第一減数分裂中期であり媒精すると受
精発生することから，輸卵管内の卵も受精可能であると
考えられていた。しかし，我々の研究からホヤ輸卵管内
の pH は低くこの環境下では卵は受精困難であり，pH の
高い海水中に放出されることにより受精可能な状態へと
不可逆的に変化しており，このことから減数分裂と連動
していない卵の成熟機構が存在することが明らかとなっ
た。この間，海水中の高い pH に曝された卵が受精可能に
なるときの生理学的形態学的変化を調べている。ホヤで
は効率的に受精が引き起こされるように卵から精子誘引
物質が放出されると報告されている。
卵が pH の輸卵管内
から pH の高い海水中にでることでこの精子誘因物質の
放出が始まるか否かを確かめるため，輸卵管から取り出
された卵を輸卵管内と同じ低い pH の海水中に置いた場
合，正常な pH の海水中に置いた場合とで，それぞれの海
水中の精子誘因活性が異なるかを画像解析ソフトにより
定量的に解析した。その結果，輸卵管と同じ低い pH の海
水の場合は誘引活性を示さず，
正常な pH の海水の場合は
誘引活性を示した。したがって，卵は pH の高い海水中に
出されることにより精子誘引物質の放出が始まると考え
られた。またこの時の卵の形態変化を調べたところ，輸
卵管中ではヘマトキシリンに染まる顆粒集合体が卵細胞
質に点在しており，海水中に出されると，この顆粒集合
体は急速に消失する。
しかし輸卵管内と同じ低 pH 条件下
に置かれた卵では顆粒集合体の消失は見られない。した
がってこの現象も，
海水中に出され高い pH に曝されるこ
とにより引き起こされると考えられた。この形態変化と
受精能獲得との関連を調べることが今後の課題である。
4. ヒトの体毛分布差異に関連する遺伝子の探索（佐藤
丈寛）
人類学研究においては古くから，耳垢の乾湿，耳たぶ
や瞼の形状，血液型，指紋・手掌紋等の形質が注目され，
様々な観点から議論が重ねられてきた。このような生理
形質や軟部組織形態形質は骨から表現型が判断できない
ために，古代人がどのような表現型をもっていたかにつ
いては現代人のデータから間接的に憶測されるだけであ
った。しかし，近年発展してきた古代 DNA 分析技術を応
用すれば古代人の表現型の直接推定も可能となってきて
いる。特に次世代シークエンサーの登場が古代 DNA 分析
に与える影響は絶大で，古代人の全ゲノム配列の大部分
を決定した研究例も報告されており，ゲノム情報に基づ
く古代人の姿の詳細な復元が現実のものになりつつある。
このような研究の発展には形質の関連遺伝子多型が同定
されていることが不可欠であるが，現在のところ疾患で
はない多くの正常形質について関連遺伝子多型は解明さ
れていない。
骨形態からは推定できない形質のうち集団間に顕著な
差がみられるものの一つが「体毛の分布」である。北東
アジア人は他の地域の集団に比べて体毛が少ない。
また，

Express BeadChip（イルミナ）を用いて約 70 万個の単一
塩基多型（SNP）の遺伝子型を決定し，国際 HapMap 計画
の東アジア人（JPT+CHB）のデータを参照パネルとして遺
伝子型のインピューテーションを行った。約 200 万個の
SNPs を用いて体毛の多さと遺伝子型の関連解析を行っ
たところ，14 番染色体の SYT16 遺伝子近傍にある SNP
（rs4902119）や 8 番染色体の CSMD1 遺伝子上の SNP
（rs2616991）
等が体毛の多さに関連することを示唆する
結果が得られた。これらの遺伝子は表皮等の外肺葉由来
組織の発達に関与することが示唆されており，体毛分布
関連遺伝子の有力な候補となり得る。今後，検体数を増
やして再現性を確認することで統計学的な有意性をもっ
て体毛分布とこれらの遺伝子との関連を証明できるはず
である。

日本列島においては本土の人々に比べ，アイヌや沖縄の
人々は体毛が多い人の割合が高い。これらに関連して，
昔から多くの推論がなされてきた。例えば，北東アジア
における体毛の減少は寒冷地適応の一種で，鼻下や口周
りの髭が多いと自身の呼気に含まれる水分が凍結し，凍
傷を引き起こすためであるとの推測や，縄文人は体毛が
多く，本土日本人は渡来系弥生人の影響で体毛が少なく
なったとの推測である。しかし，実際に体毛の分布に何
らかの選択圧が作用したかは明らかにされておらず，日
本列島の古代人における体毛の分布についての科学的な
知見もほとんど無い。
本研究では，ゲノムワイド関連解析（GWAS）によりヒ
トの体毛の多さに関連する遺伝子を同定することを目
的とした。約 300 人の日本人男性について，体の各部位
の体毛の多さを 5 段階に分類した。また，HumanOmni
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PD11013: Nonaka K, Xu X, Nakagawa Y, Kondo O, Ishida H, Akazawa T, Li Q.H. The reappearance experiment
to analyze the skull's fossil deformation process. Anthropol Sci, 119:306, 2011.
PD11014: Ogihara N, Kikuchi T, Morita Y, Suzuki H, Michikawa T, Moriguchi M, Kondo O, Kubo D, Ishida
H, Fukase H, Akazawa T. Restoration of fossil crania using reference database. Anthropol Sci
2011:119:308.
PD11015: Sato T, Yamaguchi K, Kawaguchi A, Ishida H, Kimura R. Statistical evaluation of differences
in distribution patterns of androgenic hairs between mainland Japanese and Ryukyu Islanders.
Anthropol Sci 2011:119:313.
PD11016: Yamaguchi K, Miyazato E, Kawaguchi A, Ishida H, Aoki K, Kimura R. Variation in skin pigmentation
of Japanese in Okinawa and its genetic component. Anthropol Sci 2011:119:326.
PD11017: 泉水 奏，柴 小菊，馬場昭次，稲葉一男，吉田 学: カタユウレイボヤ卵に於ける細胞外 pH 上昇に
よる精子誘因物質の放出. 日本動物学会第 82 回旭川大会, 大雪クリスタルホール, 2011.9.21-23.
PD11018: 大倉信彦，泉水 奏，高山千利: 海水中に取り出されたホヤ Phallusia nigra 卵の形態変化. 日本動
物学会第 82 回旭川大会, 大雪クリスタルホール, 2011.9.21-23.
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が博士(医学)を取得した。

分子解剖学講座

3. 脊髄発生過程における Tau タンパクのリン酸化（仲
宗根，山本秀幸教授=生化学講座，高山）
Tau は微小管関連タンパク質（MAPｓ）の一種で，微小
管の構成要素であるチュブリンの重合・安定化に寄与し
ている。Tau は様々なキナーゼの作用でリン酸化され，
軸索，樹状突起の形態や，軸索輸送に変化をもたらすこ
とが知られている。我々は，数あるキナーゼの中で，中
枢神経系の発生・可塑性に強く関与するカルシウム・カ
ルモジュリン・キナーゼⅡに注目し，特異的にリン酸化
される 416 リン酸化 Tau 特異抗体を使って免疫組織化学
的手法によりリン酸化を解析した。その結果，リン酸化
は全て中枢神経系内で起こり，前角から後角にリン酸化
領域が移動し，生後は主として後角のみでリン酸化が行
われていた。この結果をもとに修士論文を作成し，仲宗
根綾乃が修士（医科学）を取得した。

A. 研究課題の概要
1. GABA シグナルの発達変化（高山千利，小坂祥範，金
武秀道，上間一樹）
GABA は成熟動物においては抑制性神経伝達物質とし
て興奮性伝達を制御する働きがあるが，発達期には逆に
興奮性に作用し，神経系の発生・発達に関与すると考え
られている。
脳の様々な領域での GABA シグナルの発達変
化を解析することにより，GABA という機能分子を通して
神経系の発生機構を解明したいと考えている。解析の結
果，部位により多少の差はあるものの，いずれの部位で
も2-3 日間GABA は興奮性に作用し形態形成に関与すると
考えられた（高山，小坂，金武）
。
感覚入力と可塑的変化のモデルとしてよく用いられる
脳幹三叉神経核を材料として，
三叉神経核の形成と，
GABA
シグナル関連分子の発現・局在の発達変化を解析した。
この研究結果は現在，英文雑誌投稿に向けて論文作成中
である。
（金武，高山）
原始的な形態を維持する脊髄を用いて GABA シグナル
の形成過程を解析した。本年度は新たに，GABA ニューロ
ンが 4 つのグループに分類され特徴的な発達・成熟過程
をとることをあきらかにした。現在，英文雑誌への投稿
目前である（小坂，上間，高山）
。また，出生日にはまだ
未成熟である GABA シグナルの生後発生過程を解析した。
その結果，
生後 3 週頃に GABA シグナルが完成することを
明らかにした。この結果をもとに修士論文を作成し，上
間一樹が修士（医科学）を取得した。

4. 脊髄損傷後の GABA シグナルの変化（Kim，高山）
下部胸髄のレベルでマウス脊髄を完全横断し，腰髄レ
ベルでの GABA シグナルの変化を解析した。その結果，
GABA 受容体の足場タンパク質 gepyrin，GABA の合成酵素
である GAD の増加を認めた。現在，再現性を検討中であ
る。
5. GABA シグナルに関与する分子をノックアウトしたマ
ウスの解析（砂川，Kim，高山）
GABA の形態形成への関与を明らかにする目的で，GABA
シグナルに関与する分子の1 つであるKCC2 のノックアウ
トマウス脊髄の解析を行っている。一般染色，マーカー
による免疫染色を行っているが，今のところ異常は発見
されていない。

2. 神経系の変性・再生過程における GABA シグナルの変
化（立津政晴，高山千利）
舌下神経の切断および縫合による，神経の変性・再生
のモデルを用いて，
舌下神経核における GABA シグナルの
変化を解析した。その結果，ポストシナプスである舌下
神経核ニューロンにおいて，4 つの大きな変化が観察さ
れた。
(1)コリンアセチルトランスフェラーゼの発現が消
失することより，伝達物質であるアセチルコリンの合成
が停止することが明らかになった。(2)GABA 受容体・グ
リシン受容体の足場タンパク質 gephyrin が細胞体に広
く局在するように変化することから，受容体タンパク質
が細胞体全体に拡散分布することが明らかになった。
(3)GABA の抑制性作用を決定するKCC2 の発現が20％程度
に減少することから，GABA が興奮性に作用することが明
らかになった。
(4)シナプス間隙が不規則に拡大していた
ことから，シナプスが乖離することが明らかになった。
以上の事から，軸索切断が契機となって，舌下神経核ニ
ューロンにおける GABA シグナルが幼弱期に逆戻りし，
そ
の結果，軸索の再伸長が促進されることが明らかになっ
た。この研究は，Brain Research に受理され，立津政晴

6. 受精しない異形精子の機能に関する研究（大倉信彦）
一般に動物の精子は生まれる子供の数よりもはるかに
多く造られるので，精子には，卵と受精する極少数の精
子と，受精しないその他大勢の精子とが存在する。体内
受精種におけるその他大勢の精子は，単なる過剰生産の
結果なのか，それとも何らかの役割を持つ adaptive
non-fertilizing sperm なのかで議論が分かれている。
巻き貝類の多くの種では，雄の精巣において形態の異
なる二種類の精子（二型精子と呼ばれる）
，すなわち，受
精する正形精子と受精しない異形精子とを造ることが知
られている。二型精子は雌性生殖道の中でも見分けるこ
とが可能であり，受精しない異形精子の役割を調べるた
めの様々な実験が可能である。この様な異形精子の機能
を調べることによって，受精しないその他大勢の精子の
役割の一端が明らかにできると考え研究を進めている。
雌性生殖道における二型精子の識別が特に容易な，淡
水性巻き貝カワニナを用いて，交尾後の二型精子の経時
的な動態を把握することを当面の目標とし，今年は，そ
の目標達成の準備として，個体識別標識を付けた個体の
7

飼育法と交尾を確認するための行動記録法を確立した。

態変化を透過型電子顕微鏡を使って調べている。
8．家禽精子の成熟変化(大倉信彦)

7．レプトスピラのマクロファージへの感染機構
(大倉信彦)
細菌学講座のトーマ・クラウディア博士らと共同で，
レプトスピラがマクロファージに感染した後の詳細な形

農学部畜産学科仲田研究室と共同研究で，家禽の精子
が，輸精管や雌性生殖道を通過する間に，成熟変化(運動
性や受精能獲得)をどの様に引き起こすかを調べている。

B. 研究業績
原
著
OI11001: Muslah U. Ahammad, C. Nishino, H. Tatemoto, N. Okura, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada： (A)
Maturational changes in the survivability and fertility of fowl sperm during their passage
through the male reproductive tract. Animal Reproduction Science, ume 128: 129-136, 2011.
OI11002: Muslah U. Ahammad, C. Nishino, H. Tatemoto, N. Okura, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada: (A)
Maturational changes in motility, acrosomal proteolytic activity, and penetrability of the
inner perivitelline layer of fowl sperm, during their passage through the male genital tract.
Theriogenology, 76: 1100-1109, 2011.
OI11003: Toma C, Okura N, Takayama C, Suzuki T: Characteristic features of intracellular pathogenic (A)
Leptospira in infected murine macrophages. Cellular Microbiology, 13: 1783–1792, 2011.

国際学会発表
PI11001: Shiori Kobayashi, Chitoshi Takayama and Yuzuru Ikeda: Distribution of glutamic acid
decarboxylase(GAD) immunoreactivity in oval squid brain. International ethological
conference, Indiana University, 2011.7.27.
PI11002: Tomohide Matsuo, Nobuhiko Okura, Hiroyuki Kakuda and Yasuhiro Yano: Reproduction in a
Metastriata tick, Haemaphysalis longicornis. 7th International Conference on Ticks and
Tick-borne Pathogens, Spain.Saragoza, 2011.08.29-30.

国内学会発表
PD11001: 岡部 明仁, 荒田 晶子, 清水-岡部 千草, 高山 千利, 小西 史朗, 福田 敦夫: マウス舌下神経核に
おける呼吸様リズム発火における Cl-ホメオスタシスの生後発達変化.第 34 回日本神経科学大会, パ
シフィコ横浜, 2011.9.14-17.
PD11002: 栗本 侑依, 米澤 優, 小林 和人, 穂積 直裕, 高山 千利, 福田 敦夫, 山本 清二, 吉田 祥子: 培
養小脳グリア細胞における GABA 制御にはトランスポータタンパク質が関与している. 第 34 回日本神
経科学大会, パシフィコ横浜, 2011.9.14-17.
PD11003: Jeongtae Kim, 高山千利：脊髄損傷後のマウスにおける GABA シグナルの変化 The changes in GABA
signaling after spinal cord injury. 第 34 回日本神経科学大会, パシフィコ横浜, 2011.9.14-17.
PD11004: 大倉 信彦, 泉水 奏, 高山 千利: 海水中に取り出されたホヤ Phallusia nigra 卵の形態変化. 日本
動物学会第 82 回大会, 旭川市大雪クリスタルホール, 2011.9.21-23.
PD11005: 仲宗根 綾乃, 高山 千利: 脊髄発達過程における 416 セリンリン酸化 Tau（PS416-Tau)の局在変化.
本解剖学会第 67 回九州支部学術集会, 宮崎大学, 2011.10.22.
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PD11006: 上間 一樹, 高山 千利: マウス脊髄における GABA シナプスの生後発達. 日本解剖学会第 67 回九州支
部学術集会, 宮崎大学, 2011.10.22.
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酵素である(Thromb Haemost 55:24–30，1986)。我々は，
これまでに脱線維素作用，抗血小板作用，血管内皮細胞
からの線溶活性化物質の放出作用を有するハブトビンの
cDNA をクローニングし，組換えハブトビン蛋白の作製に
成功した(Biochem Biophys ResCommun.3;362(4):899904, 2007）
。ハブトビンの蛋白構造を基盤とする新規の
抗血栓剤の開発を目的として，さらに 4 種類の組換え断
片化ハブトビン変異体：habu-mut1(アミノ酸配列 1-51),
habu-mut2(アミノ酸配列 32-106), habu-mut-3(アミノ酸
配列 92-166), habu-mut4(アミノ酸配列 152-236)を作製
し，ハブトビンの抗血栓活性の発現に必要な機能ドメイ
ンの特定を行ってきた。特に，habu-mut2(アミノ酸配列
32-106)，habu-mut-3(アミノ酸配列 92-166)の組換え断
片化ハブトビン変異体の血小板コラーゲン凝集への抑制
効果が観察された。断片化ハブトビン変異体を血小板に
暴露することで，血小板活性化状態を示す膜上タンパク
である P-セレクチンの出現抑制や GPIIb/IIIa
（インテグ
リン）の活性化抑制が明らかとなった。そこで，臨床応
用への先駆けに，ex vivo の実験で，生化学的手法や画
像解析を評価し，ハブトビンの蛋白構造を基盤とする生
体内での抗血小板剤の開発を目指している。

分子・細胞生理学講座
A. 研究課題の概要
1. 人工ペプチドを用いた疾患治療戦略（松下）
先進医療としての標的治療は，抗体医薬，ウイルスを
用いた遺伝子治療，低分子化合物，および RNA 干渉薬
(siRNA)の開発によって目覚ましい展開を示しつつあり
ます。これらは，従来医学の欠点を補う，より副作用の
少ない有望な先進医薬であることから今後の発展が一層
期待されています。しかし，標的治療研究においては最
大の難関として，目的とする細胞にのみ必要な効果を及
ぼす，という“選択的な細胞標的システムの構築”が依
然世界的に大きな課題として取り残されています。私た
ちは，
これまで 11 個のアルギニンからなるペプチドに機
能性ペプチドやタンパク質を融合することにより，目的
の分子を直接細胞内に導入し，細胞内情報伝達を制御す
る方法の開発を行ってきました。現在，私たちが長年に
渡り研究開発を行ってきた細胞侵入ペプチドを応用する
ことにより開発に成功した癌細胞選択的侵入ペプチド技
術を展開することによって，我が国発信の先進医療技術
に貢献することを目的として研究を行っています。

4. 血管平滑筋の形質変換における電位依存性カルシウ
ムチャネルの役割（砂川）
粥状動脈硬化症に見られる血管内膜肥厚や血管形成術
後に生じる血管再狭窄は血管平滑筋細胞(VSMC)の血管中
膜から内膜への遊走及び増殖が原因とされている。遊走
能及び増殖能を獲得した VSMC では収縮型から合成型へ
の形質変換が生じている。
合成型 VSMC の増殖亢進は絶え
間ない細胞周期の回転により支えられている。また細胞
周期，
特に律速段階である G1 期から S 期への移行および
細胞分裂を行う M 期では細胞外からの Ca2+流入が不可欠
であることが知られている。VSMC 内への Ca2+流入方法は
数多く存在する。しかしながら Ca2+流入量，流入経路お
よび時期の相異が細胞周期調節にどのようなインパクト
を与えるかは不明である。
細胞外からの VSMC 内への主な
2+
Ca 流入経路の一つに，電位依存性 Ca2+チャネルがある。
血管平滑筋に発現する電位依存性 Ca2+チャネルには L 型
（CaV1.2）とＴ型（CaV3.2）があり，遺伝子座，蛋白構
造，電気生理学的特性さらに薬剤感受性などに大きな相
違がある。これらの電位依存性 Ca2+チャネルでは膜電位
の変化に伴いチャネルが開口し，Ca2+流入が生じる。ま
た，Ca2+流入量の時間的空間的変化を決定するのは Ca2+
チャネルのスプライスバリアントの種類とその発現割合
であると予想される。本研究では，1) 血管平滑筋の形質
変換における電位依存性 Ca2+チャネルの役割，2) 形質変
換に伴うスプライスバリアントの発現様式の変化，
3) 各
バリアントの電気生理学的特徴およびプロテインキナー
ゼによる調節作用の有無を検証する。

2. 酸素応答機構の解明（松下）
多細胞生物は，酸素を利用したエネルギー変換と，そ
の結果生じる酸化ストレスの均衡状態により生命を維持
しています。そのため，酸素濃度の変化や，酸素適応不
全は，生物に重篤な障害を引き起こします。多細胞生物
の低酸素応答機構については，国内外で研究がなされ詳
細なの分子機構が提唱されています。鍵となる酸素セン
サー分子はPHDで，
この分子が酸素濃度依存的にHIF1αを
水酸化することにより，低酸素に適応するよう血管新生
因子などの多彩な分子の転写を調節しています。私たち
は，世界最大の｢Drosophila Transgenic RNAi Library｣
を用い，低酸素におけるハエ個体の生死を指標としたス
クリーニングを開始し，低酸素環境下でも生存する系統
を発見しています。これらの遺伝子の中には，酸素応答
の中心的役割を担う転写因子HIF1αを制御する酵素や
HIF1αシグナルとは独立して機能し，低酸素応答を制御
する遺伝子が含まれています。これらの遺伝子の機能解
析を変異ハエで行い，その結果より得られた知見をもと
に遺伝子改変マウスを作成し，新たな低酸素応答シグナ
ルの発見や虚血性疾患などの治療標的分子を明らかにす
る事を目標として研究を行っています。
3. 組換えハブトビン蛋白変異体を用いた抗血小板剤の
開発（中村）
1986 年に，Kosugi らによって発見されたハブトビン
(ハブ毒由来トロンビン様酵素)は，家兎フィブリノーゲ
ンをフィブリン様物質へ変換する Type-A トロンビン様
10

B. 研究業績
原
著
OI11001: Renault-Mihara F, Katoh H, Ikegami T, Iwanami A, Mukaino M, Yasuda A, Nori S, Mabuchi Y, Tada (A)
H, Shibata S, Saito K, Matsushita M, Kaibuchi K, Okada S, Toyama Y, Nakamura M, Okano H.
Beneficial compaction of spinal cord lesion by migrating astrocytes through glycogen synthase
kinase-3 inhibition. EMBO Molecular Medicine 2011;3:682-696.
OI11002: Kaitsuka T, Sheng-Tian L, Nakamura K, Takao K, Miyakawa T, Matsushita M. Forebrain-specific (B)
constitutively active CaMKK transgenic mice show deficits in hippocampus-dependent long-term
memory. Neurobiology of Learning and Memory 2011;96:238-247.
OI11003: Kaitsuka T, Tomizawa K, Matsushita M. Transformation of eEF1Bd into heat shock response (A)
transcription factor by alternative splicing. EMBO reports 2011;12:673-681.
OI11004: Saito K, Kondo E, Matsushita M. MicroRNA 130 Family Regulates the Hypoxia Response Signal (A)
through the P-body Protein DDX6. Nucleic Acids Research 2011;39:6086-6099.
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って誘発された再現性のある現象に対しては適用できる
が，自発興奮や不整脈のような同期していない現象を記
録することは現状では不可能であることが明らかになっ
た。

システム生理学講座
A. 研究課題の概要

2. モルモット左右聴覚皮質の周波数バンド内活動のイ
メージング（細川 浩，窪田道典，堀川順生）
ほ乳類の聴覚領には同じ特徴周波数を持ったニューロ
ンが周波数バンドという構造を形成することがよく知ら
れている。しかし，そのバンド内でどのような情報処理が
されているかは，十分に研究されていない。本研究では，
音圧を変化させたとき左右の一次聴覚野に出現する活動
を光学的計測法で可視化することにより，周波数バンド内
の情報処理を解析した。その結果，左聴覚領では，音圧が
低い場合活動が周波数バンドの腹側側に出現し，音圧が高
いと背側側に出現する傾向にあった。右聴覚領では，音圧
による周波数バンド内の出現位置の変化は，観察されず背
側に出現する傾向であった。この観察は，周波数バンド内
での左右聴覚野の情報処理を考察する上で非常に興味深
い。今後左右聴覚領の周波数バンド内の情報処理の違いを
統計的に調べていきたい。

1. 膜電位感受性色素を用いた心電活動の光学的計測に
よる心房内興奮伝播パターンの解析(酒井哲郎)
膜電位感受性色素を用いた膜電位の光学的多部位同時
測定法(multiple-site optical recording/optical
imaging method)を心臓標本に適用することにより，標本
の多数の領域から電気的活動を同時記録することが可能
となり，これをもとに興奮伝播パターンのマッピング/
イメージングをおこなうことができる。われわれはこの
測定法をラット摘出心房標本に適用し，標本内の興奮波
伝播パターンのマッピングをおこない，その解析を進め
る研究を進めている。この研究を進めるに当たり光学測
定の空間分解能を高めることは極めて重要である。そこ
で今年度は受光素子とし CCD カメラを用いて摘出心房標
本における興奮波の伝搬パターンのマッピングをおこな
った。CCD カメラは活動電位由来の光学シグナルを極め
て弱い透過光量においても検出することが出来たが，そ
の S/N 比は悪く一回の測定ではマップを作成することは
不可能であった。そのため，シグナルのオンライン加算
平均処理をおこない S/N 比を上昇させ，さらにこれにオ
フラインのデジタルフィルタ処理を加えてマップ作成可
能な品位のシグナルを得ることに成功した。得られたマ
ップを従来使用してきたフォトダイオードアレイ(PDA)
によって得られたシグナルと比較すると，伝播パターン
の全体の傾向は空間分解能の劣る PDA によって得られた
マップでも把握できていることがわかった。CCD は前述
のとおり加算平均処理を必要とすることから，刺激によ

3. 複合有用微生物抽出物（EM-X）に関する基礎医学研
究（梁 運飛）
光合成菌，乳酸菌，酵母及び真菌等の複合有用微生物
群(EM）からの抽出物（EM-X）は，強い抗酸化作用を持ち，
人と動物の T 細胞，B 細胞及び NK 細胞の数と活性を増強
し，動物モデルに於いて高血糖症を抑え，骨代謝を調節
する及び黒質と線条体のドーパミンニューロン及び網膜
神経細胞を保護する種々の生物学的な反応を修正する作
用が知られている。
我々は動物モデルを用いて EM-X に関
する基礎医学の研究を行なっている。

B. 研究業績
原
著
OD11001: 柯 彬, 梁 運飛: 抗加齢と亜健康人間ドック. 医と食,3:137-140, 2011.
OD11002: 柯 彬, 梁 運飛: 四季の食養生と薬膳. 医と食,6:297-300, 2011.

国内学会発表
PD11001: Sakai T：Optical mapping study of re-entry of the excitatory waves in the rat isolated atrium
preparation under the intracellular Ca2+ over loaded condition. J Physiol Sci 61 (Suppl.):
S204, 2011.
PD11002: Hosokawa Y, Kubota M, Horikawa J: Sound pressure sensitivities along the frequency band in
the primary auditory cortex of guinea pigs observed by optical recording. J Physiol Sci
61(Suppl.): S179, 2011.
PD11003: Kasai M, Yoshida R, Arimura T, Liang Y-F. Menthol effects on serum zinc level and
12

(B)
(B)

anxiety-related behaviors in adjuvant arthritis Lewis rats. 7th FAOPS Congress, Abstract Book
2011;396.
PD11004: Kasai M, Hososhima S, Kawano H, Kawazoe H, Hirochi T, Liang Y-F. Effects of menthol on
physiological function in goldfish. 7th FAOPS Congress, Abstract Book 2011;352.
PD11005: Ke B, Liang Y-F, Higa T. Progresses of Sub-health Checkup and Dealings in Japan. 5th World
Natural Medicine Conference, Kuala Lumpur, Abstract Book 2011;13-14, 2011.
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2. RPS19 のリン酸化によるリボソーム機能の調節とダイ
アモンド・ブラックファン貧血

生化学講座

リボソームは，4 種類の RNA と約 80 種類のリボソーム
タンパク質(RP)から形成されます。RP の中の RPS19 や
RPS24 などの変異により，ダイアモンド・ブラックファ
ン貧血が起こることが知られています。ダイアモンド・
ブラックファン貧血は，先天性に赤芽球の分化が障害さ
れた遺伝性疾患です。その 25%の症例の原因遺伝子が
RPS19 であることが知られています。さらに，ミスセン
ス変異部位とタンパク質の立体構造の解析から RPS19 の
機能に重要な領域が明らかになっています。私達は，RP
の直接のリン酸化によるリボソーム機能の調節機構を検
討してきました。その中で，RPS19 が，CaM キナーゼ Iα
により強くリン酸化されることを見いだし，リン酸化部
位を決定しました。興味深いことに，そのリン酸化部位
は，RPS19 の機能に重要な領域に存在することがわかり
ました。すなわち，RPS19 の機能が，リン酸化によって
調節されている可能性に加えて，そのリン酸化の異常が
ダイアモンド・ブラックファン貧血の病態生理に関与し
ている可能性も考えられます。そこで，赤芽球系の培養
細胞を用いて，RPS19 のリン酸化の細胞分化に対する影
響を検討しています。また，様々な培養細胞を用いて，
細胞周期に応じた核内タンパク質のリン酸化の変化につ
いても検討しています。

A. 研究課題の概要
1.視床下部神経細胞での，GnRH 受容体刺激により活性化
される細胞内情報伝達機構
視床下部には，ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)を
放出する神経細胞(GnRH ニューロン)が存在します。GnRH
ニューロンから放出される GnRH は下垂体前葉のゴナド
トロピン産生細胞に作用して，FSH と LH とよばれる二種
類のゴナドトロピンの産生と放出を促進させます。GnRH
の放出パターンの変化により，ゴナドトロピン産生細胞
からの FSH か LH のどちらかの放出が増加します。FSH と
LH の血中の濃度変化が女性の性周期を形成しますので，
GnRH の放出パターンの変化は，女性の性周期の決定に極
めて重要です。このために，GnRH ニューロンには，様々
な神経伝達物質やホルモンの受容体が存在し，GnRH の放
出パターンが制御されています。GnRH ニューロンには，
GnRH に対する自己受容体も存在します。この GnRH 受容
体は G タンパク質共役型受容体に属します。GnRH 受容体
の刺激により，細胞膜に存在する EGF(上皮増殖因子)活
性を持つ HB-EGF が細胞膜からタンパク質分解酵素によ
り切り出され，細胞外に遊離された後に，自己の持つ EGF
受容体を刺激することが知られています。私達は，GnRH
受容体刺激から HB-EGF の遊離に至る細胞内情報伝達機
構を検討してきました。その過程で，GnRH ニューロンに
は ErbB4 も存在し，EGF 受容体と ErbB4 の両方が HB-EGF
により刺激されることを見いだしました。さらに，GnRH
受容体の強い刺激により，ErbB4 が細胞膜上で限定分解
を受け，脱感作されることを見いだしました。見いだし
た反応は，GnRH の放出パターンに大きな影響を持つ可能
性が考えられます。現在，これらの分子機構を siRNA を
用いたノックダウン法や複数の酵素の過剰発現系を用い
て詳細に検討しています。また，ErbB4 の遺伝子異常は，
統合失調症のリスクファクターであることが知られてい
ます。すなわち，大脳皮質の神経細胞での ErbB4 の分解
異常が，統合失調症の病態生理に関与している可能性も
考えられ，新しい研究の発展も期待されます。

3. 肺胞細胞の EMT への MAP キナーゼ系の関与
Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT，上皮間葉
移行)は，
上皮細胞が間葉系細胞に変化する現象です。
EMT
は発生の過程において重要ですが，
肺や腎臓の線維化や，
癌細胞の浸潤との関連でも注目されています。私達は，
本学の麻酔科学講座と救急医学講座との共同研究で，肺
胞細胞の EMT の分子機構について，
肺胞 II 型細胞の培養
細胞を用いて検討しています。まず， NF-κB 系の新し
い阻害薬を見いだし，
この阻害薬を用いて NF-κB 系の関
与について検討しました。現在，EMT の指標である上皮
細胞マーカータンパク質の遺伝子発現抑制と間葉系細胞
マーカータンパク質の遺伝子発現増加の分子機構につい
ても検討しています。さらに，本細胞での EGF 受容体の
脱感作現象を見いだし，その分子機構についても検討し
ています。

B. 研究業績
原
著
OI11001: Mizutani A, Maeda N, Toku S, Higa-Nakamine S, Isohama Y, Sunakawa H, Sugahara K, Yamamoto H. (A)
Interaction of ethyl pyruvate in vitro with NF-κB subunits, RelA and p50. Eur J Pharmacol
2011;650:151-156.
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OI11002: Nishijima S, Sugaya K, Kadekawa K, Ashitomi K, Yamamoto H. Efficacy of propiverine, an (A)
anticholinergic agent, in young and old rats. Life Sci 2011;89:456-459.

国内学会発表
PD11001: 仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳 誠吉, 山本秀幸: GnRH 受容体刺激による EGF 受容体の切断反応.
日本生化学会九州支部例会プログラム講演要旨集, 50, 2011.
PD11002: 山本秀幸, 仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳 誠吉: 視床下部神経細胞での GnRH 受容体刺激による
ErbB4 の切断反応. 生化学, 83:89, 2011.
PD11003: 仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳 誠吉, 山本秀幸: GnRH 受容体刺激による EGF 受容体の活性化と切
断反応の分子機構. 第 38 回日本脳科学会抄録, 25, 2011.
PD11004: 仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳 誠吉, 山本秀幸: 神経細胞における G タンパク質共役型受容体に
よる ErbB ファミリーの制御. BMB2011(第 34 回日本分子生物学会年会)プログラム, 356, 2011.
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vivo 感 受 性 試 験 を 行 っ た 。 メ フ ロ キ ン は 標 準 量

寄生虫学・国際保健学講座

(25mg/Kg)を 3 日に分け連続投与し，Day2，3，7，14，21，
28 の 6 回にわたって経過観察を行った。また，メフロキ
ン薬剤耐性に関与すると言われる pfmdr1 遺伝子の変異
(N86Y，D1246Y)について調査した。検査を行った 887 名
中 164 名(18.5%)がマラリア原虫陽性，122 名(13.8%)が
Pf 単独感染であった。そのうちの 20 名について in vivo
試験を実施し，最後まで追跡できたのは 17 名であった。
その結果，メフロキンに対してすべて感受性であった。
また，遺伝子解析を行った 7 例中，pfmdr1 86 において N
→Y の置換が認められた 1 例を除き，すべてが野生型で
あった。今回，in vivo 試験においてメフロキンに対す
る耐性が認められなかったことは予想外であったが，こ
れまでラオス南部はメフロキンが殆んど使用されてこな
かった地域であり，このことは使用頻度と耐性との関係
を反映しているものと推測された。

A. 研究課題の概要
1. ラオスにおけるマラリアに関する研究
a)マラリア等のサーベイランス強化に関する研究
本研究は，国立国際医療研究センターの国際医療研究
開発費を用いた，ラオス国保健セクターとの共同研究で
ある。ラオスのマラリア流行地域では，マラリア患者数
や出産，死亡などのバイタルイベントについて，保健ボ
ランティアからヘルスセンター等に対するコミュニティ
ベースのサーベイランスが行われているが，そのサーベ
イランスの completeness や timeliness に問題があるこ
とが分かっている。これらの問題は、マラリアのアウト
ブレイクに迅速に対応することやマラリアの morbidity
や mortality，さらには出生数や死亡数全体を正確に把
握することを困難にしている。そこで我々は，サバナケ
ット県セポン郡の保健ボランティアを対象に，保健ボラ
ンティアのサーベイランス活動に影響している因子を解
析した。結果として，物理的アクセス(保健ボランティア
の村と報告を受けるヘルスセンターとの距離)や保健ボ
ランティアがこれまで受けたトレーニングの回数，さら
に保健ボランティアの学歴（識字）が阻害因子として特
定された。そこで我々は，物理的アクセスを解消するた
めに，保健ボランティアとヘルスセンター間に携帯電話
による情報ネットワーク網を形成し，サーベイランス強
化のための介入研究を進めている。

2.アジア・アフリカの小・中学校における寄生虫対策教
育に関する研究
本研究は，厚生労働科学研究費補助金地球規模保健課
題推進研究事業の一環として行われた多国間共同研究で
ある。開発途上国では，10 億人以上の人々がマラリアや
土壌伝播寄生虫(回虫，鉤虫，鞭虫等)に感染していると
推定されている。殺虫剤処理蚊帳や集団駆虫の導入，衛
生設備の改善等による寄生虫対策は進んでいるが，健康
教育が普及していないため，駆虫後すぐに再感染してし
まう事例や蚊帳や衛生設備が適切に使用されていない事
例が報告されている。途上国における小・中学生用の学
習教科書は，最も身近にあり，かつ信頼できる情報を提
供し得る健康教育教材として重要な役割を担うことが期
待されている。我々は，小・中学生用の学習教科書に記
載されている保健情報が寄生虫対策や健康増進のために
必要な知識や生活技術に触れているかどうか，さらに国
内外のヘルス・ポリシーや戦略に相反していないかどう
かを調べ，健康教育教材としての教科書の役割強化に寄
与する知見を導くため研究を行っている。本研究は，ア
ジア・アフリカの 9 カ国(カンボジア，ラオス，スリラン
カ，ネパール，バングラデシュ，ガーナ，ニジェール，
ベニン，
ザンビア)の小学校や中学校で使われている学習
教科書(全教科・全学年)を対象とし，対象国の保健戦略
と教科書の記載情報との乖離・相反や国連機関が推奨す
る教育項目(寄生虫感染予防に必要な知識や技術) が教
科書中に包含されているかどうかを調べている。

b)熱帯熱マラリア患者に対するメフロキン治療成績
ラオスでは薬剤耐性熱帯熱マラリアが急速に進行しつ
つあり，クロロキン，ファンシダールに対する薬剤耐性
原虫の出現状況は，周辺国と比べてそれ程変わらなくな
ってきている。一方，メフロキンに対する薬剤耐性の調
査はほとんど行われておらず，その実態は明らかではな
い。今回我々はラオス南部において熱帯熱マラリア患者
に対してメフロキン治療を行った。調査は，まず 2004
年 8 月(雨季)にカンボジアに国境を接するアタプー県ポ
ボン郡の住民を対象にマラリア集団検査を行った。熱帯
熱マラリア(Pf）患者の中から，Pf 単独感染，Prasitemia
1000/ﾏｲｸﾛ l 以上，臨床症状軽微または無し，抗マラリア
薬服用無しという基準で対象者を選択し，28 日間の in

B. 研究業績
著
書
OI11001: Toma H, Hatabu T, Vanisaveth V, Mannoor MK, Watanabe H, Li C, Kobayashi J, Phompida S, Kano (B)
S, Sato Y: Efficacy of mefloquine treatment and genetic profiles in uncomplicated Plasmodium
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falciparum malaria in southern Lao PDR. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 42: 759-763,
2011.
OI11002: Uechi G, Toma H, Arakawa T, Sato Y: Characterization of a novel proteinous toxin from sea anemone (A)
Actineria villosa. Protein J, 30: 422-428, 2011.
OI11003: Pongvongsa T, Nonaka D, Kobayashi J, Mizoue T, Phongmany P, Moji K: Determinants of monthly (B)
reporting by village health volunteers in a poor rural district of Lao PDR. Southeast Asian
J Trop Med Public Health, 42: 1269-1281, 2011.
OI11004: Yi S, Nonaka D, Nomoto M, Kobayashi J, Mizoue T: Predictors of the uptake of A (H1N1) influenza (A)
vaccine: findings from a population-based longitudinal study in Tokyo. PLoS One, 6: e18893,
2011.
OI11005: Nonaka D, Morikawa H, Arioka H, Kobayashi J, Shoda R, Mizoue T: Behavior of Adult Influenza (B)
Patients during the 2009 Pandemic after Outpatient Clinic Presentations at a Hospital in Tokyo,
Japan. Trop Med Health, 39: 83-85, 2011.
OD11001: 當眞 弘，松本美幸，長谷川 英男，友利健彦，佐藤良也: 肝内胆管癌が疑われた肝毛頭虫症の 1 例． (B)
臨床寄生虫誌, 22: 59-62, 2011.

総
説
RI11001: Nomoto M, Nonaka D, Mizoue T, Kobayashi J, Jimba M: Content analysis of school textbooks on (A)
health topics: a systematic review. Biosci Trends, 5: 61-68, 2011.

国際学会発表
PI11001: Tokiwa T, Toma H, Harunari T, Tanikawa T, Komatsu N, Suzuki J, Kumagai T, Akao N, Ohta N: Current
situation of Angiostrongylus cantonensis and angiostrongyliasis in Japan: from geographic
distribution to genotypic diversity. The 45th U.S.-Japan Joint Conference on Parasitic
Diseases U.S.-Japan Cooperative Medical Science Program, 2011.

国内学会発表
PD11001: 石上盛敏，Susomboon P，Tangpukdee N，Wilairatana P，Krudsood S，Dao LD，中澤秀介，Sinuon M，
Socheat D，安岡潤子，神馬征峰，當眞 弘，渡部久実，小林 潤，Vanisaveth V，Phompida S，狩野
繁之: 熱帯熱マラリア原虫 pfcrt 遺伝子とその近傍マイクロサテライト DNA 多型解析に基づく東南ア
ジアのクロロキン耐性マラリアの拡散様式の違い．第 80 回日本寄生虫学会大会・第 22 回日本臨床寄
生虫学会大会プログラム 抄録集, 63, 2011.
PD11002: 當眞 弘，松本美幸，長谷川 英男，友利健彦，佐藤良也: 肝内胆管癌が疑われた肝毛頭虫症の 1 例．
第 80 回日本寄生虫学会大会・第 22 回日本臨床寄生虫学会大会プログラム 抄録集, 75, 2011.
PD11003: 野中大輔, 溝上哲也, 小林 潤, 神馬征峰: 教科書の中のマラリア情報: アジア・アフリカ 9 か国の
小・中学生用教科書による健康増進のために. 第 26 回日本国際保健医療学会学術大会, 2011.
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衛生学・公衆衛生学講座
A. 研究課題の概要
1. ヘリコバクタ・ピロリ感染率と慢性萎縮性胃炎有病
率の国際比較研究
日本，中国，中米(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)，及び東ｱﾌﾘｶ(ﾀﾝｻﾞﾆｱ)
の胃がん死亡率(/100,000)は，それぞれ，38.5，29.3，
8.2 及び5.5 と異なっており, この胃がん死亡率の差が,
人種，あるいは環境や国に起因するのかを研究すること
は，胃がんの発生要因を解明し, ひいては胃がんを予防
するためには不可欠です。従来より，胃がん発生には，
食生活や食習慣，及び環境などが関与しているといわれ
ていますが，人種による違いもこれらの諸要因と交絡し
ており，胃がんの発生要因を解明するためには民族疫学
的ｱﾌﾟﾛｰﾁも有用な方法と思われます。これまで，胃がん
の発生要因を解明するため，胃がんの前病変であると考
えられている慢性萎縮性胃炎や慢性萎縮性胃炎と深く関
係している, H. pylori 感染に関して，日本，中国，ﾀﾝ
ｻﾞﾆｱ連合共和国，及びﾄﾞﾐﾆｶ共和国の4か国で健康調査を
実施し，
比較検討を行ってきました。
直近の調査結果は，
以下の通りです。
1-1 H.pylori感染率および慢性萎縮性胃炎(CAG)有病率
（1）小児(15歳未満)調査
0～5歳においては，H. pylori感染率及び慢性萎縮性胃炎
有病率にﾄﾞﾐﾆｶ共和国(ド国)及びﾀﾝｻﾞﾆｱの2国間において
有意な差は認められなかったが，5～10歳においては，H.
pylori感染率は，ﾄﾞﾐﾆｶ共和国，及びﾀﾝｻﾞﾆｱにおいてそれ
ぞれ45.1%，
及び63.2%であり，
10～15歳においては，
58.4%
及び75.2%であり，小児の同年齢階級におけるH. pylori
感染率はﾀﾝｻﾞﾆｱにおいて有意に高かった。同様に，慢性
萎縮性胃炎も，ﾄﾞﾐﾆｶ共和国とﾀﾝｻﾞﾆｱ間で，5～10歳にお
いて9.1%及び28.6%，また10～15歳において15.8%及び
24.3%とﾀﾝｻﾞﾆｱでの慢性萎縮性胃炎の有病が高い傾向を
示していました。
（2）成人(高齢者を含む)調査
ド国での追加調査におけるH. pylori感染率は，男性(40
歳未満，40歳以上)及び女性(40歳未満，40歳以上)におい
て，それぞれ(47.0%，68.8%)，及び(42.3%，43.8%)であ
り，
男性においてのみ年齢階級間で有意な差が見られた。
一方，同調査における慢性委縮性胃炎有病率は，男性(40
歳未満，40歳以上)及び女性(40歳未満，40歳以上)におい
て，それぞれ(8.2%，20.0%)及び(13.4%，10.0%)であり，
ともに有意な差は認められませんでした。一方，中国福
建省の地域住民(平均年齢46.5歳)における調査において，
H. pylori感染率は，長楽市では，33.0%であり，廈門市
同安区では，23.9%(p<0.05)でありました。また，CAG有
病率は，長楽市では，7.1%，廈門市同安区では4.9%(N.S.)
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でありました。
本研究のH.pylori感染率は，
著者らが1996
～1997年に中国河北省で実施した調査(H. pylori感染
率；～70%)と大きく異なっており，これらの成因を食生
活，食習慣を含めた生活習慣及び生活環境より精査しま
したが，差異の成因は明らかにすることができませんで
した。
1-2 CagA抗体陽性率
H. pylori菌の病原性の指標になるCagA抗体の測定を
保存血清(ﾀﾝｻﾞﾆｱ(2001年)，
中国(1996年)，
日本(1993年))
を用いて実施しました。その結果，CagA抗体陽性率は，
ﾀﾝｻﾞﾆｱ(2001年)においては，89.8%，及び中国(1996年)
においては，54.0%，並びに日本(1993年)においては，
63.8%と大きく異なっていました。
1-3 慢性萎縮性胃炎に及ぼす生活習慣，生活環境，上部
消化管疾患症状および既往歴，血清ｶﾞｽﾄﾘﾝ値，などの寄
与度ロジスティック回帰分析を実施した結果，調査対象
国(人種・民族)，年齢，H. pylori 感染，及び血清ｶﾞｽﾄ
ﾝ値の4 因子が慢性萎縮性胃炎の罹患に関与しているこ
とが示唆されました。
今後さらに詳細に4か国間で検討を
加え，
これら4か国間における胃がんと関連していると考
えられている，H. pylori 感染率や慢性萎縮性胃炎有病
率の差異が,人種，社会経済環境，及び食生活，食習慣を
含む生活習慣などの要因とどのように関連しているかを
明らかにしていくとともに，これら4 か国の他に，ベト
ナム，
タイ，
モンゴルなどにおいても健康調査を実施し，
これまで得られたデータをより信頼性の高いものにした
いと考えております。
2. 地域，及び職場における胃がん検診の効率化に関す
る研究
地域，及び職場における胃がん検診には，バリウムを
使用した胃透視(直接Ｘ線撮影，間接Ｘ線撮影)，内視鏡
による胃検診，さらに血清ペプシノゲン法による血液に
よる胃検診などが実施されています。それぞれ一長一短
ありますが，これらのうち，集団検診に適していると考
えられているＸ線(胃透視)と血液(血清ペプシノゲン)に
よる胃検診を比較，検討することにより，よりよい胃が
ん集団検診を確立することを目的に研究を進めておりま
す。
3. 血清ペプシノゲン法と間接Ｘ線による胃がん検診の
比較検討
一般地域集団において，血清ペプシノゲン法による胃
がん検診と間接Ｘ線胃透視による胃がん検診を同時に実
施し，胃がん発見率，及び上部消化管疾患の有病率を比
較・検討し，
従来の胃がん集団検診を評価するとともに，
血液による胃がん検診の有効性，及びさらなる効率化の
研究を推進しています。

主な胃がん検査の特徴
検査

集団検診

費用（O 健診センター）
比較的安い

検査時間

検査精度

5～10 分

一次検査として優れている

精密検査として優れている

X 線（胃透視）

適している

内視鏡（胃ｶﾒﾗ）

適さない

高い（13400 円）

10～30 分

血清ペプシノゲン測定

適している

安い(2500 円)

採血のみ

（直接：10000 円、間接：4000 円）

4. 混合有機溶剤の神経毒性増強メカニズムの解明
混合有機溶剤である塗料や接着剤には，ほとんどの場
合，多くの有害化学物質が入っていますが，これらの混
合有機溶剤の毒性は，相加的，あるいは相乗的に増強さ
れることがあります。しかし，これらの混合有機溶剤に
よる労災認定においては，「塗料中毒」「シンナー中毒」
として認定されることはなく, 「トルエン中毒」, 「キ
シレン中毒」等の単独有機溶剤名で認定される傾向があ
ります。しかし，上述しましたように，実際の産業職場
においては，混合有機溶剤で使用することがほとんどで
すので，これらの現状を考慮しますと，単独有機溶剤曝
露と混合有機溶剤曝露の神経毒性増強メカニズムを解明
することは，有機溶剤中毒の予防に寄与するばかりでな
く，より生体影響の少ない有機溶剤の組み合わせによる
塗料や接着剤の新製品の開発にもつながるものと思われ
ます。混合有機溶剤の神経増強作用の一例をあげますと，
メチルエチルケトン(MEK)ヘキサカーボン化合物類(ノル
マルヘキサン・メチル-n-ブチルケトン・2,5-ヘキサンジ
オン)の神経毒性とハロアルカン(四塩化炭素とトリクロ
ロメタン)溶剤類の肝臓・腎臓毒性を増強することが知ら
れています。また，ヘキサカーボン類の神経毒性の増強
作用は，
3種類のいずれのヘキサカーボン類についても動
物実験で確かめられています。また，過去に個人的，あ
るいは職業的曝露があった場合，それまでに曝露されて
いた溶剤の組成が変更された後に，ヒトにおいて末梢神
経障害が認められた，との報告があります。この増強作
用が起こるメカニズムは明らかにされていませんが, 混
合有機溶剤の一つが, 他の有機溶剤の関連酸化酵素を誘
導することにより, 有害有機溶剤による毒性が増強する
のではないか, といわれています。単独で使用する場合
には，比較的毒性が低い溶剤であっても，それらが混合
して使用されるときには，毒性が増強されることがある
ことを産業現場や事業場に十分に周知し，衛生教育の充
実を図ることも有機溶剤中毒の予防には重要です。
5. 中小事業場におけるメンタルヘルス活動の実態解明
及びそれらの事業場におけるメンタルヘルス活動の進
め方に関する研究
一般に，中小企業は，大企業に比べ労働衛生管理は，
遅れていますが，
とりわけメンタルヘルス分野の活動は，
これらの中小企業においては，なおざりにされているこ
とが多いと言われています。悲しいことに，昨年(2010
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単独でも有効であるが，X 線検査や内視鏡検査と
組み合わせ実施や検診間隔の工夫でさらによい

年)１年間の自殺者数は31,690 人に達し，
1998 年にはじ
めて年間の自殺者数が3万人を超えて以来，
13年連続で毎
年3万人以上の人が自ら命を絶っています。
これらの自殺
の原因は様々ですが，リストラ，抑うつ状態，過労など
も原因としてあげられ，これらの要因は仕事と密接に関
係しています。したがって，種々のメンタルヘルス対策
を講じることにより，これらの自殺を未然に防止し，労
働者を守るとともに，事業場の労働衛生の向上に寄与す
ることは非常に重要なことであると思われます。大企業
と比較し，労働衛生活動，とりわけメンタルヘルス対策
が進んでいないと思われている中小企業におけるメンタ
ルヘルス活動やメンタルヘルスに関する認識を調査し，
中小企業におけるメンタルヘルス活動の実態を明らかに
したいと考えています。さらに，それらの資料を基に，
中小企業に求められているメンタルヘルス活動を充実，
実践し，それらの活動の介入効果(カウンセリング，個別
ならびに集団に対するメンタルヘルス教育による介入，
健診時のメンタルヘルス教育，事後措置，など)を明らか
にするため，研究を推進しています。本研究は，自記式
アンケート，及び聞き取りアンケート調査，事例対照研
究，並びに管理者，及び一般従業員に対するメンタルヘ
ルス教育に介入し効果判定を行うことにより実施してい
ます。
6. 社会貢献
本講座は、育成医学講座および女性・生殖医学講座と
協力して, 平成 22 年度より環境省が実施している子ど
もの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)を行な
っております。本調査は、全国で 10 万組の子どもたちと
そのご両親に参加していただく大規模な疫学調査であり,
全国 15 ユニットセンター(本学は、南九州・沖縄ユニッ
トセンターに属しています)において, 妊娠初期, 中期,
分娩時, お子さんの誕生後, 小児が 13 歳の誕生日を迎
えるまで, 定期的に健康状態を確認させていただき, 環
境要因が子どもたちの成長・発達にどのような影響を与
えるのかを明らかにすることを目的に実施されています。
本調査は, 10 万組の子どもたちとそのご両親をリクルー
トするのに 3 年, リクルートした母親から生まれたお子
さんが 13 歳の誕生日を迎えるまでフォローアップを行
い, その後, データの分析, 解析を行なった後, 研究成
果を公表する計画になっております。したがって, 調査
開始から調査終了まで 20 年以上を要することになりま

す。
平成 22 年度に開始されたエコチル調査は, 平成 23 年
１月から全国で順次リクルートが開始され, 平成 23 年
度末(平成 24 年 3 月 31 日)現在、30,046 人の母親が参加
しています。琉球大学が担当している調査地域は宮古島
市であり, これまで順調にリクルートが行われ, 平成
23 年度末現在, 324 人の母親の協力を得て, 調査を進め
ております。同時に, 調査開始後に誕生したお子さんの
生後１か月調査, 生後 6 か月調査, 生後１歳時の調査が
進行中です。
このような国家プロジェクトである大規模疫学調査
(10 万人)に本学および本講座が積極的に関わり, ヒト
への化学物質の曝露が身体発育, 先天異常, 性分化の異
常, 精神神経発達障害, 免疫系の異常, 代謝・内分泌系
の異常などの子どもへの健康影響があるかを明らかにし,
未来の子どもの健康の保持・増進と良質な環境の醸成に
寄与できる調査研究にするために鋭意努力しているとこ
ろです。

ている。
本研究は, 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・
神経内科学講座, 附属病院検査部, 東京大学大学院医学
系研究科との共同研究である。

7. 地域住民の行動変容を目指した沖縄型食事による
介入研究：チャンプルースタディ
伝統的沖縄型食事パターンに焦点をあて, 地域住民の
食事行動の変容を目指している。アウトカムとして, 体
重, 血圧などに焦点をあて, 減塩･野菜摂取による食事
行動の変容が与える効果と有効性について地域住民を対
象に無作為割付比較試験による介入研究を実施している。
本研究は, 沖縄県住民の循環器疾患のリスクの低減を
介して, 沖縄県の健康長寿の再生を最終的な目標にし

8. 戦後沖縄の栄養転換による健康への影響 -島嶼環境
に着目して戦後沖縄の平均寿命の伸びは近年, 大きく低下してい
るが, その伸長の要因は社会経済的環境やソーシャルキ
ャピタルの著しい変化に起因するという指摘がある。
1948-1964 年の沖縄県住民の出生コホート群の学童期(6
歳-12 歳)に体重増加が急進し, 栄養転換期の脂質摂取
の増加時期（1966-1972）とほぼ重なっていることが見い
だされた。社会経済的環境の変化により, 低栄養の状態
から過栄養の状態に, 「栄養転換」が起こるという概念
が国際保健学分野の研究者から提唱されており, この概
念に基づく世界レベルでの実証研究がなされている。
近年, 沖縄における栄養転換は, 脂質だけではなく食
塩摂取においても存在する可能性があり, 沖縄若年者の
食塩摂取が全国に接近傾向にある。沖縄県民の食塩摂取
量は全国で最も低い水準にあるが, 若年者の上昇は健康
面における懸念要因である。
若年者の食塩摂取の上昇は,
日本復帰後に見いだされているが, このような外的な社
会環境から由来する栄養素摂取の変化と健康との関連性
について, 「島嶼地域」としての沖縄をモデルとした実
証研究を継続している。
本研究は, 琉球大学国際沖縄研究所との共同研究であ
る。
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OD11001： Kusunoki M, Misumi J, Shimada T, Aoki K, Matsuo N, Sumiyoshi H, Yamaguchi T, Yoshioka H. (B)
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and increases the proliferative activity of PCNA, p53, and MDM2 in the gastric mucosa of aged
Mongolian gerbils. EHPM 2011;16:224-31.
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覇市, 2011.
PD11005: 白井こころ，等々力 英美，菖蒲川 由郷，Ichiro Kawachi，三澤仁平，近藤克則: 沖縄地域における
ソーシャル・キャピタル（SC)と主観的健康状態との関係. 沖縄県公衆衛生学会, 那覇市, 2011.
PD11006: 等々力 英美，大屋祐輔，佐々木 敏: 短期的食事介入に継続した長期的情報介入による介入効果は持
続するか？ -血圧および体重変動：チャンプルースタディの結果より-. 沖縄県公衆衛生学会, 那覇
市, 2011.
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介護保険の総合的政策評価ベンチマーク・システムの開発 分担研究報告書, 179-183, 2011.
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チマーク・システムの開発 分担研究報告書, 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業・介
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ラフ‐質量分析計やガスクロマトグラフ‐質量分析計，
キャピラリー電気泳動‐質量分析計などを用いて，より
高感度で信頼できる分析法を開発し，実際例に応用する
ことを検討する。

法医学講座
A. 研究課題の概要
1．局所陰圧負荷に関する法医学的研究（井濱容子）
ダムの取水口に上肢を吸引されて死亡した症例を経
験し，現在，その死のメカニズムを明らかにするために
動物実験モデルを作製して研究を行っている。研究の第
一段階としてラットの下肢に強い陰圧を負荷したところ，
30 分程度の短い陰圧負荷にもかかわらず組織学的に筋
細胞に変性が確認された。一般に，虚血による筋変性が
組織学的に確認されるのは 1 時間程度以降であるとされ
ており，虚血モデルに比較して陰圧負荷モデルにおいて
早期から組織学的変化が認められた理由として，陰圧そ
のものが直接的に筋細胞に傷害を与えている可能性が考
えられる。今後は，局所への陰圧負荷が循環動態に与え
る影響について研究をすすめていく。
2．薬毒物の定量分析法の開発とその応用(福家千昭)
生体試料中の薬毒物を定量的に分析することは，中毒
死例における死因の解明や中毒患者に対する治療方針の
決定などに関して必要不可欠なものである。これまで，
生体試料中の薬毒物やその代謝産物の簡易で迅速な定量
分析法を開発し，実際例に応用するとともに，それらの
体内動態や体内分布について動物実験にて検討を行なっ
てきた。今後これらのことを継続し，データの蓄積を行
なうとともに最新の分析機器である高速液体クロマトグ

3．海洋法医学的研究（井濱容子，宮崎哲次）
沖縄県は熱帯・亜熱帯の海に囲まれていることから多
くのマリンスポーツやマリンレジャーが盛んに行われて
いる。マリンレジャーに関連して死亡事故が発生した場
合，死因や事故の原因を解明することをひとつの目的と
して法医解剖が施行される。一方，それら多くの症例を
集積して，法医学的見地から解析を行うことで事故防止
に寄与することも重要な任務であると考えている。これ
まで本講座において取り扱ったスキューバダイビング関
連の剖検例について検討を行ったところ，近年になって
高齢者の初心者ダイバーの死亡事故が増加傾向にあるこ
とが明らかになった。また，スクリュー損傷やサメによ
る損傷についての報告も行っている。一方，減圧症の動
物実験モデルを作製して，加圧・減圧が生体あるいは死
体現象に与える影響についての研究をすすめている。
4．法医病理学的研究（井濱容子，宮崎哲次）
法医学においては，様々な背景を持った症例に対して
正確な死因判断を行うための幅広い研究が必要であると
同時に，個々の症例について詳細な分析や検討を行うこ
とが求められている。そのために自ら経験した特異な症
例について報告することは重要であると考えており，必
要に応じて専門家の助言を受けながら積極的に症例報告
を行っている。

B. 研究業績
原
著
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症 例 報 告
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の衝突事故によって死亡した 3 例. 法医学の実際と研究, 54: 241-245, 2011.
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RD11001: 三瀬雅史, 波多野 弥生, 遠藤容子, 黒木 由美子, 福家千昭, 白川洋一, 吉岡敏治: グリホサート (B)
製剤による急性中毒症例の疫学的解析. 中毒研究, 24: 69-72, 2011.
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法医学雑誌, 65:101, 2011.
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いて明らかにした。最近，OX40 と OX40L の高感度定量
ELISA を開発した。一方，HIV-1 感染において，OX40L の
刺激は活性化 T 細胞集団にβケモカインを誘導し，その
結果CCR5 指向性HIV-1 の感染増殖を効率的に阻止するこ
とを見いだしている。OX40L をどのように調製するか，
その誘導法についても検討を重ねている。

免疫学講座
A. 研究課題の概要
1. 抗体医薬開発に関する研究(田中勇悦，齊藤峰輝)
HIV-1 や HTLV-I 感染症に対応するための治療抗体開発
を進めている。HIV 感染に対しては，CXCR4 分子を認識す
る抗体が CXCR4 親和性 HIV のみならず CCR5 親和性 HIV
感染をも阻止することを発見し，特許を申請している。
また，OX40 抗体が HTLV-I 感染細胞の制御を目的として
有用であることをつかんでいる。さらに，HTLV-I 中和抗
体が in vitro ではあるが，初感染のみならず，感染後の
HTLV-I 抑制にも働いていることを発見し，そのメカニズ
ムを検討している。

4. HTLV-I の感染免疫ワクチンと HTLV-I 関連発がんや
HAM/TSP 発症の分子機構の解明(齊藤峰輝，田中勇悦)
HTLV-I の各ウイルス抗原に対する単クロン抗体ライ
ブラリーを駆使して，HTLV-I の感染様式や感染標的分子
や Tax と呼ばれる発がん関連分子について，国内外の共
同研究を行っている。また，HTLV-I プロウイルスマイナ
ス鎖によってコードされる HTLV-I bZIP factor(HBZ)が
HTLV-I 関連疾患発症にどのように関与するのかについ
て詳細に検討するため，抗 HBZ 単クロン抗体の作製を継
続し病態との関連を解析している。

2. 新たなヒト樹状細胞の分化誘導に関する研究(田中
勇悦，齊藤峰輝)
試験管内でヒト単球から樹状細胞を分化培養する方法
について，より機能的な樹状細胞の培養方法の検討を重
ねている。独自に開発した最新の方法は，未精製末梢血
単核球(PBMC)そのままを IL-4，GM-CSF と IFN-beta の混
合サイトカインを用いて培養する方法であり，2 日以内
に成熟樹状細胞を調製することが可能となった。特許申
請中であり，今後癌治療や感染症治療における臨床への
応用を期待している。

5. ヒト化マウスの感染免疫学への応用(田中勇悦，齊藤
峰輝)
免疫不全マウスは，後天性免疫機能の欠如によりヒト
や異種動物細胞の移植を許容する。このマウスにヒト免
疫細胞を移植することによってヒト細胞がマウス体内で
生存し機能するキメラマウス(ヒト化マウス)を作製でき
る。本実験系は，in vivo における HIV-1 や
HTLV-I のヒト感染症モデルとなることから，病原性微生
物に対する薬剤やワクチンの検討，さらには感染防御機
構の解明に役立つ動物モデルと期待されている。本研究
室では，このヒト化マウスにおいて，ヒトの機能的樹状
細胞免疫を施すことによりヒト型免疫応答を惹起させる
システムをすでに樹立した。この方法によりワクチン開
発など新しい高度な免疫学研究への発展が期待される。
このヒト化マウスに樹状細胞を用いて HIV-1 を免疫する
と HIV-1 抗原に対するヒト感染防御応答が誘導できる。
その主な防御メカニズムは，ヘルパー T 細胞免疫応答に
起因する。この免疫応答に関与する因子の解明や応用方
法について研究を進めている。また，ヒト化マウスを用
いた HTLV-I 感染モデルも作製が可能であり，
感染実験に
成功している。

3. 免疫応答刺激補助分子 OX40 ligand(L)とその受容体
OX40 の相互分子反応とシグナル伝達，および感染免疫に
おける役割の研究(田中勇悦，齊藤峰輝)
TNF スーパーファミリー分子の一つである OX40L は，
主に抗原提示細胞である樹状細胞，血管内皮細胞，Ｂ細
胞に発現され，活性化 T 細胞に発現する副刺激分子であ
る OX40 と特異的に結合することによって種々の免疫調
節を行うことが明らかになってきた。本研究室では，ヒ
トの OX40L に対する特異的抗体を世界で初めて作製し，
OX40L の T 細胞における発現調節や免疫学的な役割につ
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遺伝医学講座
A. 研究課題の概要
1）三角頭蓋を呈する症候群の原因解析
Opitz trigonocephaly C 症候群(OTCS)の原因において，
遺伝子 CD96(TACTILE)を特定し，解析を行っている。遺
伝子機能解析により, この産物は, 細胞接着, 細胞増殖
に関わっていることが判明し，また，ラミニンなどの細
胞外基質タンパクと反応することが判明した。日本人
OTCS 患児のミスセンス変異により生じる変異タンパク
についても局在，
in vitro での機能変化の解析を行った。
日本人 OTCS 患児，海外 OTCS 患児についてダイレクト
シーケンス法による CD96 遺伝子解析を継続して行った
が，新たな変異解析法として高精度融解曲線分析法によ
る CD96 遺伝子スキャニングシステムを構築した。また，
新規原因遺伝子同定を目的として，次世代シーケンサ
(SOLiD4, GAIIx)を使用したホールエクソーム解析を行
い，
OpitzC 様症候群(Bohring-Opitz 症候群) の新たな原
因遺伝子 ASXL1 の欠失変異等を同定した。加えて，両遺
伝子変異を認めない患児のホールエクソーム解析を継続
して行った。
2) 裂手裂足（SHFM1) の責任遺伝子同定と解析
裂手裂足の原因解明のため, 核型 46, XY, der(3) der
(7), inv ins(3;7)(q21; q32q21.1) をもつ裂手裂足患者
から 7q21.1 側の切断点同定, 構造解析及び遺伝子単離
を行っている。切断点をカバーする BAC contig より,
FISH 解析, cosmid/plasmid サブクローンの構造・FISH
解析, Southern blot 解析, inverse PCR 解析, シーケン
シング解析により切断点を決定し，切断点近傍にマップ
される新規遺伝子を発見した。
他の染色体切断点解析に関して，微小な欠失等の有無
を確認するためアレイ CGH を行い，コピー数解析を行っ
たところ，欠失等は検出できなかったが，SKY 法による
網羅的染色体転座解析において，新たに 8 番染色体への
転座が確認されたため，BAC クローンを用いた詳細な切
断点解析を行っている。

症候群（DSM-IV の診断基準による）を伴う Aarskog 症候
群患児にも FGD1 の変異を確認している。現在，FGD1 遺
伝子変異と症状との相関関係をより詳細に解明するため
に, AAS と診断された患児の FGD1 遺伝子解析，変異 FGD1
の機能解析を継続している。
自閉症スペクトラムと診断された患児 62 人について
自閉症スペクトラム感受性遺伝子の変異解析を行い，こ
れまでに，多数のイントロン内多型，エクソン内多型を
認めている。エクソン内多型には患児にしか検出されな
い新規の多型が複数含まれている。現在，多型と自閉様
行動との関連について解析中である。
（信州大学医学部社
会予防医学講座遺伝医学分野 福嶋義光教授との共同研
究) 。
4) 効率の良い遺伝子変異スクリーニング法の開発
遺伝子の変異，多型を効率よく，かつ再現性高く検出
できる系の構築を行っている。既知，未知の変異/多型を
問わず検出できることを目的として，高精度融解曲線分
析法(HRM 法)を用いて全エクソンをスキャニング出来る
系を構築している。対象として，FGD1 遺伝子に加え，
NLGN3, NLGN4X, CD96, cMet, Reelin 遺伝子についてス
キャニングシステム構築を行った。
5) 次世代シーケンサーを用いた疾患原因・病態解析
次世代シーケンサー（SOLiD4 等) を用い，原因不明の
遺伝性疾患の原因特定を行っている。Long-PCR やカスタ
ムアレイを用いた候補領域濃縮後の paired-end 解析に
よ る SNP, indel ， 構 造 異 常 検 出 に 加 え ， Agilent,
Roche(Nimblgen), illumina が提供するエクソンキャプ
チャーシステムを使用したホールエクソーム解析も行っ
た。また，次世代シーケンサーを効率よく使用するため
の新しい方法の開発や次世代データの３次解析用プログ
ラムの作成も行った。
6) 細胞増殖因子 Midkine 発現と骨・軟部腫瘍増殖との
関係解析
ヘパリン結合性増殖因子である Midkine(MDK)は, 広
く腫瘍細胞の増殖に関わることが知られている。骨・軟
部腫瘍において MDK の役割を解明し, 腫瘍マーカーとし
ての診断的価値,治療のための標的分子としての有用性
について検討を行っている。抗体，siRNA, 低分子化合物
を用いた MDK の機能，発現阻害により，骨肉腫細胞株
SaOS2 の細胞増殖抑制を引き起こすことをそれぞれの分
子で確認した。
（本研究は, 整形外科学分野との共同研究
である）

3) Aarskog 症候群および自閉症スペクトラム，広汎性発
達障害の遺伝子解析
Aarskog 症候群および自閉症スペクトラム患児での遺
伝子変異を効率良く検出することを目的として，高精度
融解曲線分析法を用いた遺伝子スキャニングシステムを
構築している。
Aarskog 症候群（AAS）では散発例を含む患児 18 人を
解析し，8 種類の新規変異を FGD1 遺伝子に確認した。一
部の AAS 患児では行動異常が認められることが以前より
指摘されているが，注意欠陥多動性障害（ADHD）
（多動性
—衝動性優勢型；DSM-IV の診断基準による）
，Asperger

7) 遺伝性疾患データベース (UR-DBMS; University of
the Ryukyus- Database for Malformation Syndrome)
と遺伝性疾患診断支援ソフトウェア「Syndrome
Finder」の改定とWEB公開
1992年から公開を開始した UR-DBMS と2003 年から
公開を開始した「Syndrome Finder」の日本語版を，2010
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年4月から附属図書館のサーバーから公開を開始した。
疾患名，症状，疾患解説などのデータ内容は，主にOMIM
の最新情報をもとにほぼ毎日アップデートした(2012

年6月現在 Syndrome Finder 利用登録医師数は1500名
である)。平均アクセス数は3,800/月である。

B. 研究業績
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著
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2．天然由来のがん化学予防物質の検出と発癌過程での
分子病理学的作用メカニズムの解析(吉見直己・高松玲
佳(研究技官) ・大学院生等)
私達は沖縄県とその周辺に自生する植物抽出物の癌抑
制効果を検討している。現在までに私達は Terminalia
catappa(モモタマナ)と Peucedanum japonicum（ボタン
ボウフウ）がラット大腸発癌を有意に抑制することを明
らかにした(Cancer Lett 205: 133-141，2004，Eur J
Camcer Prev 14: 101-106，2005)。これらの植物にはラ
ット大腸前癌病変の発生を抑制する component が含まれ
ており，抑制効果の生物学的メカニズムとして細胞増殖
の抑制と beta-catenin 蓄積の抑制が考えられた。
さらに
Chenopodium var. centrorubrum(アキノワスレ草)，
Ipomoea batatas(ベニイモ)などもヒト大腸癌細胞株の
増殖を抑制し，apoptosis を誘導する作用を持つことを
明らかにした(Asian Pac J Cancer Prev. 6，353-358，
2005)。現在，私達は米ぬか由来の ceramide・ganglioside
(Cancer Sci. 96，876-881，2005)と緑色野菜に含まれる
indole-3-carbinol(Int J Oncol,27:1391-1399,2005)な
どによる発癌抑制効果と作用機序の解析を行っている。
インド等で利用されているニーム葉 (Azadirachta
indica(Neem)) による抑制効果に関して報告した(Asian
Pac J Cancer Prev.7，467-471, 2006)。さらに， 琉大
の中期計画実現経費の一環である「亜熱帯生物資源を活
かした健康長寿と持続可能な健康バイオ資源開発に関す
る研究」のなかで，ベニバナボロギクによる大腸発癌抑
制に関わる研究として特許申請を行い(出願番号 特願
2006-287692)，登録された(特許番号 第 4649617 号)。
また， 米国テキサス大学との共同研究では beta-グル
クロニダーゼ阻害剤での大腸発癌抑制実験の報告を行っ
ている(Mol. Med. Reports， 1: 741-746 2008)。
加えて，現在，当大学と友好大学である中国・延邊大
学から大学院留学生が来ていることから，その延邊大学
医学部との共同研究をスタートするべく，張学武教授と
ともに，中国漢方薬によるがん細胞増殖抑制を培養細胞
系での研究を計画し，実行中で，一部は，日本発がん研
究会で発表した (2011 年 8 月，札幌)。
現在，沖縄産，またラオス産の薬草を検討している。

腫瘍病理学講座
A. 研究課題の概要
1. 大腸癌における前癌病変の分子病理学的解析とその
顕在化に関する研究(吉見直己・高松玲佳(研究技官)・
大学院生等)
これまで，数回の文科省基盤研究費を獲得し，また，
厚労省からのがん研究費に関与する研究である。
薄切標本から直接 DNA，
RNA を抽出できるマイクロダィ
セクション装置を利用して，従来より研究している以下
の前癌病変に関する分子病理学的解析を継続研究してい
る。すなわち，beta-catenin は細胞質内で癌抑制遺伝子
APC と結合し転写因子 TCF/LEF を介して細胞増殖に関連
する分子 CyclinD1 やｃ-Myc などにシグナルを伝え，初
期発癌過程のみならず，細胞増殖機構に重要な遺伝子の
一つである。私達の研究グループは大腸化学発癌モデル
においてもヒトと同様に beta-catenin 遺伝子の変異が
認められることを発見し，この変異がラットにおける大
腸発癌メカニズムとして重要であることを明らかにした
(Mol Carcinogen 24: 232-237，1999，Cancer Res 58:
1127-1129，1998)。さらに私達は beta-catenin 遺伝子変
異が発癌の早期に起きる新規病変を発見し，betacatenin accumulated crypts(BCAC)と命名した(Cancer
Res 60: 3323-3327，2000)。私達はこれらの病変が Bird
により提唱された conventional な aberrant crypt foci
(ACF)とは異なった細胞集団であることを明らかにし，
BCAC が大腸前癌病変の biomarker として極めて有用であ
ることを提唱した(Cancer Res 61: 1874-1878，2001)。
現在，alcian blue(AB)染色陰性病変(mucin depleted
foci，MDF)と BCAC との関連を解析中であり，この病変は
より簡便で信頼性の高い biomarker として期待される
(Cancer Sci 95: 792-797，2004)。さらに，私達は発癌
と遺伝子変化との関連(J Exp Clin Cancer Res 25,207213，2006)や，HPP1 遺伝子発現や promoter 領域のメチ
ル化との関連を解析中であり，特に後者に関わる O6-メ
チルグアニンメチルトランスフェラーゼ遺伝子の発現低
下を腫瘍内に認めている(Anticancer 26: 2829-2832,
2006)。
こうした病変は Morson や Volegelstein らの提唱
する大腸発癌過程が腺腫･癌連鎖仮説とは別に，de novo
で発生していく仮説を呈した(On cology Report，27，
1365-1370，2012)。
また，特にヒト大腸癌におけるこうした前癌病変は今
まで ACF は同定されているものの， MDF はいまだ報告は
なく，病態消化器外科学分野との共同研究として手術材
料で得られ，病理診断された残存の大腸組織からの同定
を施行し(本学倫理委員会にて申請許可済み)，発表した
(Cancer Sci. 103， 144-149， 2012)。
上記の最後のものは，2012 年 3 月末から 4 月上旬に開
催される米国癌学会に発表予定である。

3. 化学物質の安全性と発がん性リスク評価のための
短・中期バイオアッセイ系の開発 (吉見直己・齊尾征
直(病理部)・高松玲佳(研究技官)・大学院生等)
厚生労働科学研究費補助金の指定研究として 2011 年
度から吉見班として採用された研究である。詳細は，現
在進行中であり，
公募型研究ではなく，
指定研究のため，
ここでは省略するが，題目のように，社会環境における
種々の化学物質に対する安全性，特に発がん性に関する
アッセイ系の開発を目的とするものである。
4. 沖縄県における難治性悪性腫瘍の地域的特性・治療
抵抗性機序の解明と新規診断法・治療法の開発(吉見直
己・齊尾征直(病理部)・高松玲佳(研究技官)・大学院生
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等)
2011 年度から 2013 年度の予定で琉球大学概算要求で
採択された研究課題である。放射線医学講座を主体とす
る研究に対して分担者として参加している。特に，高圧
酸素存在下での発がん過程への影響を皮膚発癌モデルな
いし舌癌モデル等の動物モデルでの反応を現在検討実施
中である。

連携・支援体制を確立する」
，計画 36)の一環でもある。
6. IT 技術の病理診断システムへの応用とその実施およ
び、病理教育への応用 (吉見直己・松崎晶子)
迅速病理診断は手術の適応範囲を決定する上で非常に
重要な役割を果たしている。沖縄県は本島周囲に多くの
離島地域を含むが，病理医師の派遣は容易ではない。現
在，NTT データとの共同研究で，セキュアな通信環境
(virtual private network，VPN)での遠隔病理診断シス
テムの開発と実施を行っている。また，バーチャルスラ
イドへの利用を模索している。
加えて，IT 技術に関わり，昨今ではバーチャルスライ
ド島嶼県としての沖縄における完結型拠点病院機能を強
化するとともに，
地域医療の連携・支援体制を確立する。
また，厚生労働科学研究補助金「地域医療に貢献する
医師養成のためのバーチャルスライドを利用した学習ツ
ールの開発」(2010 年-2011 年、澤井班・岩手医大)にお
いて，
医学教育への応用の研究を実施した(医学のあゆみ，
235， 204-212， 2010， 病理学会総会で発表予定，2012，
4 月)。

5. 沖縄県地域医療再生事業 「遠隔読影支援システム
構築事業」(吉見直己・松崎晶子・齊尾征直(病理部))
2011 年度から 3 年間の事業であり，従前より、実施し
ていた IT 技術を利用したテレパソロジーを沖縄県の離
島医療を補完するために立ち上げた事業のなかで，病理
部門として分担・参加した。
病理部と腫瘍病理学講座において遠隔病理診断ができ
る体制作りを再構築した。特に次の項目でも利用してい
るバーチャルスライド装置での遠隔診断の実施を計画し
ている。本事業は，大学中期計画のなかでも取り上げら
れている計画(中期目標 12 「島嶼県としての沖縄におけ
る完結型拠点病院機能を強化するとともに，地域医療の

B. 研究業績
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書
BD11001: 吉見直己: 感染症の一般病理学(第 9 章) ロビンス基礎病理学(原著 8 版) (豊國伸哉,高橋雅英
監訳): pp377-401, 丸善出版 (エルセビア・ジャパン),東京, 2011.
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事を発表したが(2010 年，第 56 回日本病理学会秋期特別
総会他)，2011 年には内皮細胞株 b.End3 や脾臓由来リン
パ球での作用を確認，また野生型 IL-4 やそれぞれの
mutein を発現する adenovirus vector を作製し，ApoE
knockout mouse を用いた vivo の実験に着手した。この
ような研究の成果は 2012 年 7 月の第 44 日本動脈硬化学
会総会のシンポジウムに採択され加藤が代表して発表す
る予定である。Single mutant IL-4Q116E には，in vitro
培養系での炎症性シグナリングの抑制だけではなく，in
vivo の系でも病変形成を抑制しうる可能性があり，現在，
論文化に向けた実験データの確定を急いでいる。

細胞病理学講座
A. 研究課題の概要
1. 動脈硬化研究，特に血管平滑筋細胞の形質転換につ
いて
動脈硬化性疾患は我が国ではがんに次いで多い死亡原
因でありその病因病態の解明，予防や治療法の解決が望
まれる。種々の動脈硬化の病型の中でも特に粥状硬化症
が致死的な心臓血管病の基盤となる組織病変を形成する
が，粥状硬化の早期病変は内膜での平滑筋細胞の増生に
特徴づけられる。早期病変の内膜で増殖する平滑筋細胞
は，
増殖能が低く，
収縮蛋白に富む中膜由来の収縮(静止)
型形質の細胞と異なり，増殖能が高く，逆に分化形質で
ある収縮蛋白発現レベルの低い，いわば脱分化した形質
である増殖(合成)型形質を示す。このような形質転換の
事実は 1980 年代より知られるようになり，
同時期より冠
動脈形成術が普及し，かつその副作用である再狭窄が問
題となると，
再狭窄の主な成因として大きな注目を集め，
またその解明に多くの研究者が向き合った。ところが前
世紀末より徐々に動脈硬化の炎症性側面が重視されるよ
うになると，
このような古典的な収縮型-増殖型の形質転
換だけでは，平滑筋細胞の示す多彩な細胞生物学的変化
を説明するのが難しくなり，今日，形質転換の様相はよ
り幅広い概念として再認識されようとしている。この点
について，加藤は，第 100 回の記念すべき病理学会総会
において，
鹿児島大学病理学の谷本教授と伴に｢循環器疾
患の制圧にむけて，
心血管病理病態研究の新展開｣と題す
るワークショップの企画，司会を担当，自身も｢血管平滑
筋細胞の古典的形質転換と炎症性形質転換｣と題する基
調講演を行った。現在，教室では下記のような動脈硬化
研究を推進している。

2)中性脂質代謝の細胞形質に対する影響
動脈硬化の発症病理に関する諸説のうちでも現在，も
っとも臨床家に受け入れられているのはコレステロール
学説と炎症説であり，画像診断の進歩，高感度 CRP をは
じめとするバイオマーカーの出現，そしてスタチンやア
ンギオテンシン系薬剤が汎用されるようになった影響が
大きい。
しかしながら，
動脈硬化は多因子性疾患であり，
まだコレステロール蓄積や炎症だけでは包括できない事
象が含まれている。1950 年代の初期の研究においてヒト
の動脈硬化病変にコレステロールと並びかなりの量のト
リグリセリド TG が含まれることが指摘されていたが，
そ
の後の疫学的研究，LDL レセプターの発見などもあり，
そのようなコレステロール学説のインパクトの陰で TG
の意義についての解明についてはあまり興味を持たれて
こなかったと言えよう。2008 年，共同研究者の阪大の平
野等は，2004 年に発見された新規のリパーゼ ATGL の遺
伝的欠損により重篤な心不全，冠動脈硬化を呈する疾患
概念として中性脂質蓄積心筋血管症 TGCV を提唱した。
TGCV 患者の血管では多量の TG の蓄積による特徴的な動
脈硬化を生じ，その場合，マクロファージではなく平滑
筋の泡沫化がより顕著な所見である事が指摘されている
(論文投稿中)。我々は，ATGL を発見したオーストリアの
グループより提供された ATGL knockout mouse に由来す
る大動脈組織の供給を受け，平滑筋細胞を分離，その細
胞形質を検討した。ATGL 欠損平滑筋細胞は増殖能の低下，
老化形質の増加に加え，炎症マーカーIL-6 の亢進，膠原
線維形成の低下など血管壁の炎症や脆弱性に関与する形
質を示した。しかも，それらの形質は adenovirus vector
による野生型 ATGL の遺伝子導入により矯正可能であっ
た。ATGL を介した TG 代謝は細胞形質に大きな影響を与
え，しかもそのような形質変化が可逆的であることを示
している(形質転換が一方向性ではなく可逆的である事
が，平滑筋細胞の重要な特徴であり，その事が病理病態
の形成に関与し，またかつ治療への余地も残してい
る)(論文準備中)。
またヒトの平滑筋細胞を用いた研究は，
松本が文部省科研費(基盤 C)のサポートを受け推進して
おり，増殖型，収縮型の形質間で ATGL を介した TG の利
用， 酸化によるエネルギー産生が異なる事を見いだし，
2012 年の病理学会総会(口演)に採択されている。また千
葉も，ATGL 欠損症患者由来の iPS 細胞を用いた平滑筋細

1)動脈硬化病変の形成過程における IL-4 の役割と変異
型 IL-4 を用いた病変制御の試み
IL-4 は代表的な Th2 サイトカインであり，リンパ球や
マクロファージに対しては抗炎症性サイトカインとして
の作用が期待される反面，平滑筋細胞等の非造血系細胞
も Type II の IL-4R を発現するために，その下流のシグ
ナリングを介して接着因子 VCAM-1 の発現など炎症性形
質を誘導する可能性も懸念される。動脈硬化は早期病変
から合併症をもたらす複雑病変まで多彩な組織像と細胞
間相互作用の変化を示すが，
その過程における IL-4 の役
割，
あるいは IL-4 シグナリングの改変により病変制御が
可能かどうかについては十分な検討はなされていない。
教室の Lin(中国，国費留学生，大学院博士課程)は，以
前，Single mutant IL-4Q116E，そして double mutant
IL-4Q116D/Y119D がマウスの平滑筋細胞やマクロファー
ジの細胞株でそれぞれ IL-4R の partial agonist，full
antagonist(dominant negative mutein)として作用する
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胞への分化誘導実験に向けて，実験系の概要について京
都で行われた本疾患に関する国際学会で報告した(厚労
科研費 TGCV 平野班，分担;千葉)。なお千葉は前任地であ
る聖マリアンナ大等との共同研究の成果として
Neurobiol Aging 誌に論文が掲載され，琉球医学会，日
本脳科学会，病理学会総会での講演ないし学術発表も行
っている。

心血管病理の意義を啓蒙し，臨床家の生涯教育をサポー
トする活動としては，Cardiac Practice 誌上での病理所
見の解説記事の連載を続けており，
本年も 4 報掲載した。
研究に関しては，
厚労省 TGCV 研究班(平野班)の活動とリ
ンクして(分担;加藤，協力;松本，仲西)，剖検例におけ
る心臓への脂質の蓄積を解析し，その成果を第 100 回病
理学会総会(仲西ほか)，心筋生検研究会ワークショップ
(仲西ほか)，TGCC 国際会議(仲西ほか)や同班会議で報告
した。我々は過去の症例の review においては ATGL の遺
伝的欠損による原発性の TGCV を発見するには至らなか
ったが，
重度の糖尿病患者では cardiomyocyte steatosis
が生じている可能性から2 次性のTGCV の存在を予感して
いる(論文準備中)。

3)心理学的ストレスが動脈硬化に及ぼす影響の解析
生活習慣病における危険因子の重複と動脈硬化の増悪
や心血管病発症の増加は広く知られているが，個々の危
険因子がどのようなメカニズムで血管壁細胞の細胞生理
学的形質に影響し病変の発症･進展を導くのか明らかで
はない。様々な心理学的ストレスにおかれた個体では心
筋梗塞の発症率の増加，動脈硬化の進展が指摘されてい
るが，基礎医学的な検証はほとんど進んでおらず，その
一因として適切な(動物)モデルが成立していない事にあ
る。数年前より我々は，新垣を中心に兵庫医大非常勤講
師で行動医学研究所(明石市)を兼任する土江氏の協力を
得て，ApoE knockout mouse を用いた行動学的ストレス
モデルの作製，病理組織学的解析と脾臓，リンパ節由来
のリンパ球の免疫学的解析，また代謝性マーカーの変化
を検討している。現在までストレス負荷を加える事によ
り，メタボリック症候群誘導食 HFD32 投与下で免疫学的
マーカーが変化すること，あるいは高コレステロール食
投与下での動脈硬化病変の増悪の可能性を見いだし，現
在，データの確定やメカニズムの探索に向けた追加実験
を急いでいる。

2)培養心筋細胞を用いた研究
米国のクレイコム博士より供与された SV40T 抗原
transgenic mouse に由来する心筋細胞 HL-1 は，収縮能
を保ったまま継代可能な数少ない培養系を提供する。教
室の仲西は，
剖検心における脂質沈着の存在をヒントに，
HL-1 細胞における TG の負荷が細胞形質に与える影響を
検討している(仲西ほか。第 13 回沖縄血管病態研究会で
発表予定)。現在まで種々の脂肪酸負荷を検討した上，オ
レイン酸により泡沫化心筋を誘導し，それが内因性の
ATGL，CGI-58 の相互作用により代謝される事を証明，更
に TG 貯 留 や 分 解 の 意 義 を 明 ら か に す る た め に
adenovirus vector を用いた外来性の ATGL 発現の効果を
検討中である。TGCV 患者 ATGL knockout mouse の心筋に
は著明な TG の沈着が見られるが，実際にそれが(細胞内
遊離脂肪酸蓄積に対する)臓器保護的な適応なのか，
直接
的な細胞傷害の所見であるか結論は得られていない。こ
の研究で解答の糸口がつかめる事に期待している。

2．心筋症の成因，病態解明のための研究
心筋症 cardiomyopathy は心機能低下を伴う心筋疾患
であり，プロトタイプである肥大型-拡張型-拘束型や
種々の 2 次性心筋症を含めると多岐にわたるが，心筋障
害の成立機序や病変の増悪機転についての研究は不十分
であり，末期心不全に至った症例に残された治療法は心
臓移植しかないのが現状である。当教室では心筋症の病
理病態を明らかにするために臨床的，あるいは基礎的な
研究を行っている。

3．リゾフォスファチジン酸 LPA シグナリングの解析
LPA は代表的な脂質メディエーターであり，様々な細
胞の増殖，遊走，分化，細胞死の制御等に関与している。
がん患者の血清中では LPA 産生をうながすオートタキシ
ンの発現が亢進しており，腫瘍細胞の悪性形質の発現の
一因となっている。また LPA は血管平滑筋細胞において
も脱分化因子として作用し動脈硬化病変の形成に関与す
る。この際の LPA のソースは mildly oxidized LDL であ
ると考えられている。LPA には古典的 EDG 型レセプター
である LPA1-3 と近年発見された分子学的系譜を異にす
る非 EDG 型の LPA4-6 のレセプターが存在し，いずれも G
蛋白に共役した 7 回膜貫通型のレセプターGPCR である。
LPA はがん細胞や動脈硬化病変における平滑筋細胞にお
いても重要な生理活性物質と考えられる反面，その作用
機序，
特に非 EDG 型の LPA4-6 のレセプターを介したシグ
ナリングの意義は明らかではない。耳鼻咽喉科が専門で
ある大学院生の又吉は，種々の喉頭癌細胞株で LPA の作
用を検証した結果，SQ20B 細胞での増殖反応，遊走反応
が有志である事を見いだし，千葉の指導の下，LPA4 を発
現するadenovirus vector を開発，
現在この細胞の増殖，

1)臨床病理学的研究ならびに活動
加藤は以前より久留米大学(大島教授)，九州医療セン
ター(冷牟田副院長，中村循環器科部長)等との共同研究
により多数の心筋生検の標本を解析してきたが，
近年は，
心筋生検の組織情報を臨床現場に還元する視点から東海
心血管病理フォーラムでの招待講演などを通じて臨床家
との連携を積極的に行っている。また本年度は日本循環
器学会合同委員会(友池仁暢班長)の拡張型心筋症ならび
に関連する２次性心筋症に関する診療ガイドラインの作
製に参画，病理像の解説を担当した。2012 年 4 月の病理
学会総会では心筋生検研究会のコンパニオンミーティン
グで心筋生検の臨床病理相関について比較的心臓病理に
なじみの薄い病理医側にも解説する予定になっている。
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遊走の制御に LPAR-Rac を介したシグナリング経路に関
与するかどうか，確認を急いでいる。又吉の研究経過は
第 100 回病理学会総会でも口演に採択され発表した。
2012 年からは文部科研(若手 B)の支援も頂いている。ま
た加藤もかつて平滑筋細胞における LPA シグナリングが
Rac を介した NADPH 依存性の酸化ストレス亢進に働く経
路を研究しており(Vasc Pharmacol, 2007)，このような
又吉の研究とリンクして平滑筋細胞における非 EDG 型の
LPA4-6 のレセプターの意義を解明する研究を立案，やは
り 2012 年以降は，文部科研(基盤 C)の支援を受けて研究
を進める予定である。

推進し，同じ筋線維芽細胞増殖症である動脈硬化の研究
とリンクさせたいと考えている。

4．呼吸器疾患に関する研究
喘息，
間質性肺炎，
慢性閉塞性呼吸器疾患(肺気腫)は，
QOL を著しく低下させるだけではなく時に致死的である。
加藤は以前より久留米大学第 1 内科(星野友昭教授)との
共同研究を推進し，本年度は組織リモデリングを仲介す
る Chitinase に関する論文，matricellular protein と
して注目されている periostin に関する臨床研究論文に
参画した。
この分野の研究推進のため 2012 年からは久留
米間質性肺疾患研究会(事務局，久留米第一病院北里医
師)も発足予定で加藤は病理学的なアドバイザーとして
参画する。periostin に関しては佐賀大学生化学の出原
教授との共同研究も進められている。また肺癌の放射線
画像と病理像の対比を解説した同じ久留米第一病院放射
線科医長の寺崎医師の論文に参画し，成果は J Thorac
Imaging に掲載された。呼吸器の腫瘍については沖縄県
で多数の肺癌の手術が行われている国立病院機構沖縄病
院(石川清司院長)に医師を派遣し，連携を深めており，
本年もいくつかの症例報告や臨床研究に病理の立場から
参画している。教室の熱海は，呼吸器内科医としての専
門性を活かすために国内の間質性肺炎の研究会に積極的
に参画しており，本年度は腫瘍随伴血管炎に関して第 16
回血管病理研究会で口演を行った。引き続き臨床あるい
は分子呼吸器学を専門とする施設と連携した研究活動を

5．臨床病理学の実践，教育，若手病理医の育成
当教室は附属病院病理部(斉尾副部長)，腫瘍病理学講
座(吉見教授)と連携して医学附属病院における臨床病理
業務，剖検を担当し，あわせて医学部学生，研修医への
教育を分担している。また教室内の分担については以前
より保健学科形態病理学講座(金城教授)と連携している。
学内でのカンファランス実施状況は昨年度同様であるが，
松本は骨軟部腫瘍，熱海は呼吸器疾患のカンファランス
の病理を担当，加藤は今年も県内の腎病理フォーラムや
九大で開催されている九州沖縄腎生検フォーラムの病理
コメンテーターを務めた。沖縄ウロパソセミナーには慈
恵医大の鷹橋准教授による前立腺癌についての講演を拝
聴した。
地域連携は，
新たに県立中部病院(国島病理部長)
への医師派遣が決まり，本島内の主な国公立病院である
北部病院，中部病院，南部医療センター，国立沖縄病院
との連携が成立，今後は若手医師の育成だけではなく，
教育，研究，がん診療や種々の地域医療など共有する懸
案に解決に向け，これらの医療機関との協力が期待され
る。また与那原中央病院に続き，宜野湾記念病院とも剖
検受託に関する提携を結んだ。若手育成や病理医のリク
ルートに関しては，
佐賀県で行われた病理秋の学校(日本
病理学会九州沖縄支部主催)に教室の新垣，
仲西が学生有
志を引率して参画した。従来より 7 月に開催している腫
瘍病理学講座，県内の病理専門医の方々との合同病理科
説明会も継続している。卒前教育に関してはカリキュラ
ムの大幅な改変が行われている最中であり，病理部に派
遣される学生の延べ数も大幅に増加が見込まれる。高度
な臨床病理業務に対応し，教育の成果を上げるためにも
人的あるいはハード面での整備も課題である。現在，進
められている病院の再開発計画のワーキンググループに
参画し，附属病院の各々の臨床科や学生，研修医の高い
ニーズに応えられる体制の整備を意図している。

B. 研究業績
原
著
OI11001: Sakazaki Y, Hoshino T, Takei S, Sawada M, Oda H, Takenaka S, Imaoka H, Matsunaga K, Ota T, (A)
Abe Y, Miki I, Fujimoto K, Kawayama T, Kato S, Aizawa H. Overexpression of chitinase 3-like
1/YKL-40 in lung-specific IL-18-transgenic mice, smokers and COPD. PLoS One 2011;6:e24177.
OI11002: Okamoto M, Hoshino T, Kitasato Y, Sakazaki Y, Kawayama T, Fujimoto K, Ohshima K, Shiraishi (A)
H, Uchida M, Ono J, Ohta S, Kato S, Izuhara K, Aizawa H. Periostin, a matrix protein, is a
novel biomarker for idiopathic interstitial pneumonias. Eur Respir J 2011;37:1119-1127.
OI11003: Terasaki H, Kato S, Matsuno Y, Kusumoto M, Niki T, Hayashi A, Terasaki K, Hayabuchi N. Lung (A)
adenocarcinoma, mixed subtype: histopathologic basis for high-resolution computed tomography
findings. J Thorac Imaging 2011;261:74-81.
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OI11004: Chiba S, Takada E, Tadokoro M, Taniguchi T, Kadoyama K, Takenokuchi M, Kato S, Suzuki N. Loss (A)
of dopaminoreceptive neuron causes L-dopa resistant parkinsonism in tauopathy. Neurobiol Aging
2011;12.
OD11001: Hibiya K, Tateyama M, Tasato D, Nakamura H, Atsumi E, Higa F, Tamai K, Fujita J. Mechanisms (B)
involved in the extension of pulmonary mycobacterium avium infection from the pulmonary focus
to the regional lymph nodes. 結核 2011;86(1):1-8.
OD11002: 石川清司, 饒平名 知史, 比嘉 昇, 久志一朗, 河崎英範, 川畑 勉, 国吉真行, 原 真紀子, 那覇 (C)
唯, 藤田香織, 上原忠大, 仲本 敦, 大湾勤子, 宮城 茂, 久場睦夫, 新垣和也, 加藤誠也: 縦隔腫
瘍 361 例の臨床的検討 縦隔腫瘍取扱い規約(第 1 版)に基づいて. 国立沖縄病院医学雑誌,
2011;31:15-19.
OD11003: 石川清司, 饒平名 知史, 比嘉 昇, 久志一朗, 河崎英範, 川畑 勉, 国吉真行, 原 真紀子, 那覇 (C)
唯, 藤田香織, 上原忠大, 仲本 敦, 大湾勤子, 宮城 茂, 久場睦夫, 新垣和也, 加藤誠也: 縦隔腫
瘍 自験 361 症例の臨床的検討. 沖縄県医師会報, 2011;47(6):692-696.

症 例 報 告
CI11001: Hokama A, Kishimoto K, Nakamoto M, Kobashigawa C, Hirata T, Kinjo N, Kinjo F, Kato S, Fujita (B)
J. Endoscopic and histopathological features of gastrointestinal amyloidosis. World J
Gastrointest Endosc 2011;3(8):157-161.
CI11002: Hiramatsu S, Komori K, Mori E, Ogo A, Maruyama S, Kato S. A case of fulminant type 1 diabetes (B)
mellitus accompanied by myocarditis. Endocr J 2011;58(7):553-557.
CD11001: 喜瀬勇也, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 盛島裕次, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男, 新垣和也, (B)
加藤誠也: 大動脈弁原発 papillary fibroelastoma の 1 手術症例. 日本心臓血管外科学会雑誌,
2011;40(3):108-111.

総
説
RD11001: 加藤誠也, 新垣和也, 松本裕文: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 心アミロイドーシス (C)
の病理. Cardiac Practice, 2011;22(3):190-196.
RD11002: 加藤誠也, 新垣和也, 松本裕文: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 心臓サルコイドーシ (C)
スの病理. Cardiac Practice, 2011,22(4):269-274.
RD11003: 加藤誠也, 松本裕文: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 肥大型心筋症と BMHD(Bizarre (C)
Myocardial Hypertrophy with Disorganization). Cardiac Practice, 2011,22(1):6-10.
RD11004: 加藤誠也, 新垣和也, 毛利教生, 比嘉耕一: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 成人期･遠 (C)
隔期の川崎病に見い出された巨大冠動脈瘤と瘤壁の活動性肉芽腫性炎症. Cardiac Practice,
2011,22(2):100-105.

国際学会発表
PI11001: Nakanishi T, Matsumoto M, Chiba S, Ikeda Y, Ishibashi-Ueda H, Zaima N, Hirano K, Kato S:
Relationship between lipid deposition and ATGL expression in human myocardial tissue: A study
with autopsy cases. The First International Symposium on Triglyceride Deposit
Cardiomyovasculopathy and Neutral Lipid Storage Disease 2011, 11. Kyoto, Japan.
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PI11002: Chiba S, Hirano K, Kato S: Establishment of the Induction of Vascular Smooth Muscle Cells from
the Patient-specific iPS Cells and the fibroblasts. The First International Symposium on
Triglyceride Deposit Cardiomyovasculopathy and Neutral Lipid Storage Disease. 2011, 11. Kyoto,
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循環器・腎臓・神経内科学講座
A. 研究課題の概要
1. 臨床研究および臨床試験
琉球大学附属病院および関連施設の外来患者と入院
患者のデ－タベース,また,沖縄県内の高血圧を中心と
した生活習慣病患者データベース,健康診断及び人間ド
ックのデータベースの構築を行っている。これらのデー
タから,前向きおよび後ろ向きの臨床研究を計画・実施
し,成果があがっている。
1)臨床高血圧・腎臓部門
① 治療抵抗性高血圧の疫学研究（大屋,崎間,山里,又吉
ほか）
：本邦における治療抵抗性高血圧患者の実態に関す
る報告は限られている。
我々は,沖縄県内の関連病院と連
携して治療抵抗性高血圧の実態調査についてのコホート
を準備中である。
断面調査の一部は国内学会で報告した。
② 減塩システムの構築（大屋,崎間,古波蔵,新垣,山里,
又吉,石田ほか）
：高血圧の予防および治療の基本は生活
習慣の修正である。そのなかでも減塩は特に重要である。
日本人の食塩摂取量はまだ 10g/日を超えており,高血
圧治療ガイドライン（JSH2009）の推奨する 6g/日未満
の達成には新たな減塩システムの構築が必要である。食
塩摂取量の評価のゴールデンスタンダードは管理栄養
士による食塩摂取量の評定あるいは 24 時間蓄尿による
定量であるが,簡便性に乏しく,これらを日常臨床の現
場でルーチン化することは容易いことではない。我々は,
スポット尿による推定食塩摂取量の意義を明らかにし,
実臨床に即した減塩システムの構築に取り組んでいる。
断面調査の一部は国内学会で報告した。メタボリックシ
ンドロームの多い中年壮年での食塩摂取量の増加が明
らかとなった。今後は栄養調査を導入し減塩システムの
構築を目指す。
③ アンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）と利尿薬併用
の効果・副作用に関する研究（大屋,崎間,山里,新里,仲
本,石田,古波蔵ほか）
：とくに降圧や副作用の短期観察結
果を,英文誌に報告した。さらに,ARB と利尿薬併用療法
から ARB/利尿薬合剤へ切り替えたときの降圧効果,服薬
アドヒアランスおよび治療満足度に関する研究（大屋,
崎間,山里,大城,仲本,古波蔵ほか）
において,合剤に切り
替えると,血圧コントロール,服薬アドリアランスが改善
すること,治療に対する満足度の改善した群では降圧が
多きことを明らかにした。今後は配合剤間の違いについ
て検討する予定である。
④ 沖縄野菜摂取と高血圧および循環器疾患に関する研
究（大屋,石田,崎間,新垣,又吉ほか）
：沖縄の長寿に沖縄
野菜の摂取が関係するとされている。衛生学・公衆衛生
学教室の等々力准教授との共同研究より,沖縄野菜の摂
取が,血圧,酸化ストレスマーカー,血管内皮前駆細胞数,
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脈波などの臨床指標に影響を与えるかについて,無作為
割付介入試験を行っている。すでに,健常若年女性,沖縄
在住中年男女,沖縄在住アメリカ人中年男女,関東在住中
年男女に対して,介入試験を行った。
野菜の豊富な食事に
より,体重減少,血圧低下,内皮前駆細胞の増加を認めて
おり,石田らがその結果の一部を論文発表した。また,又
吉を中心にワルファリンの効果と沖縄野菜の相互作用に
関する研究が開始された。
⑤ 生活習慣病関連遺伝子に関する疫学研究（大屋,崎間,
東上里ほか）
：沖縄県は地理的,文化的背景より住民の県
外移動が少なく,悉皆性の高い疫学的研究が可能である。
2006 年より沖縄県総合保健協会（OGHMA）検診・人間ド
ックコホート研究を中心に,遺伝子実験センターとの共
同研究として,バイオバンク
（遺伝子バンク＋疫学追跡研
究）
を,沖縄の地域住民および人間ドック受診者を対象に
開始している。現時点で登録者数は約 4,000 人である。
複数の肥満関連遺伝子多型の組み合わせにより,肥満の
リスクが高まることを報告した。
現在,崎間らを中心に論
文投稿準備中である。
⑥ メタボリックシンドロームと動脈硬化に関する研究
（大屋,崎間,宮城,仲本,伊佐,石田ほか）
：人間ドック受
診者および労災二次検診受診（メタボリックシンドロー
ムが対象）
を対象に,腹部 CT での内臓脂肪の測定,大動脈
脈波速度や頚動脈エコーによる動脈硬化の評価などを行
っている。
動脈硬化のリスクファクターとしての,メタボ
リックシンドロームの横断的,縦断的研究を開始した。
現
在,大動脈脈波速度は約 10,000 名を越える対象者から,
腹部CT は約3,000 名を超える対象者からデータが得られ
ている。
昨年度の検討の結果から,内臓脂肪と大動脈脈波
速度の関連,腎機能と大動脈脈波速度の関連について,学
会や論文の発表が行われた。現在,アディポネクチン,高
感度 CRP,インスリンとの関連を評価する予定である。本
研究は沖縄県総合保健協会（金城幸善理事長）との共同
研究である。
⑦ 末梢動脈疾患に関する研究（石田，宮城，當間，ほ
か）
：人間ドック受診者における沖縄県における末梢動脈
疾患の頻度を明らかにし,国内外で報告した。また,足関
節上腕血圧比 ABI の経年変化を明らかに,若年女性では
血管狭窄がなくても ABI が低値を示すことを論文報告し
た。
⑧ 降圧療法と 24 時間血圧プロフィールに及ぼす影響
に関する研究（大屋,崎間,山里,又吉,新里,仲本,古波蔵
ほか）
：高血圧診療において,24 時間にわたる厳格な血圧
コントロールの重要性が示されている。
我々は,高血圧患
者における慢性腎臓病の進行に夜間血圧のみならず,昼
間血圧のコントロール状況も重要であることを,国内外
の学会で報告した。
また,長時間作用型カルシウム拮抗薬
の分割投与は,単回投与に比較して夜間および早朝を含
めた午前中の血圧コントロールに優れることも国内外の
学会で報告した。
さらに,宮崎大学医学部の北村和雄教授
との共同研究により,ARB を標準用量から高用量 ARB へ増
量したときの 24 時間血圧コントロールに関する前向き

研究も行った。利尿薬存在化で高用量 ARB への切り替え
効果が増大することを明らかにし,国内外の学会で報告
した。
⑨ 高齢者高血圧の実態に関する臨床研究：
（大屋,崎間,
山里,又吉ほか）
：本邦における高齢者高血圧患者の治療
の実態に関する報告は限られている。
我々は,沖縄県内の
関連病院と連携して高齢者高血圧の治療実態についての
臨床研究を開始した。
⑩ IgA 腎症に関する臨床研究 (古波蔵,幸地, 前原,
金城孝典,)：年齢による病態の違いなどを明らかにして
きた。また病態に基づき扁摘パルス療法に加えて積極的
なレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系阻害薬
の使用を行なう事で高い尿所見以上の寛解を達成できる
ことを報告した。さらに我々の治療戦略に関して,IgA 腎
症患者への扁摘パルス+ARB (カンデサルタン)併用療法
の尿所見寛解および腎機能障害進展抑制効果に関する前
向 き 介 入 研 究 (Combination Therapy, Candesartan,
Steroid pulse, and Tonsillectomy in IgA nephropathy)
を現在行なっていて,症例登録を終了して 2 年間の観察
を行っている。
⑪ 尿酸と腎内小細動脈硬化に関する臨床研究 (古波蔵,
大屋)：我々は,高尿酸血症と心血管病や腎不全発症との
関連について疫学研究を行なってきた。そのメカニズム
として尿酸の腎内小細動脈硬化に及ぼす影響に注目し,
腎生検標本を用いて腎内小細動脈硬化に関連する因子,
特に尿酸との関連について検討し論文投稿中である。
⑫ 慢性腎臓病における C3 の病態への関与と性差 (古
波蔵, 幸地, 宮城,金城):アディポサイトカインである
C3 が IgA 腎症患者の代謝異常に関連すること,とくに女
性においては蛋白尿や半月体形成に関連することを明ら
かにした。
さらに慢性腎臓病患者全体を対象に C3 の腎障
害進展,とくに蛋白尿との関連について検討をすすめて
いる。
⑬ リウマチ疾患の病態における慢性腎臓病やメタボリ
ック症候群(Mets)合併の意義 (幸地,古波蔵)：自己免疫
疾患であるループス腎炎において Mets の合併が多いこ
と,Mets が尿蛋白や血清学的な活動性指標に関連してい
ることを明らかにし論文準備中である。さらに豊見城中
央病院の関節リウマチの患者のコホートを作成し,慢性
腎臓病やメタボリック症候群合併の実態に関する横断研
究と慢性腎臓病発症,進展,心血管合併症発症,それぞれ
の発症率と関連する因子を検討中である。本研究は豊見
城中央病院との共同研究である。
⑭ 慢性腎臓病におけるサイアザイド系利尿薬の有用性
(宮城,古波蔵,崎間,大屋)：一般的に腎機能が中等度以上
に低下した例ではサイアザイド利尿薬は降圧に無効だと
されている。しかし,ARB 内服中の腎不全患者ではサイア
ザイド系利尿薬の追加により有意な降圧効果が得られる
ことを明らかにして報告した。
⑮ ARB 内服患者における eGFR 改善に関連する因子の検
討(大内,古波蔵,崎間,大屋): 最近,ARB 長期内服例にお
いて eGFR が改善する例があることが報告されている。

我々も外来通院中の ARB 内服患者において 2 年間の観察
期間内に約半数の例で eGFR が改善すること,そして尿酸
値の改善がそれに関連することを報告した。
⑯ 血液透析患者における皮膚掻痒症の現状調査と実践
的治療の取り組み (古波蔵) : 沖縄第一病院の維持血
液透析患者においてナース主導で皮膚掻痒症の実態調査
を実施した。
今後,現状の課題に対して具体的な介入を通
じて実践的な治療の有用性を検討する予定である。
⑰ 腎ドップラーエコーによる腎疾患の病態解析 (前
原): 腎グループに入院した患者で腎ドップラーによる
腎内血流波形の解析を行い各種病態との関連や降圧薬に
よる変化などを検討している。
⑱ 血管内皮機能 (FMD)と腎内小細動脈病変との関連
(宮城,古波蔵): 腎生検例で FMD と腎内小細動脈病変と
の関連やそれぞれに関連する因子にについて検討してい
る。
⑲ CKD ビジュアルシンキングを用いた CKD 診療の啓蒙
および蛋白尿撲滅キャンペーン (古波蔵,大屋)：沖縄県
の透析患者を減らすために CKD 診療の独自のノウハウを
地域の一般内科医,腎臓専門医に講演会などの機会を通
じて啓蒙活動を行ってきた。さらに糖尿病性腎症におけ
る降圧薬の使用法について実践的な方法を提案,地域毎
の糖尿病性腎症の対策をサポートしている。
2）循環器・心臓リハビリテーション部門
慢性心不全,虚血性心疾患,肺循環障害,末梢動脈疾患,
血管内皮障害,家族性高脂血症における臨床研究が進行
中。血管内皮機能や酸化ストレス,血液レオロジー,心血
管リハビリテーションをキーワードに研究を展開してい
る。国内の多施設共同臨床試験への症例登録も順調に進
行している。レジストリー型臨床研究基盤を CRC と協力
し構築中である。
①心筋症に関する研究
（槙田,浅田,山里,相澤,當間,池宮
城,大城,伊敷）
：肥大型および拡張型心筋症症例を登録し,
疫学的解析および病態解明をめざす。
②心疾患と酸化ストレスと血液レオロジーに関する研
究：心疾患を対象とし,ヒト心臓において産生される活性
酸素や抗酸化力を測定し,各種の心疾患における酸化ス
トレスの違いを明らかにし,病態解明をめざす（相澤,池
宮城,大城,伊敷,安）
。
③タコツボ型心筋症,心アミロイドーシス,心サルコイド
ーシス,心ファブリーのレジストリー型コホート研究：病
態解析や臨床診断,治療法の検討。
（山里,相澤,當間,池宮
城,大城,伊敷,安）
④難治性虚血性心血管疾患に対するヘパリン＋運動によ
る血管新生療法に関する検討：（南部,新里,山里,大城,
伊敷）
⑤心疾患患者に対する外来通院型心臓リハビリの有効性
を前向き登録研究により検討する J-REHAB 研究の登録が
終了している。
（南部,新里,山里,大城,伊敷）
⑥血管内皮機能関連の臨床研究；FMD-J：FMD 多施設共同
研究：
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(ア）虚血性心疾患の予後予測指標としての FMD(flowmediated dilatation)で計測した血管内皮機能の有用性
の検討。
（相澤,池宮城,伊敷,大屋）
(イ) FMD 障害の成因についてのプロテオミクス解析（酸
化ストレスの関与）
。
(ウ)糖尿病あるいは高血圧症例での FMD 値が頸動脈の
IMT（intima media thickness）進行を予測できるかを検
討。症例登録は終了しフォローアップに入っている（相
澤,池宮城,伊敷,大屋）
(エ）
血管内皮機能障害における K チャンネルと酸化スト
レスの関連（伊敷,大屋）
(オ）FMD 障害と尿中微量アルブミン/クレアチニン比との関
連についての前向き研究（伊敷,大屋）
⑦動脈硬化関連の研究；Real CAD 大規模臨床試験（大城,
伊敷,大屋）
⑧家族性高コレステロール血症の実態解明と長期予後に
関する研究；登録が終了。
（池宮城,伊敷,大屋）
⑨心不全関連の臨床研究（槙田,浅田,山里,相澤,當間,
池宮城,大城,新里,伊敷）
(ア）心不全患者におけるサムスカ（トルバプタン）の治
療効果に関する検討；Tolerance 研究（山里,相澤,當間,
池宮城,大城,伊敷）
(イ)慢性心不全における ASV(automated supportive
ventilation)治療の心機能および循環動態系への影響お
よび予後改善効果の検討(SAVIOR-C 研究,その他)。
（山里,
相澤,當間,池宮城,大城,伊敷）
(ウ) 慢性心不全患者のβ遮断薬導入時忍容性における
ASV の役割に関する研究（山里,相澤,當間,池宮城,大城,
伊敷）
(エ）
慢性心不全患者におけるアドヒアランスの心機能お
よび予後との関連についての検討。
（新里,山里,相澤,當
間,池宮城,大城,伊敷）
( オ ) 重 症 心 不 全 患 者 に お け る IA(Immunoglobulin
absorption)治療の導入の検討。
（山里,相澤,當間,池宮城,
大城,伊敷）
⑩末梢動脈疾患患者の運動習慣,食習慣と地域特異性の
研究 沖縄と本土（東北,関東,九州）での比較検討を行
い,適切な地域ごとの介入ポイントを探る。
（南部,伊敷）
⑪包括的心血管リハビリテーションにおけるチーム医療
（南部,新里,相澤,伊敷）

脈波形が左鎖骨下動脈狭窄度と関連することを見いだし
その関連性を分類化し論文としてまとめた報告した．ま
た，比較的新しい超音波検査技法として micro convex
probe を用いた経口腔頸部血管超音波検査法について報
告した．
② 脳卒中地域連携および発症登録事業（伊佐，渡嘉
敷）
：近年，全国各地で脳卒中における地域連携の取り組
みが進められている。沖縄県においても中部保健医療圏
に続き，南部保健医療圏で地域連携の取り組みが開始さ
れ，琉球大学病院として地域連携システムに参加するこ
ととなった。また，脳卒中発症登録についても医師会と
協力し，システム構築を目指している
③ 神経変性疾患；認知症（渡嘉敷）
：高齢化社会におけ
る社会的問題点のひとつに認知症老人の増加が挙げられ
る。認知症の早期発見，治療および対策が求められてい
る。沖縄県臨床痴呆研究会の活動にも積極的に参加し，
臨床および社会的背景からも地域社会における啓蒙活動
が重要ととらえ，現在，地域あるいは医療機関における
講演会を開催している。塩酸ドネペジルが認知症の代表
的疾患であるアルツハイマー病の治療薬として病気の進
行抑制効果を認められ，日常臨床で使用されるようにな
った。治療開始した症例について，治療効果の予測およ
び判定の一手法として治療前後における臨床応用が可能
となったＭＲＩでの volumetry 法(VSRAD)や脳血流シン
チグラム（ECD-SPECT）を施行し，評価を進めている。
④ 認知症地域連携（渡嘉敷）
：地域における認知症医療
連携を円滑に推進するために関係医師およびコメディカ
ルとともに連携ツール（認知症連携パスなど）の開発に
参画している．また，カンファランスの講師として講習
会をはじめとした教育・啓蒙活動を推進している．
⑤ 低髄液圧症候群の診断を当科で行った症例が蓄積さ
れつつあり，有効な診断方法の検討を行っている．
⑥ ボツリヌス治療が眼瞼痙攣・片側顔面痙攣・痙性斜
頚に加え，脳性麻痺に対する保険適用が拡大された，今
後もボツリヌス治療を継続して行っている．

3) 神 経
平成 23 年 4 月から呉屋よしのが 3 年目後期研修医とし
て新たにグループのメンバーとして加わり，脳血管障害
および神経変性疾患について積極的に診療を行っている．
また，県内の神経内科，精神科および脳神経外科医と協
力し，脳卒中地域連携や認知症の臨床研究・一般への啓
蒙活動などへ取り組んでいる。
① 頸動脈超音波検査および大動脈脈波速度（崎間，伊
佐）
：伊佐の指導の下，崎間らは脳卒中患者を対象に脳血
管障害と頸動脈雑音,頚動脈狭窄,大動脈脈波速度との相
関について研究を引き続き進めている。崎間は左椎骨動
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2. 疫学研究
1) メタボリックシンドロームと動脈硬化に関する研究
（大屋,宮城,洲鎌,伊佐）
：人間ドック受診者および労災
二次検診受診（メタボリックシンドロームが対象）を対
象に,腹部 CT での内臓脂肪の測定,大動脈脈波速度や頚
動脈エコーによる動脈硬化の評価などを行っている。動
脈硬化のリスクファクターとしての,メタボリックシン
ドロームの横断的,縦断的研究を開始した。現在,大動脈
脈波速度は約10,000 名を越える対象者から,腹部CT は約
3,000 名を超える対象者からデータが得られている。昨
年度の検討の結果から,内臓脂肪と大動脈脈波速度の関
連,腎機能と大動脈脈波速度の関連について,学会や論文
の発表が行われた。現在,アディポネクチン,高感度 CRP,
インスリンとの関連を評価する予定である。本研究は沖
縄県総合保健協会（金城幸善理事長）との共同研究であ
る。

2) 沖縄県における循環器疾患発症の時代変化（洲鎌,
伊佐,大屋ほか）
：男性の平均寿命が全国で 26 位になっ
たことに代表されるように,沖縄県の循環器疾患の発症
は以前と比べ変化している。このことを明らかにするた
め,地域での循環器疾患の発症調査を行った。
具体的には,
現在,宮古医師会と共同で宮古島における循環器疾患の
発症調査を行っている。
また,リスクファクターの時代変
遷と発症率変化との関連について調査中である。
3) 慢性心不全に関する疫学共同研究(伊敷, 長濱,大城,
東上里)：慢性心不全の増悪のため入院治療を要する患
者を対象とした調査研究(JCARE-CARD)を日本循環器学会
とタイアップして患者の登録を行い,重症度,治療法,予
後調査を行っている。
4) 沖縄県のベンチャー事業育成事業に関連し,バイオ
ベンチャー企業,遺伝子実験センターと共同研究として,
バイオバンクの構築およびその対象者のフォローアッ
プシステムを構築中である。2008 年 6 月の段階で,2,000
名の遺伝子をバンク化した。今後,解析および追跡を開
始する。
（大屋,東上里ほか）
5) 地域におけるアルツハイマー病発症のリスク因子の
検討（国際共同研究）
：オレゴン大学のチームと共同で,
オレゴン,沖縄宜野湾市で,80 歳以上の高齢者について
認知機能やそのリスクファクターについて検診を行った
（渡嘉敷,東上里,大屋ほか）
。今後,地域でのアルツハイ
マー病の有病率や発症を経年的に調査してゆく予定であ
る。本研究は,琉球大学衛生学・公衆衛生学分野,オレゴ
ン州立大学との共同研究である。

科学研究費の助成を受け,ほかの高血圧モデル動物でも
同様の検討を開始している。
2) 心肥大及び心不全発症に関連する遺伝子の研究（大
屋,仲本,山里,新里ほか）
：Dahl 食塩感受性高血圧ラット
は,食塩負荷により高血圧を発症し,その経過で左室肥大
や心不全が出現する。東京医科歯科大学難治疾患研究所
（木村彰方教授）と共同で,このラットの心臓を用い
Gene chip を用いて,左室肥大および心不全時に発現が変
化する遺伝子を調べている。すでに既知および未知の遺
伝子を見出しており,これらの遺伝子がラットに降圧治
療をした場合,どのように変化するかなど,より詳細な病
態との関連について検討中である。
3) 血管機能と血管平滑筋及び内皮細胞のイオンチャネ
ルの研究（大屋,伊敷,武村,大城ほか）
：大屋が前任地よ
り継続して研究を行っている。高血圧動物の血管平滑筋
や内皮細胞ではカリウムチャネルの発現や活性が変化し
ており,そのメカニズムを検討している。また,この内皮
細胞のカリウムチャネルの変化は,内皮機能低下と関連
するが,このことがヒトにおいても生じるかについて,前
腕血流測定法を用いて検討中である。
これは,薬物作用制
御学教室（植田真一郎教授）と共同で検討中である。ま
た,Flow-mediated-dilatation 法に血管径自動計測装置
を併用して非観血的内皮機能測定を行っており,循環器
疾患や腎疾患における内皮機能の障害を調べている。
4) 高血圧性臓器障害と酸化ストレス,PPARγの関連
（大屋,新里,仲本,洲鎌ほか）
：酸化ストレスが,高血圧,
糖尿病,動脈硬化,心不全など様々な病態で亢進している
ことが知られている。
我々は,心臓,腎臓,血管における酸
化ストレス産生系として重要である NAD(P)H oxidase に
注目し,高血圧の病態でのその発現,活性,および病態へ
の関与についてラット高血圧モデルを用いて検討してい
る。高血圧により,血管および心臓での NADPH oxidase
の発現が亢進し,降圧治療により抑制されることなどを
見出した。新里，仲本が論文発表した。さらに,PPARγが
高血圧性臓器障害に対して保護的に働いている結果を得
ており,循環器学会や高血圧学会で報告している。現在,
腎臓障害においても,酸化ストレスや PPARγの関与を検
討中である。本研究は,保健学科生体機能学教室（安仁屋
洋子教授）および九州大学生体防御研究施設（住本英樹
教授）との共同研究である。
5) 血管組織における MMP 発現および活性調節に関する
研究（石田,真野ほか）
：マクロファージ,血管平滑筋,内
皮細胞では MMP が産生され,細胞外マトリックスを分解
し,血管やプラックの脆弱化,細胞遊走,血管新生と関連
する。また,MMP の活性化は,急性冠症候群の発症や動脈
瘤形成に関与することも報告されている。我々は,MMP 活
性亢進に酸化ストレスが関与することも見出している。
また,MMP の活性調節に,PPARγが関与する結果を得てお
り論文作成中である。
6) 内皮前駆細胞の分化に関する研究（石田,大屋ほか）
：
我々は,後述するように,血管内皮前駆細胞（骨髄由来単
核球）
による血管新生治療を,本学の医の倫理委員会の承

3. 実験的研究
生化学,病理学,細胞生物学,分子生物学など複数の手法
を使い,多方面から,高血圧,心臓疾患,腎臓疾患の病態
とメカニズムを研究している。 from bench-side to
bed-side を実践すべく,実験結果が臨床に結びつくよう
な方向性で実験を行っている。
1) 中枢性循環調節に関する研究（山里,崎間,仲本,大屋
ほか）
：我々は,無麻酔・無拘束下ラットで,血圧,腎交感
神経の記録,中枢（脳室内,延髄）への薬物投与を行い,
交感神経と循環調節に関する研究を行っている。これま
でに,中枢のα２受容体作用の高血圧における変化,スト
レス反応における中枢レニン・アンジオテンシン系の関
与の検討を行い,学会報告,論文化を行っている。現在,
心筋梗塞モデルラットを作成し,交感神経と心不全の関
連に関して検討中である。また,平成 20 年からは脳にお
ける骨髄由来細胞の分布または機能の異常が高血圧の病
態に関与しているという仮説のもとに中枢性循環調節に
関する新たな検討を開始した（山里,石田,崎間,大屋ほ
か）
。
骨髄由来細胞の脳室内移植は高血圧ラットの血圧や
心拍数へ明らかな影響を及ぼさなかったが,骨髄由来細
胞は内皮細胞に比べACE2 やMn-SOD を多く発現しており,
また,長期にわたり脳内に生着していたことから,生着局
所の脳内レニン-アンジオテンシン系を調節しうる可能
性が考えられ,学会報告した。同研究は平成 21 年からは
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認のもと行っている。安全性やさらに効率のよい治療法
を開発するため,ヒト内皮前駆細胞を培養する実験系を
確立し,血管内皮前駆細胞には少なくともに分化度の異
なるサブタイプが存在していることを確認した。現在,
成熟内皮細胞への分化に関する促進因子,抑制因子など
を調べている。

来単核球細胞移植の治療において心機能が改善したこと
を心筋シンチグラムを行なって確認し，石原（垣花）が
論文発表した。
現在,虚血心臓や拡張型心筋症への投与に
関して,安全性や妥当性の確認のための予備研究を行っ
ている。
2) 家族性地中海熱に関する遺伝子診断の高度先進医療
申請（富山,東上里ほか）
：家族性地中海熱は周期熱のひ
とつである常染色体劣勢遺伝の遺伝性疾患である。すで
に 10 例を越える症例に対して,同遺伝子診断を行なった。
現在,先進医療への申請について準備中である。
本研究は
大学院生命統御医科学（陣野吉廣教授）との共同研究で
ある。
3) チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 動 脈 石 灰 化 病 変
calciphylaxis 治療の臨床評価（石田,渡嘉敷かおり,井
関邦敏）：血液透析患者などにおこる細動脈の高度石灰
化による虚血性疾患である calciphylaxis に対するチオ
硫酸ナトリウム点滴治療を本学の倫理委員会承認のもと
行い,良好な成績を得たため学会報告し,論文発表した。

4. 先進医療の開発
1) 血管新生治療（大屋,石田,ほか）
：第二外科との共同
研究で,H15 年度よりビュルガー病および閉塞性動脈硬
化症患者を対象に血管新生治療を開始した。治療プロト
コールでは,G-CSF を筋注して末梢血に骨髄から血管内
皮前駆細胞を含んだ骨髄由来単核球を動員し,これをア
フェレーシスにより採取し,虚血部位に筋注している。
い
ずれの患者においても自覚,他覚症状,検査所見の改善を
認めた。この結果は論文報告された。平成 22 年 9 月 1
日から先進医療（末梢血幹細胞による血管再生治療）と
して認定された。ビュルガー病と拡張型心筋症を合併し
た重症虚血肢の症例に対して行なった G-CSF 併用骨髄由
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する検討(長崎拓，太田孝男)
糖尿病性網膜症(DR)の発症にアデｨポサイトカインが
関与している可能性が示唆されており，DR 研究領域で実
験動物モデルとして未熟児網膜症発症要件と類似したマ
ウスがよく用いられる。
我々は ROP 発症にもアデｨポサイ
トカインが関係している可能性を考え，未熟児の出生後
の体重変化(脂肪組織の発達)と未熟児網膜症の関連を
Bio-Plex 200TM suspension aarray system(BIO-RAD,Inc)
を用いて分子生物学的機序について検討を加えている。

育成医学講座
A. 研究課題の概要
1. 小児･新生児における重症呼吸循環不全に対する治
療法の臨床応用と合併症予防に関する研究(吉田朝秀，
呉屋英樹，長崎拓，太田孝男)
体外式膜型人工肺(ECMO)は新生児遷延性肺高血圧症や
重症呼吸器疾患に用いられ，予後を改善してきた。当ｾﾝ
ﾀｰでは平成 23 年度に胎便吸引症候群による呼吸障害 1
名に ECMO 導入例があり，平成 12 年以来，通算 23 例中，
17 例救命となった。神経学的な予後の改善を目的として
頸動脈の cut-down を必要としない V-V ECMO や頸動脈の
再建を積極的に行なっている。重症呼吸障害に対し，平
成 13 年より導入した一酸化窒素(NO)吸入療法は，平成
22 年より保健適応となった。先天性横隔膜ﾍﾙﾆｱの他，重
症感染症や新生児仮死，未熟児への導入が増え(平成 23
年 3 例，通算 44 例)，呼吸状態の改善した症例を認めて
いる。

5. 尿中ﾅﾄﾘｳﾑ排泄率(FENa)による未熟児動脈管開存症
(PDA)発症予測の検討(呉屋英樹，太田孝男)
PDA の発症と治療反応性の予測に関して，脳性ナトリ
ウム利尿ペプチド(BNP)やプロスタグランジンが有用と
の報告がある。我々は PG の間接的な指標として FENa を
用いてその予測因子としての有用性を検討している。早
産児の在胎週数と FENa は負の相関関係を認め，PDA 治療
群では FENa が高値となる傾向があった。今後，より早期
に FENa を計測し PDA 発症の予測や，
ｲﾝﾀﾞｼﾝ等の治療効果
の判定に対する有用性を検討する。
6.リツキシマブを用いた小児難治性慢性特発性血小板
減少性紫斑病(ITP)に対する治療（糸洲倫江，宮本二郎，
百名伸之）
慢性 ITP の病態は，血小板に対する自己抗体により網
内系で血小板が破壊されることによる。
血小板数が 2 万/
μl 以下，または著明な出血傾向を呈する場合は治療介
入の適応となる。一般的にステロイド剤投与，ガンマグ
ロブリン大量療法が行われているが，これらに反応しな
い難治性の場合は脾摘が行われる。しかし，小児，とく
に 5 歳以下では脾摘は危険であり，また脾摘後の再発も
みられる。リツキシマブはヒト化抗 CD20 抗体で，B 細胞
性リンパ腫の治療に用いられている。近年，その作用機
序から抗体産生抑制効果を期待して，難治性慢性 ITP に
試みられ，その有効性が報告されている。本研究は，小
児の難治性慢性 ITP に対して本剤を用い，有効性，安全
性を検討する。本年は 2 例に本治療を行った。

2. 新生児低酸素性虚血性脳症に対する脳低温療法の
有効性と安全性についての研究(吉田朝秀，長崎拓，呉
屋英樹，太田孝男)
新生児低酸素性虚血性脳症(HIE)は生命予後，
神経学的
予後の改善が遅れている疾患の一つである。従来の循環
呼吸管理では脳の低酸素虚血後の再灌流によって生じる
二次的脳神経障害は回避されない。
当ｾﾝﾀｰでは平成16 年9 月に本治療法の導入について当
院倫理委員会より承認を得て以来，症例を重ねて有効性
と安全性の検討を行っている。現在，新生児低体温療法
はILCOR の蘇生法勧告2010CoSTR に基づいて日本版ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝが提示されており，当院においてもﾚｼﾞｽﾄﾘｰへの登録
を開始している。
3. 新生児における積極的栄養法とアデｨポサイトカイ
ンの関連解析(吉田朝秀，太田孝男)
脂肪組織由来内分泌因子でアデｨポネクチン(Ad)は糖
代謝，脂質代謝へ関与し動脈壁の恒常性の維持という生
理作用をもつ。早産児は多量体 Ad の分画のうち，HMW-Ad
が低い状態で出生しそれが修正満期まで継続し，修正満
期に達した早産群の PWV は正常群より高値であることを
報告した。また，出生体重へ早期に復帰した児の修正満
期における HMW-Ad が比較的高値である事を報告した。
近
年早産児の栄養法として，胎児期体重増加を目指した積
極的栄養法(早期経腸栄養＋充分な経静脈栄養)を導入し
ており，その効果を生化学的指標や動脈壁硬化度の比較
検討を行ない心血管障害発症のリスクについてさらに検
討する。

7.リツキシマブを用いた同種造血細胞移植後の難治性
慢性 GVHD に対する治療（糸洲倫江，宮本二郎，百名伸
之）
同種造血細胞移植後の慢性 GVHD は，移植の予後，QOL
に影響する。通常，治療として免疫抑制剤（カルシニュ
ーリンインヒビター，サリドマイド等）
，ステロイド剤が
用いられているが，しばしば難治性であり，この 20 年間
は有意な予後の改善は得られていない。最近，慢性 GVHD
の病態に B 細胞の関与が報告され，B 細胞に対するヒト
化抗 CD20 抗体（リツキシマブ）の有効性が報告されてい
る。
現在，
3 例の難治性慢性 GVHD にリツキシマブを試み，
その有用性を検討している。

4. 早産児における体重変化と未熟児網膜症(ROP)に関

8.同種造血細胞移植後の高フェリチン血症に対する経
53

口除鉄剤デフェラシロクスの有用性の検討（糸洲倫江，
宮本二郎，百名伸之）
同種造血細胞移植後は，移植前後の過剰輸血や感染症
などの炎症にともなって鉄過剰状態に陥る。しばしば血
清フェリチン値は 2000ng/ml 以上となり，MRI 画像では
肝臓，膵臓，心臓に鉄沈着が認められる。この状態では，
フリーラジカル産生による組織細胞障害，
炎症を来たし，
肝障害，糖尿病，心不全を引き起こし，移植後の生命予
後に影響することが報告されている。経口除鉄剤デフェ
ラシロクスは鉄キレート剤であり，これにより血清フェ
リチン値を有意に低下させることで病態，予後の改善が
期待できる。現在，4 例に試みており，有効性を検討し
ている。

等で 1 割程度に移植関連死亡が発生する。特に，免疫不
全症候群ではすでに感染病巣をもっている例があり，そ
の死亡率はさらに上昇する。骨髄非破壊的前処置は臓器
毒性が軽減され，早期死亡率の低下，晩期合併症（不妊
成長障害等）の回避を目的にとして開発された。近年，
原発性免疫不全症などの非悪性疾患に対して骨髄非破壊
的造血幹細胞移植での生存率向上や良好な生着率の報告
が出ており注目されてきている。しかし具体的なレジメ
ンなどの充分なデータが乏しい。今年度は，2 例の先天
性免疫不全症候群に対して骨髄非破壊的移植を行い，そ
の有用性を検討している。
10. 沖縄県ムコ多糖症に対するイソフラボンによる治
療効果 (知念安紹)
ムコ多糖症はリソソーム加水分解酵素の異常で，進行
性の精神運動発達遅滞などをきたし多くは 20 歳頃死亡
する常染色体劣性遺伝病である。沖縄県ではムコ多糖症
IIIB 型が多く，NAGLU 遺伝子の R565P 変異が多い。大豆
イソフラボンの成分で genistein が線維芽細胞を用いた
実験でグリコサミノグリカン (GAG)基質合成抑制すると
いう報告がなされ，臨床効果も一部報告されている。イ
ソフラボンの長期投与において効果の有無を検討する。

9.先天性免疫不全症候群に対する骨髄非破壊的前処置
を用いた造血細胞移植療法の開発（糸洲倫江，宮本二郎，
百名伸之）
先天性免疫不全症候群の自然経過は，致命的感染症に
より予後不良であり，造血幹細胞移植が唯一の根治療法
である。従来，標準的移植法として骨髄破壊的前処置に
よる移植が主に行われてきた。しかし，前処置による臓
器障害，骨髄機能低下や免疫能低下に伴う感染症，GHHD
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放射線診断治療学講座
A. 研究課題の概要
【放射線診断部門】
1. シネ MR による肺高血圧症例の肺動脈収縮期圧･体肺
循環の短絡量測定とその臨床的意義(鮎川雄一郎，土屋
奈々絵，村山貞之)
肺高血圧症は予後不良の疾患である。原因が未解明の
特発性や二次的に肺線維症や COPD の患者に生じるもの
が知られている。肺動脈圧はこれら患者の予後に大きく
かかわっており肺動脈圧を評価することは大変重要であ
る。
MRI 装 置 で は ， phase contrast 法 (PC 法 ) に よ る
cineMRA を撮像することでドップラーエコーと同様にパ
ルス血流の測定が可能である。この研究では二次性肺高
血圧を有する患者の重篤度や予後と cine MRA phase
contrast 法で求めた肺血流量などのデータの関係を解
明することを目的としている。最初にこの手法で研究を
手掛けたのは 1999-2002 年である。
｢MR 肺動脈流速測定，
肺血流潅流量測定による放射線肺臓炎の発症予測の確
立｣というテーマで研究を行った結果，
ドップラーエコー
では評価できない左右分肺の肺血管抵抗を評価する方法
を開発し，肺血管抵抗が亢進している症例が放射線肺臓
炎を発症しやすいことを報告している。
2005 年度から｢cineMRI を用いた肺動脈流速測定によ
る二次性肺高血圧症の評価法の確立｣というテーマで研
究を再開した。
予備研究として健常者 20 名に対し肺血流
測定を行い設定するスライスによる精度や再現性の違い
について評価し血管に直行するスライスを設定すること
でより精度の高い測定が可能であることを報告した。こ
の研究で得られたスライスの設定法などをもとに肺動脈
血流やその他のデータが肺高血圧の評価に有用であるか
検討した。
対象は肺線維症の患者(肺動脈圧が上昇してい
ると考えられる)と健常者で肺動脈血流を測定し得られ
た流速からいくつかの肺高血圧の指標を算出し，健常者
と肺線維症の患者で比較した結果，評価したほぼすべて
の指標で両者に明らかな有意差が認められた。ROC curve
を使用した解析でこれらの指標には高い識別能があるこ
とも判明した。これら結果は肺動脈圧の上昇を評価する
有用な手法であることを示すものである。また，呼吸機
能検査を施行し指標との相関についても検討したところ，
一部の指標においては肺線維症の重篤度と良好な相関が
あることが示された。
2009 年度より｢シネ MR による肺高血圧症例の肺動脈収
縮期圧･体肺循環の短絡量測定とその臨床的意義｣という
テーマでさらに研究を深めている。①phase contrast MR
で得られた測定項目と心エコーにより推定された肺動脈
圧との関係について検討した。肺動脈本幹の最小面積，
最大面積，
平均面積と肺動脈圧には相関関係がみられた。
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その中でも最小面積との相関が最も強かった。この結果
から肺動脈本幹の最小面積から肺動脈圧を導くことが可
能であった。CT などでも肺動脈径は測定可能であるが，
MRI では収縮期，拡張期の肺動脈径を表す最大，最小面
積を求めることができ，最小面積が最も強い相関関係が
みられることから，より有用な情報が得られると考えら
れる。肺容量の減少は肺血管床の減少も意味し，そのた
め肺血流量の減少もきたすと推測される。②これまでの
研究により肺線維症の患者では肺高血圧症に至っていな
い段階でも肺血流量が減少している事が判明している。
肺疾患に由来する肺高血圧症では低酸素血症による血管
攣縮もメカニズムの一要因と考えられている。肺線維症
や肺高血圧症に対する酸素投与療法は予後改善効果は明
らかとなっていないが，自覚症状の軽減や運動耐用量の
改善が期待できる。これらの疾患で酸素投与は肺の血行
動態になんらかの影響を与えていると思われるが，その
実験的証明はなされていない。そこで肺線維症患者で酸
素なしと酸素投与下(鼻カニューレで 3L)で肺血行動態
に変化がみられるか調べた。肺血流量や流速などのパラ
メーターを評価したが，酸素投与前後で有意差は認めら
れなかった。今回対象としたのは在宅酸素療法を導入さ
れていない肺線維症患者であり，酸素投与なしでも SpO2
は 90%以上であった。このように低酸素になっていない
患者では健常者に比べ肺血流量は低下しているが，短時
間の酸素投与を行っても，phase-contrast MR 上でのパ
ラメーターに改善はみられないことが分かった。この内
容は平成 24 年 11 月末に開催される北米放射線学会に演
題受理され，発表予定である。③血管拡張術が施行され
る慢性肺血栓塞栓症の2 例に術前後でPC 法による血流量
の測定を行った。
２例とも MR で計測した血流量は改善が
みられており，
治療の効果判定に MR は有用であると考え
られる。MR の有利な点は左右の血流量をそれぞれ計測で
きる点である。慢性血栓肺塞栓症では血栓は本幹より末
梢にあり，末梢の血管を拡張する。左右どちらか一方の
血管のみを拡張することもあり，
左右で血流量を測定し，
拡張術を施した部位の血流量に改善が認められれば，拡
張術に効果ありと判定しやすい。また両側肺動脈の肺底
区枝の走行は直交断面がえられやすく，さらに細かく分
配された血流量の測定が可能かもしれない。現在，症例
を蓄積中である。
2. 椎体圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術の臨床応用
(宮良哲博，神谷尚，村山貞之)
骨粗鬆症に伴う圧迫骨折の治療法としては，従来は，
数週間の安静および鎮痛剤や骨粗鬆症の進行を抑える薬
の服用とコルセット装着が主体であった。また，癌の転
移による痛みの場合には放射線治療が行われてきた。整
形外科的手術は，高齢者には体力的負担が大きいばかり
でなく QOL 低下の原因にもなり，不向きであった。経皮
的椎体形成術は，1980 年代にフランスで始まり，1990
年代後半にアメリカでも広まり，数年前から日本でも始
まり，実施施設も徐々に増えてきている。経皮的椎体形

成術圧迫骨折した脊椎椎体に針を刺して，そこからセメ
ントを注入することで，潰れた椎体を固める治療方法で
あり，骨セメントで補強することにより，除痛効果が期
待できる。他の方法と比較して，手術療法とは侵襲性の
点で，放射線治療とは即効性の点で，薬物療法とは確実
性と持続性の点で本法は優れている。
我々の診療科においても倫理委員会の承認を得てこの治
療を行うことができるようになった。対象は琉球大学附
属病院受診患者で，椎体骨腫瘍，骨粗鬆症による圧迫骨
折，外傷による圧迫骨折などの脊椎の病変により強い痛
みを生じ，体動制限のある患者で，術前の画像診断で責
任部位が同定できる患者とする。罹患部位に明らかな神
経圧迫骨折症状(脊髄麻痺や神経根症)がすでに生じてい
る症例は除外する。これまですでに，23 例に対して治療
を行っており良好な除痛効果が得られている。今後も症
例を重ねる予定である。
3. Proton MR spectroscopy (MRS)を用いた悪性神経膠
腫の治療効果判定および予後予測(與儀彰，小川和彦，
村山貞之)
今日の医療において重要な役割を担う MRI は，水，も
しくは脂肪に結合したプロトンをプローブとし，信号強
度はプロトンの存在量および縦･横緩和時間で決定され
る。
特に水の場合には流れや拡散も信号強度に影響する。
優れたコントラスト分解能を利用した形態診断が中心と
なるが，｢物質を同定する｣という視点で考えると水，脂
肪の他に確定できるものが少なく，水の緩和時間に影響
を与える物質が間接的に推定できる程度である(鉄の沈
着，高濃度蛋白や血液の含有など)。これに対し，近年積
極的に臨床応用が進められている MR spectroscopy(MRS)
は一般的に使用されている 1.5T 臨床 MR 装置を用いた場
合でも，1H，31P をプローブとして 10 以上の生体内代謝
物質を非侵襲的に測定する事が可能である。それらの代
謝産物の一部は生体内に普遍的に存在し，エネルギー代
謝や細胞膜の代謝，浸透圧調整に関わる物質で，例とし
てニューロン内の N-acetylasparate(NAA)という物質や，
前立腺内のクエン酸などが挙げられる。これらの物質は
特定の部位に高濃度に存在するため，これらを検出する
ことにより代謝において特異的な知見を in vivo で得る
ことが出来る。
特に中枢神経領域においての有用性は高く，上記の
NAA 以外にも膜代謝を反映する choline containing
compounds(Cho)，エネルギー代謝との関連はないが神経
細胞やグリア細胞に存在し，
細胞･組織の密度と関連する
creatine and phosphocreatine(Cr)，酸素化の状況とエ
ネルギー代謝を反映する lactate(Lac)を検出できる
proton MRS(1H-MRS)が多く用いられ，脳腫瘍や脳血管障
害，脱髄･変性･代謝性疾患などを対象に研究が報告され
てきた。
これらの物質は 135ms 以上の長い TE 設定にて検
出されるが，
短い TE 設定にて上記以外にも myo-inositol
(mIns)や glutamin and glutamate complex(Glu)といっ
た物質が検出される。前者は星細胞や髄鞘内に多く含ま
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れ，後者は興奮性シナプスの神経伝達物質であるグルタ
ミン酸の材料である。これらを解析し，MR 画像のみでは
診断が困難な疾患に対し新たな情報を提供することが可
能であり，advanced imaging のひとつとして非常に注目
されている。
過去の研究により，脳腫瘍の大部分を占める神経膠腫
では正常脳に比べて 1H-MRS の Cho/Cre(Creatine)比上昇
と NAA/Cr 比低下を認めることが判明しており，
これまで
に神経膠腫の grading，神経膠腫治療後と放射線壊死の
鑑別，神経膠腫と転移性脳腫瘍の鑑別などに対する研究
がなされてきた。
これらは MR 画像のみでは鑑別が難しく，
脳血流シンチなど他モダリティの所見を総合しても判断
に窮することが多い。MRS の研究はこれらの領域に対し
新たな可能性を示すものと考えられる。
われわれは 2008 年から当院で既設の 1.5T MR 装置
(AVANT，Siemens)を用い，神経膠腫症例に対する通常の
MRI 撮影に加えて 1H-MRS を施行している。治療前，治療
中，治療後の Cho/Cr 比，NAA/Cr 比などの指標，さらに
その後の予後を集計し，これら指標と治療効果判定およ
び予後との相関を検討する予定である。過去に神経膠腫
に対し治療前，放射線化学治療中および治療後に MRS を
施行して指標の推移をまとめ，その後の経過を追跡した
報告は少なく，数症例のみに限られている。また予後と
の相関についての報告はなされていない。まとまった症
例数において MRS の治療効果判定および予後予測因子と
しての有用性を評価することで，MRS の神経膠腫研究に
対する有用性が確立され，また神経膠腫の臨床にも寄与
するものと考えられる。
WHO grade Ⅲ神経膠腫に対する MRS 所見と予後との関
連の報告は，これまでにない。現在，Grade Ⅲ glioma
の 10 症例に対して放射線治療後に MRS を施行し，
各 peak
の積分値と予後の相関関係について検討した。
その結果，
高 Cho 群(Cho>1。
46)は低 Cho 群に比し有意に無病生存期
間が短く(P＜。05, logrank test)，Cho peak の積分値
が予後予測因子として有用である可能性が示唆された。
現時点では症例数が少なく普遍的なデータではないが，
今後も症例数を重ね，予後予測に有用なパラメーターを
検討していく予定である。
4. 320 列 area-detector CT による逐次近似法(宮良哲博,
山城恒雄, 神谷尚, 神谷文乃, 村山貞之)
320 列 area-detector CT には，
平成 23 年秋より AIDR3D
(Adaptive Iterative Dose Reduction using Three
Dimensional Processing) と呼ばれる新しい画像再構成
法(逐次近似法)が搭載されている。逐次近似法を使用す
ることにより，大幅な画像ノイズの低減が可能になり，
これによりCT 撮影時のX 線被曝量の削減が可能になった。
当研究では ACTIve Study Group 参加の他施設と共同し，
各施設で倫理委員会の承認を経た上で，同一患者の胸部
CT を 3 種類の線量(240mA，120mA，60mA)で 1 回ずつ撮影
した。得られた画像データを，逐次近似法を使用する再
構成法，使用しない従来型の再構成法の 2 パターンで画

像化し，合計 6 パターンの CT 画像を得た上で，それぞれ
の画質を定性的に評価した。結果として，240mA で逐次
近似法を使用したものが最も画質が良く，さらには逐次
近似法を使用した 120mA の画像は，使用しない 240mA の
画像と画質が同等または多少良いという結果が得られた。
同様に，逐次近似法を使用した 60mA の画像は，使用しな
い 120mA の画像と画質が同等または多少良いという結果
も得られた。
結果として，
逐次近似法を使用することで，
撮影時 X 線量の 50%削減が可能になると考えられる。
この成果は平成 24 年 11 月末の北米放射線学会に演題
受理され発表予定であり，さらに定量的なデータを加え
て学術誌に投稿する予定である。
5. 肺結節の volumetry(神谷文乃，神谷尚，村山貞之)
MDCT により薄層の連続スライスが容易に得られるよ
うになって以来，偶発的に発見される小結節が増加して
いる。肺結節の良悪性を鑑別するために，臨床医は 3，6，
12，24 ヶ月毎に倍加時間を評価することが推奨されるが，
その測定精度が重要になる。通常は手動で横断像での直
径を測定するが，異なる放射線科医もしくは同一放射線
科医による測定間でも差が生じる事が報告されている。
化学療法後の体積変化を検討し，volumetry は横断像で
の評価よりも精度が高かったという Marten らの報告が
ある。New England Journal of Medicine では 25%以上の
体積増加を増大と定義して肺癌スクリーニングを行うこ
とが推奨されている。
また，結節測定ソフトウェアに関しては，管電流やス
ライス厚，結節性状が測定精度に影響を与えることが報
告されている。そこで当院にて利用できる 2 種類の肺結
節体積自動測定ソフトウェア(AW，VINCENT)に関して，臨
床応用を行う前の基礎実験を行った。気管支血管束が詳
細に再現された胸部ファントム内に疑似肺結節を配置し，
撮影条件(スライス厚･管電流)を変えて撮影し，
ソフトウ
ェアを用いて体積測定を行った。スライス厚 2.5mm 以上
および 5mm 結節，-800HU のすりガラス濃度の結節は誤差
が大きく，多くは無効であった。高い測定精度を得るに
は，スライス厚 1.25mm 以下，管電流は Vincent で 40mAs
以上，AW では 80mAs 以上が必要であった。
臨床例に関しては，低被曝かつ高精度の検査が必要に
なるので，呼吸変動や拍動の影響が少ないとされる
volume 撮影(320 列MDCT)でも検討した。
同機種のhelical
撮影と比して，より低電流で高精度の評価が可能であっ
た。
以上まとめると，基礎実験上は thin slice，40mAs 以
上の管電流，volume 撮影を行い，VINCENT での測定を行
うことで，より低被曝，高精度の結果が得られる可能性
が示唆された。今後は臨床症例でも検討していく予定で
ある。
6. 血管肉腫肺転移のCT所見の検討(與儀彰，宮良哲博，
村山貞之)
血管肉腫は稀な悪性血管性腫瘍で，軟部組織の肉腫の
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約 2%を占める。通常，高齢者の皮膚に好発するが，いか
なる部位にも発生し，
頭頸部特に頭蓋が好発部位である。
軟部では四肢，腹腔に好発し，類上皮パターン(類上皮血
管肉腫 epithelioid angiosarcoma)を示すことが多い。
また，心臓，肝臓，乳房にも発生し，それぞれ 100 例以
上の症例が報告されている。
組織学的には，一般的に浸潤性増殖を示し，吻合状，
スリット状，乳頭状，管腔状の血管腔の形成，血管への
分化像をみる。分け入るような浸潤パターン，内皮細胞
の異型，重層化が診断のポイントとなる。壊死，核分裂
像が多く，上皮様配列，充実性増殖，紡錘形細胞の増殖
もしばしば認められる。
肺原発の血管肉腫はきわめて稀だが，肺外の血管肉腫
は高率に肺転移を来す。次いで，骨，肝臓，リンパ節へ
の転移が多い。画像所見は多彩で，胸部単純 X 線写真上
は両肺野に多発する結節影や浸潤影，気胸，胸水を呈す
る。
胸部 CT では多発する結節影の他に薄壁の嚢胞性病変
がみられ，しばしば出血による広範な consolidation や
すりガラス影，
または結節を取り囲むすりガラス陰影(CT
halo-sign)を伴うとされる。しかし，血管肉腫肺転移の
胸部単純 X 線写真による所見はこれまでに数多く報告さ
れているが，本疾患が非常に稀なこともあり，胸部 CT
によるまとまった症例数での画像報告はこれまでなされ
ていない。そこで我々は，当院および南部医療センター
こども医療センターで血管肉腫と組織学的に診断され，
肺転移を来した症例を集め，
肺転移の CT 所見について検
討した。
全約 35 症例程度を対象に，
当院および沖縄県立南部医
療センターこども医療センターにて経過中に施行された
胸部 CT を全て参照し，その画像所見を検討した。転移巣
の性状(consolidation やすりガラス影，気胸，胸水，リ
ンパ節転移の有無が挙げられる。転移巣の性状について
は，まず結節性病変か嚢胞性病変か確認し，嚢胞性病変
であれば壁の性状(整か不整)，嚢胞内の構造(air-fluid
level，脈管や気管支など)の有無，転移巣からの出血を
示唆する halo sign の有無について検討する。またすり
ガラス影や consolidation については，前者の場合は肺
胞出血を示唆する crazy-paving appearance の有無につ
いても検討する。
これらの画像所見について評価した後，
気胸や胸水など患者の QOL に大きく影響する病態に関連
する所見の有無について検討する。画像所見の検討は 2
名の放射線科医の合議にて行った。
検討の結果，
過去の報告と同様，
転移巣は主に結節影，
次いで嚢胞性病変として認められ，高率に肺胞出血によ
るconsolidation やGGO を伴った。
ただし興味深いのは，
過去の報告よりも嚢胞性病変の頻度，嚢胞性病変内の鏡
面像形成が高率に認められ，おそらく撮影機器の進歩に
よる描出能の向上がこれに寄与していると考えられた。
さらに特筆すべきは，嚢胞成分内を貫通する気管支また
は脈管構造が同定され，これは本病態に特異的な所見と
考えられた。
この内容は2011年11月27～12月2日に開催された北米

放射線学会で報告した。またoriginal researchとして執
筆し，American Journal of Roentgenologyに投稿中であ
る。

ていないことが原因と考えられる。
拡散強調像は，信号強度規定因子のひとつである自由
水の拡散の状態を画像化する方法で，
上述の T1 強調像や
T2 強調像とは撮影原理を異にする。自由水の拡散は細胞
密度や組織の構造(粘稠性，線維組織，プロトンポンプな
どによる拡散制限因子)に大きく影響を受け，
自由水の拡
散が制限されることで固有値である見かけの拡散係数
(apparent diffusion coefficient: ADC)が低下し，拡散
強調像で高信号として描出される。脳組織においては急
性期脳梗塞，脳膿瘍，脳腫瘍の診断において日常臨床で
広く用いられている。急性期脳梗塞においては，虚血に
よる細胞障害によりプロトンポンプの機能が低下し，自
由水の拡散が制限されて虚血部位が高信号を呈する。脳
膿瘍においては膿瘍自身の粘稠性により自由水の拡散が
制限され，
同様に拡散強調像で高信号を呈する。
脳腫瘍，
特に神経膠腫においては，悪性度が高ければ高いほど細
胞密度が高く，よって拡散強調像で高信号を呈する。ADC
の値を計測することで自由水の拡散の状態を定量化する
ことが可能で，ADC 値と神経膠腫の悪性度，予後との相
関について過去に多くの報告がなされている。
ADC 値は上述のように細胞密度と強い相関を示し，そ
れを利用した様々な研究がなされているが，細胞密度の
高さは腫瘍自身の硬さにも相関すると考えられる。
また，
自由水の拡散を制限する構造として線維組織の存在が挙
げられ，線維組織の多寡も ADC 値と有意に相関すること
が脳腫瘍に限らず他の臓器に関しても報告されている。
よって ADC 値は腫瘍の硬さと良好な相関を示すことが考
えられ，特に下垂体腺腫において数編の報告がなされて
いる。しかし，拡散強調像は空気や骨，ヘモジデリンに
よる磁場の乱れの影響を強く受けるため，ADC 値と硬さ
に関する統一見解は得られていない。
下垂体腺腫に比べて髄膜腫は内部構造が比較的均一で，
傍矢状洞や円蓋部など空気の少ない部位にも好発する。
よって ADC 値は髄膜腫の硬さと非常に良く相関すると考
えられるが，髄膜腫の硬さと ADC 値との相関に関する報
告はこれまでにない。
われわれは2008年から，当院にて組織学的に髄膜腫と
診断され，
術前MRIの拡散強調像が撮影された症例を対象
とし，
拡散強調像から得られた腫瘍内部の最小ADC値と術
中所見上の腫瘍の硬さとの相関の有無について検討して
きた。拡散強調像の撮影条件は，TR/TE = 3000/90, スラ
イス厚5mm, matrix size; 232×256, b値 = 0, 1000。
腫瘍内部にmassiveな石灰化を有する病変は，
検討から除
外した。約100例程度を目標とする。カルテから対象患者
のプロフィール(年齢，性別，症状，現病歴，既往歴，治
療経過)や髄膜腫に関する情報(発生部位，組織型，病理
組織所見)について確認した。
術前MRIで拡散強調像を撮影した際に得られたADC map
を基に，ワークステーション上で腫瘍の辺縁を用手的に
囲み，最小ADC値を算出。腫瘍が含まれる全てのスライス
において同様の操作を行い，全スライス中で最小のADC
値を，その腫瘍の最小ADC値とする。ADC mapでのROI作成

7. 胸部における成人 T 細胞白血病･リンパ腫 (ATL) 病
変の CT 所見(與儀聡子，山城恒雄，赤嶺珠，諸見里秀和，
村山貞之)
Adult T-cell lymphoma/leukemia(ATL)は種々の胸部病
変を誘発することが知られており，南九州に多く見られ
る。ATL はしばしば下山分類を用いて臨床病型の分類が
なされるが，臨床上の分類と画像所見に関しての過去の
報告は存在しない。本研究では，琉球大学病院及び中頭
病院で ATL と臨床診断された患者の胸部 CT を参照し，
画
像所見を検討する。ATL の病型は，indolent type(くす
ぶり型，慢性型)と aggressive type(急性型，リンパ腫
型)に分類した。
画像の検討項目として，
小葉中心性陰影，
結節影，気管支血管束肥厚，スリガラス影，気管支拡張･
壁肥厚，小葉間隔壁肥厚，consolidation，リンパ節腫脹
(縦隔･腋窩･肺門･鎖骨上)，
胸水などを 2 名の放射線科医
にて評価する。
ATL は多彩な画像所見を呈することが知られており，
また，aggressive type(急性型，リンパ腫型)は indolent
type(くすぶり型，慢性型)と比較して予後が悪いことが
知られている。初診時に ATL の診断がついていない場合
もあり，臨床病型別の画像所見を知ることは早期治療へ
の一助となるものと思われる。
8. ADC 値を用いた，
頭蓋内髄膜腫の硬さの検討(與儀彰，
古賀友三)
脳腫瘍を摘出する際，
腫瘍自身の硬さは手技の難しさ，
合併症のリスクを規定する大きな要因である。摘出前に
術者が硬さを知ることが出来れば，術者はより適切な手
技を選択することが可能となる。通常，下垂体腺腫に対
しては経鼻的に内視鏡で摘出術が施行されるが，腫瘍が
大きい場合や硬い場合は，拡大経鼻腫瘍摘出術，もしく
は開頭摘出と併せて施行されることがある。また下垂体
腺腫のほか髄膜腫などでは，腫瘍が硬い際には術前に経
動脈腫瘍塞栓術(TAE)を施行し，
腫瘤内部を壊死させて柔
らかくし，摘出･吸引を容易にすることもある。
腫瘍の硬さの予測に関する研究の多くは，核磁気共鳴
画像(Magnetic resonance imaging: MRI)にて報告されて
いる。MRI 検査は日常臨床の場で多く施行される，最も
主要な画像検査のひとつである。MR 画像は水，もしくは
脂肪に結合したプロトンをプローブとし，信号強度はプ
ロトンの存在量を基本とする。その他に信号強度を決定
する因子として緩和時間，自由水の流れや拡散の状態が
挙げられる。過去の報告では，柔らかい腫瘍は T2 強調像
で高信号を呈し，
硬い腫瘍は低信号を呈する傾向にあり，
T1 強調像の信号強度は硬さと有意な相関はないと報告
されているが，統一見解は得られていない。T1･T2 強調
像は上述のごとく水や脂肪のプロトンの量を画像化した
ものであり，腫瘍組織の多彩な性状を十分に反映しきれ
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時には，同時に撮影されたT1強調像(TR/TE = 520/12, ス
ライス厚5mm, matrix size 320×260)，T2強調像(TR/TE
= 4200/108, スライス厚5mm, matrix size 448×108)拡
散強調像を参考にし，flow void，骨，アーチファクトは
ROIから省くようにする。上記の操作は2名の放射線診断
医にて行う。術中所見にて腫瘍の摘出の際に吸引器のみ
で内減圧が可能であったか，超音波吸引器が必要となっ
たかを基に，腫瘍を｢硬い｣と｢柔らかい｣の2群に分類し，
両群の最小ADC値との相関についてt検定にて検討する。
またROC曲線にて両群間の最小ADC値のcut-offを決定し，
感度と特異度を算出。また，ROC曲線下の面積(Area under
curve: AUC)も算出する。また，上記のcut-off値を基に，
放射線科診断医2名の測定結果からinterobserver
agreementを測定する。
現時点では症例数が少なく普遍的なデータではないが，
今後も症例数を重ね，硬さの予測に有用なパラメーター
を検討していく予定である。
また，
脳神経外科と共同で，
組織学的所見との相関についても検討していきたい。

【核医学部門】
1. malignant glioma の予後予測の方法として術後
Thallium-201 SPECT の有用性の検討(飯田行, 小川和
彦)
malignant glioma の予後予測因子として年齢，performance status，mental status，組織学的 grade およ
び腫瘍切除範囲が有用であると考えられている。一方
glioma における Tl-201 SPECT は病変の検出，良悪性の
予測，
治療効果判定および治療後残存/再発病変の検出に
有用であるとされている。しかしこれまでに予後予測因
子としてTl-201 SPECT の有用性を検討した報告は殆どな
い。そこで術後あるいは放射線療法後に Tl-201 SPECT
が施行された malignant glioma 患者において，各種評価
法を用いて malignant glioma の予後予測因子としての
Tl-201 SPECT の有用性を検討する。
2. 脳変性性疾患における VSRAD および eZIS の有用性の
検討(飯田行, 千葉至)
近年 Alzheimer 病の診断補助ツールとして早期アルツ
ハイマー型認知症診断支援システム（Voxel-based
Specific Regional analysis system for Alzheimer's
Disease, VSRAD）や easy Z-score Imaging System（eZIS）
の有用性が報告されている。しかしこれらのツールから
得られる情報は Alzheimer 病のみに限定されている訳で
はなく，鑑別が必要な他の脳変性性疾患の診断を補助す
る可能性がある。またこれらのツールは客観性，再現性
に優れる事から，予後や治療効果判定の追跡に有用であ
る可能性がある。そこで Alzheimer 病以外の脳変性性疾
患において VSRAD および eZIS がどの程度診断/診療に寄
与するかを検討する。
3. 食道癌の化学放射線療法における低酸素遺伝子発現
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と低酸素PETとの関連性および臨床的意義の検討(千葉
至, 小川和彦, 村山貞之)
食道癌はいまだに治療困難な悪性腫瘍のひとつであり，
The Radiation Therapy Oncology Group(RTOG)は食道癌
原発巣の治療には化学放射線療法が放射線治療単独より
優れていると発表したが，
それでもほぼ50%の症例に局所
再発がみられており，局所制御は依然困難と言われてい
る。
腫瘍組織内には，その細胞増殖のスピードに血管新生
が追いつかず低酸素状態となっている部分が認められる
ことが報告されている。放射線治療の生物学的効果は酸
素が十分存在する状態で効果を発揮するものであり，低
酸素状態ではDNA損傷やフリーラジカルの産生は少なく
なり腫瘍組織に対する効果は1/3程度になるとの報告が
ある。
従って，放射線治療計画前に低酸素遺伝子の発現状況
や低酸素PETなどを低酸素マーカーとして腫瘍内の酸素
化を評価できれば，治療抵抗性を示す低酸素腫瘍に対し
てより強力な放射線治療計画を立案することや，そのよ
うな適応患者を選択することが可能になる。
(1)食道癌の治療前検体におけるGLUT-1(Glucose transporter-1)発現を評価し，臨床病理学的特徴やCCRT(化学
放射線療法同時併用 Concurrent CRT)後の治療効果との
関連の有無について，またGLUT-1発現によるCCRT後の食
道癌患者の予後予測能について検討する。
近年，
腫瘍酸素化を評価する方法として注目されるのが，
内因性低酸素マーカーとしてのHIF-1(Hypoxia induced
factor-1)である。HIF-1は低酸素状態で安定化し，
HREs(Hypoxia responsive elements)に結合することで，
VEGF(vascular endothelial growth factor)やGLUT-1，
erythropoetinなどの遺伝子群の発現を促進することが
明らかになっている。特にGLUT-1はグルコースの受動輸
送を行う膜タンパクの一種で，低酸素状態にて酸化的リ
ン酸化の減少やHIF-1の誘導により，
その発現が増加する
ことが明らかになっている。
これまでの研究で，乳房，甲状腺，頭頚部，膀胱，肺な
どのさまざまな悪性腫瘍においてGLUT-1高発現との関連
性が報告されてきたものの，食道癌に関してはまだ報告
は少ない。
(2)治療前の食道癌に対しFDG-PETおよびFAZA-PETによる
腫瘍の糖代謝活性や低酸素状態を評価し，低酸素状態に
関連する遺伝子群の発現状態および治療効果との関連性
について検討する。
fluorodeoxy glucose(FDG)はグルコースと同様に膜蛋
白のGLUT-1を介して細胞内に取り込まれる一般的なPET
検査薬である。悪性腫瘍では増殖能が亢進しているため
に正常細胞よりも3～8倍のFDG取込みがみられるが，
さら
に低酸素状態では，悪性腫瘍組織のエネルギー代謝が嫌
気性解糖に傾きグルコース代謝が亢進するため，細胞膜
へのGLUT発現が過剰になりFDGの集積増加が促進される
といわれている。
一方，FAZA(1-(5-[18F]Fluoro-5-deoxy-α-D-

arabinofuranosyl)-2-nitroimidazol, [18F] FAZA)は，
低酸素腫瘍診断薬剤として近年開発されたPET検査薬で，
直接悪性腫瘍内の低酸素組織を描出することができる。
これまでの研究は基礎的なものが多く，食道癌を含め臨
床報告はまだ少ない。

【放射線腫瘍学部門】
1. 放射線治療を含む標準治療確立のための多施設共同
研究(厚生労働省がん研究助成金指定研究 伊藤班)(戸
板孝文，粕谷吾朗，有賀拓郎)
先進的放射線治療の導入，放射線治療期間の短縮化の
実現，新たな集学的治療の導入の３つの柱を立て，それ
ぞれ多施設共同臨床試験を通じて放射線治療を含む標準
治療を確立することを目指す研究班に，分担研究者とし
て参加している。これらの研究を通じて，診療ガイドラ
インへの反映，先進放射線治療あるいは品質管理等の各
種ガイドライン作成，標準治療の確立，放射線治療法の
標準化･均てん化に貢献することを目標としている。
2. 日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)での活動(戸板孝
文，有賀拓郎，粕谷吾朗，臨床薬理学講座，臨床研究支
援センター)
放射線治療委員会委員としてJCOG臨床試験における放
射線治療プロトコルの立案，QA/QCに関与している。JCOG
婦人科グループにおける放射線治療セントラル(責任者)
として，婦人科グループにおける放射線治療の理解と，
相互のコミュニケーションを推進する活動を行っている。
現在JCOG婦人科腫瘍グループの中で早期子宮頸癌に対す
る縮小手術の有効性に関する臨床試験(JCOG1101)におけ
る放射線治療事務局を担当している。更に新規CCRT試験
のコンセプトを作成中である。
JCOG放射線治療グループの試験参加施設として，早期
喉頭癌における Accelerated fractionation の非劣勢
を検証するランダム化比較試験(JCOG0701)と，短期全乳
房照射法に関する試験(JCOG0906)，JCOG0701の付随研究
(放射線治療後の急性粘膜炎および音声機能の変化に関
与する遺伝子多型の解析)へ症例登録中である。
臨床試験において科学的に妥当な結果を得るためには，
試験計画書を遵守した正確なデータを収集することが必
須であるが，臨床医の片手間では極めて困難である。そ
こでデータの品質保証･管理を行う臨床研究コーディネ
ータ(clinical research coordinator: CRC)が臨床試験
の適切な遂行には不可欠である。本試験をOn the job
training(OJT)として，
CRCがデータセンター(セントラル
マネージャー)と共同でデータマネージメントを行う体
制の構築を臨床薬理学講座と共同で進めている。

院内プロトコルによる臨床研究とともに，婦人科悪性
腫瘍化学療法研究機構(Japan Gynecologic Oncology
Group：JGOG)の多施設共同臨床試験に関与している。
JGOG
は，全国の婦人科腫瘍医，腫瘍内科医，放射線腫瘍医か
ら構成された婦人科悪性腫瘍の臨床研究グループである。
戸板はJGOG放射線治療委員会委員長として，各種治験/
臨床試験における放射線治療のQA/QCを統括している。
｢局所進行子宮頸癌に対する高線量率腔内照射
(High-dose-rate intracavitary brachytherapy:
HDR-ICBT)を用いた同時化学放射(Concurrent
chemoradiotherapy: CCRT)に関する多施設共同第II相試
験：JGOG1066(研究代表者：戸板)｣を行なった。北里大学
臨床薬理研究所にデータセンターを置き2008年2月から
2009年1月までに72例の登録を終了した。当院からは8例
が登録された。65例(92%)で予定5コースの化学療法投与
が行われ，68例(96%)で放射線治療が完遂された。グレー
ド3以上の急性期有害事象は，好中球減少症31例(44%)，
貧血10例(14%)，下痢4例(6%)であった。観察期間中央値
28ヶ月にて，2年無増悪生存割合(PFS)は66%(95% CI,
54-76%)であった。2年PFSの95%信頼区間の下限が閾値2
年PFS40%を越えたため，
試験治療の有効性(放射線治療単
独と比較してPFSを改善)が示された。本試験により，欧
米のCCRTのエビデンスが我が国に外挿可能であることが
確認され，更に我が国の放射線治療スケジュールのCCRT
における妥当性が明らかになった。本試験により陽性結
果が得られれば，今後新規化学療法レジメンを採用した
CCRTの第III相試験を企画する際の標準アームとして，
本
試験のプロトコル治療を設定することが可能になる。更
に，放射線治療スケジュールの差異を理由に認められて
いなかった米国GOG等の国際的臨床試験への参加が可能
になることが期待される。
4. がん情報データベース Japanese National Cancer
Database (JNCDB)の構築と運用(厚労省科学研究費補助
金 第3次対がん10か年総合戦略研究事業:沼崎班)(戸
板孝文)
分担研究者として研究に参画している。本研究は，臨
床治療面を重視した全国がん診療評価システム(有効性･
安全性)の構築と運用，診療科DB整備，臓器別･院内･地域
がん登録との情報共有，
電子カルテ･院内情報システムへ
の装填等を目的とする。これまでに，臓器別がん登録と
の情報共有，放射線治療基本DBの開発(学会HPに公開)，
IHE-JROとの連携，IMPAC社との共同開発，JNCDBの試験運
用を行なった。今後の課題は，学会事業としてのJNCDB
の本格運用，治療RISへの装填開発，臓器別･院内がん登
録との連携発展である。
5. がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及び
品質管理に係る研究(厚生労働科学研究費補助金 がん
臨床研究事業)(戸板孝文，垣花泰政)
がん患者が居住地域によらず等しく適切ながん医療を
受けるためには，診療の質の施設格差を是正し，標準化

3. 婦人科腫瘍における放射線治療を含む標準的治療法
確立に向けた研究(戸板孝文，有賀拓郎，谷吾朗，産科
婦人科学講座，臨床薬理学講座，臨床研究支援センター
，JGOG)
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する必要がある。本研究の目的は，拠点病院の放射線治
療に関する診療機能を支援･強化し，
がん医療の均てん化
を推進する医療体制を整備するための方法を検討し，確
立することである。
分担研究者として研究に参画し，放射線治療モダリテ
ィ別の拠点病院支援プログラムに係る研究として，子宮
頸癌の腔内照射の均てん化に関する作業を行っている。
JASTRO小線源治療部会のデータ集計等により，腔内照射
の実施に著しい地域較差が観察された。子宮頸癌罹患率
の推定から本来適応となる患者に適用されていない地域
があることが示唆された。腔内照射の治療手技の均てん
化を目的とした，治療手技マニュアルを作成し，DVDを完
成した。今年度より腔内照射の3D計画を推進するプログ
ラムの準備を開始した。

とが期待できる。子宮頸癌根治照射におけるIMRTの臨床
適用に向けた準備を開始している。
JCOGにて作成したCTV
contouringガイドラインに従いCTVを描画し，OAR線量を
軽減しうる線量制約，各種パラメータのpriorityの標準
化を進めた。
骨盤内は腸管･膀胱の内容物等により臓器の
座標移動が比較的大きい。そのため十分なinternal
margin(IM)の設定が必要とされるが，大きなmargin設定
はOARへの被ばく線量の増加につながるジレンマがある。
IMの最小化に向け，
On board image system (cone beam CT)
を用いた座標解析を開始した。
9. 1,2期早期子宮頚癌根治的放射線治療成績遡及的解析
全国集計(文科省科学研究費補助金, 山田班,JROSG)(有
賀拓郎，戸板孝文)
RCT にて早期子宮頸癌に対し手術と根治的放射線治療
成績が同等の治療成績であり，世界的には手術と放射線
治療は並列した第一選択であるが，本邦では手術が第一
選択とされる場合が多く，放射線治療の大規模データの
不足が一因と考えられる。そこで，本邦の実臨床におけ
る早期子宮頸癌の治療成績と晩期合併症を多施設により
検討している。
現在論文執筆中。

6. 高精度放射線治療システムの実態調査と臨床評価に
関する研究(厚生労働科学研究費補助金 第3次対がん
総合戦略研究事業)(戸板孝文，有賀拓郎，粕谷吾朗)
高精度放射線治療の実態，品質管理体制等の実態調査
を行い，放射線治療の質向上のための研究に分担研究者
として参加している。本年度Webを用いた調査を開始し，
施設への訪問調査の準備も開始した。
7. 子宮頸癌に対する画像誘導腔内照射の臨床適用に向
けた研究(粕谷吾朗，戸板孝文，有賀拓郎，垣花泰政)
従来2次元治療計画(2D計画)にて行われてきた腔内照
射を3次元治療計画(3D計画)で行う｢画像誘導腔内照射
:Image-guided brachytherapy (IGBT)｣の臨床適用に向け
た研究を進めている。アプリケータを患者に挿入した状
態で安全にCT室へ移動する独自のシステムを開発し(特
許出願中)，
治療計画時と実治療時のアプリケータの座標
変化(ズレ)を生じずにIGBTが行えることを確認した。次
に，従来の2D計画と3D計画での点線量パラメータを比較
し乖離がないことを確認し，従来の治療成績との比較可
能性を検証した。更に，アプリケータ挿入時に撮影され
たCT画像に，Target (high-risk CTV)，Organ at risk
(直腸，S状結腸，膀胱，小腸)の輪郭を描画し，構成され
た体積に対する各種3Dパラメータ(DVHパラメータ)を計
算し2D計画の点線量パラメータとの比較を行った。その
結果，従来の2D計画で用いられていた膀胱線量が過小評
価されていたこと，
2D計画では評価できなかったS状結腸
や小腸の線量が無視できないことが明らかになった。今
後CTにてアーチファクトを生じない専用アプリケータ
(カーボン製)を用い，
更に詳細で正確なDVHパラメータの
計算を進める予定である。更に予後(局所制御率，晩期合
併症)との相関を検討し，
最大の局所制御を最小の合併症
にて達成するためのDVHパラメータを明らかにする。

10. 悪性脳腫瘍における核医学的検査による放射線治
療効果や予後に関する有用性の検討(與儀彰，有賀拓郎，
飯田行，千葉至，小川和彦)
悪性脳腫瘍における放射線治療効果や予後を予測する
ために，核医学的検査による放射線治療効果や予後に関
する有用性の検討を行っている。現在はTl SPECTに関す
る遡及的な検討を悪性グリオーマ症例を対象として行っ
ている。
11. 子宮頚癌 骨盤内リンパ節陽性症例に対するboost
照射の検討(有賀拓郎，戸板孝文)
骨盤内リンパ節腫大を伴う子宮頚癌に対し，リンパ節
腫大部にboost 照射を行うことで，予後や局所制御に寄
与するか検討している。この検討により，放射線治療に
おける有用なオプションを提示できる可能性がある。現
在論文投稿中。
12. 放射線線量測定時の電離箱の熱膨張の影響(垣花
泰政)
非密封形の電離箱を利用した放射線測定では，電離箱
中の空気密度が測定時の気圧及び温度に依存するため，
気圧･温度に対する補正が必要である。この補正では，電
離箱容積は温度によらず一定であるとの仮定であり，電
離箱壁材等の温度変化(熱膨張)は考慮されていない。本
研究では，
電離箱壁材等hの熱膨張が線量測定に及ぼす影
響について検討する。これまでの予備実験では，電離箱
容積が小さいほど熱膨張の影響が大きいことが分かった。
研究成果は医学物理誌に受理され印刷中である。

8. 子宮頸癌に対する強度変調放射線治療の臨床適用に
向けた研究(有賀拓郎，戸板孝文，粕谷吾朗，垣花泰政)
IMRTは, 全骨盤照射によるリスク臓器(OAR)線量軽減
を，Target volume内の線量を損なうことなく達成するこ
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13. IGBT(画像誘導密封小線源治療)におけるアプリケー
タ座標の入力精度(垣花泰政)
現在，外部放射線治療においてCT画像利用は標準的か
つ必須であり，CT画像を利用することで治療計画や線量
計算，患者セットアップで高い精度が保たれている。一
方，Ir-192を用いた密封小線源治療は子宮がん治療に有
用であるが，治療計画(アプリケータ座標入力)はＸ線写
真を利用した方法が主流である。最近，密封小線源治療
分野でもCT画像等を積極的に利用したIGBTが増えつつあ
る。治療計画を従来のＸ線写真からCT画像にした場合，
アプリケータ座標入力で誤差が大きくなる可能性がある。
Ｘ線写真上でのアプリケータ像は連続的であるが，CT画
像では体軸方向が不連続であり，特にアプリケータ先端
の座標入力が問題となりやすい。スライス厚さは薄いほ
ど体軸方向の分解能は良くなるが，画像枚数や被験者被
曝量も増えるので座標入力誤差が許容できる範囲内でス

ライス幅を厚くするのが望ましい。研究では，CTスキャ
ン時のスライス厚とアプリケータ先端の座標入力精度と
の関連から最適なCTスライス厚やCT撮影条件を検討する。
14.フラクタル次元によるIMRTプランの複雑性の定量化
(垣花泰政)
外部放射線治療においてIMRTは標準の治療法となりつ
つある。
一般に前立腺は制限をかける臓器が少ないので，
IMRTは比較的容易で完成したプランも単純であるが，頭
頚部のように制限をかける臓器が多く輪郭も複雑になっ
ている場合のIMRTは難しく，完成したプランも複雑であ
るといわれている。現在，IMRTプランの複雑性について
の標準的な評価方法や定量化についての報告も皆無であ
る。研究では，複雑性の定量化の一方法であるフラクタ
ル手法を用いて，IMRTプランの複雑性の定量化を検討す
る。
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圏研究センター屋教授との共同研究である）

先進検査医学講座

4. 沖縄県における特発性心筋症(肥大型および拡張型)
の遺伝子解析に関する臨床研究 (東上里康司)
沖縄県における特発性心筋症患者およびその家系構成
員を対象として, 原因遺伝子の同定を行なっている。本
研究は，病態解析医学講座循環系総合内科学および東京
医科歯科大学難治疾患研究所(木村彰方教授)との共同研
究である。

A. 研究課題の概要
1. 生育活性蛍光プローブを用いた酵母真菌細胞集団の
定量的解析と臨床応用（山根誠久・潮平知佳）
酵母真菌による深在性真菌症は，易感染状態を来たす
高度先進医療の開発, 応用を背景に, 年々増加の傾向に
ある。真菌細胞は生存, 増殖する周囲環境の変化に応じ
て多様な形態と増殖・代謝過程を示すなど高度に分化し
ている。我々は，本来至適な生存環境ではないヒト体内
臓器に感染した真菌細胞集団が，どのような形態で存在
するのか，Live/Dead 染色した尿中酵母真菌をフローサ
イトメトリ法で定量的に測定し，viability と vitality
を解析する技術を確立し，
その存在様式を明らかにした。
患者由来の尿検体に含まれる酵母真菌の尿中酵母真菌の
存在様式は，患者の病態，易感染性，抗真菌薬を含む治
療によって大きく変動し，治療終了時点での予後予測の
指標ともなり得る可能性が示唆された。

5. 家族性地中海熱における遺伝素因の同定と遺伝子診
断およびその家系研究(東上里康司)
家族性地中海熱は主に地中海を起源とする民族に多
くみられる常染色体劣性遺伝の疾患であるが，近年，原
因遺伝子が同定された。我が国においてはまれな疾患で
あるために遺伝子解析の報告が少ないが，当院での症例
をはじめとして，他施設からの依頼も合わせて解析を行
なっている。本研究は，病態解析医学講座循環系総合内
科学および分子感染制御学講座生命統御医科学(陣野吉
廣教授)との共同研究である。
6. 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)へのテトラヒドロ
クルクミン含有食品の応用（山城剛）
肝硬変や肝細胞癌を併発する NASH はメタボリックシ
ンドロームの表現型とされ，
肥満とともに増加している。
酸化ストレスが原因とされるが、我々は動物モデルを用
いた基礎的研究，および臨床的に，抗酸化作用をもつテ
トロヒドロクルクミン含有食品の NASH への効果を確認
した。現在，その作用機所，また NASH の病態解明を目的
に肝組織における酸化ストレスによる遺伝子発現の変化
について，マイクロアレイを用いて解析中である。本研
究は感染病態制御学講座(藤田次郎教授）
，琉球バイオリ
ソース開発との共同研究である。

2. 慢性感染症における感染微生物集団の多様性の解析
(山根誠久)
医療環境の変化に伴い，臨床の現場で取り扱う感染症
の多くが慢性の病態と経過をもつようになっている。こ
れまでの細菌微生物を取り扱う検査法では，出現したひ
とつの集落を，集団を代表するクローンとしてみなして
きたが，この前提が崩れつつある。臨床検体に含まれる
感染微生物集団は多様性をもつポリクローナルな特性を
もつものとしての認識から，
検査体系の再構築を考案し，
臨床応用することを試行している。
3. 沖縄県の伝統野菜の栄養学的評価（戸田隆義）
沖縄産ボタンボウフウの抗粥状硬化作用の有 無 に つ
い て B6. KOR-Apoeshl マウスを用いて検討した。大動脈
病変を病理組織学的に評価すると，ボタンボウフウ粉末
の摂取により，粥状硬化病変の進行度は減少する傾向が
みられたが，有意ではなかった。また，ボタンボウフウ
の投与により，B6. KOR-Apoeshl マウスの血清および肝臓
TC 値が上昇していたが，その原因として，コレステロー
ルの異化を促進する遺伝子 CYP7A1 の発現低下が考えら
れた。従って，ボタンボウフウは B6. KOR-Apoeshl マウス
においても，ボタンボウフウは有用な抗肥満作用成分を
含んでいる事が示唆された。
（本研究は琉球大学熱帯生物

7. C 型肝炎ウイルス(HCV)複製に対する脂肪沈着，およ
びアディポサイトカインの作用（山城剛）
HCV は慢性肝炎を発症，肝硬変，肝細胞癌の原因とな
るウイルスであり，
肝炎治療にはインターフェロン(IFN)
が用いられる。臨床的に肝組織への脂肪の沈着が HCV 肝
炎患者の IFN 治療効果を有意に下げることが報告されて
いる。肥満者においては脂肪細胞からのアディポサイト
カインの分泌が増加しており，本研究では脂肪沈着，ア
ディポサイトカインによる，HCV 複製，IFN の作用に対す
る影響について，HCV レプリコンシステムを用いて，基
礎的な分析を行っている。

B. 研究業績
著
書
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東京, 2011．
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(C)

により評価した。少なくとも2日以上あけた後，もう
一方のコーヒーで同様の試験を繰り返した。コーヒー
中のカフェイン含有量はHPLC法で分析した。
【結果】2gのCCとDC中のカフェイン含有量は，それぞ
れ55mg，1.4mgであった。CC摂取では，DC摂取に比べ
，収縮期，および拡張期血圧の有意の上昇と指先組織
血流量の有意の減少がみられた(それぞれP<0.01)が，
心拍数には有意の差はみられなかった。反応性充血の
程度は，CC摂取でDC摂取時に比べ有意に増大していた
(P<0.01)。
【結語】カップ１杯のコーヒーに含まれるカフェイン
の摂取で，血圧上昇と末梢血管収縮作用を示したが，
内皮機能はむしろ増大することが示唆された。

薬理学講座
A. 研究課題の概要
1. 骨髄由来血管前駆細胞における一酸化窒素合成酵
素の血管保護的役割の解明
近年，血液中を循環する骨髄由来血管前駆細胞が，
血管壁に浸潤し血管壁細胞に分化して動脈硬化を惹起
することが明らかにされた。しかし，骨髄由来血管前
駆細胞における一酸化窒素合成酵素(NOSs)の役割は知
られていない。我々は，この点を，NOSs 完全欠損マウ
スを用いた骨髄移植実験において検討した。頸動脈結
紮 2 週間後の頸動脈硬化病変形成は，野生型マウスの
骨髄を移植した野生型マウスと比較して，NOSs 完全欠
損マウスの骨髄を移植した野生型マウスにおいて，著
明に増悪していた。頸動脈硬化病変における NOSs 活性
も，野生型マウス骨髄移植後の野生型マウスに比して，
NOSs 完全欠損マウス骨髄移植後の野生型マウスで著明
に低下していた。さらに，頸動脈結紮 2 週間後の頸動
脈硬化病変形成および NOSs 活性は，NOSs 完全欠損マ
ウスの骨髄を移植した NOSs 完全欠損マウスと比較し
て，野生型マウスの骨髄を移植した NOSs 完全欠損マウ
スにおいて著明に改善していた。以上より，骨髄由来
血管前駆細胞の NOSs が重要な血管保護的役割を果た
していることが初めて示唆された。

3．新規n/i/eNOS triple knock-out mouseの作成とその
表現型解析
nNOS/iNOS/eNOSの各single NOS KOマウスより新たな
triple NOS KOマウスの作成を行った。まず，すべての
NOS遺伝子のヘテロ型遺伝子を持つ世代を作成し，続い
てこれらを掛け合わせることによってtriple NOS KOマ
ウスを作成した。それぞれの遺伝子型の判定には，それ
ぞれのマウスよりDNAを採取し，PCR法により目的のDNA
を増幅し，それぞれのNOS遺伝子の有無を判定した。現
在，triple NOS KOマウスおよびその対照となるwild type
マウスの作成を終了し，表現型の解析を進めているとこ
ろである。
4. 三黄瀉心湯による虚血再灌流心機能障害改善作用の
機序の解明

2. ヒト末梢血管機能におよぼすコーヒー摂取の影響

研究代表者らは，三黄瀉心湯が更年期モデルラットの
摘出心臓の虚血再灌流傷害を軽減し，虚血性心疾患の予
防もしくは改善に寄与することを明らかにした。これま
でに得られた知見を基に，本研究では，三黄瀉心湯が虚
血性再灌流障害を軽減する機序の解明を行った。
実験では，卵巣摘出手術あるいは偽手術を施した
Wistar系雌性ラットに，三黄瀉心湯エキス懸濁液または
水を4週間強制経口投与した。摘出心臓のLangendorff灌
流標本にて虚血再灌流実験を行い，再灌流中の冠灌流液
へのnitrate/nitrite(NOx)放出量を測定した。また，再
灌流後の左室心筋中の各種一酸化窒素合成酵素(NOS)の
発現，ならびに，細胞傷害性のperoxynitrite産生の指
標となるタンパクのニトロチロシン化をWestern
blottingにより測定した。その結果，偽手術群に比して
卵巣摘出群では，冠灌流液へのNOx放出が有意に増加し
ていた。三黄瀉心湯投与は，卵巣摘出群においてNOx放
出を有意に抑制した。一方，心筋中のNOS発現を検討し
たところ，偽手術群に比して卵巣摘出群では，内皮型
NOS(eNOS)および神経型NOS(nNOS)の発現に差は認めら
れなかったが，誘導型NOS(iNOS)の発現が有意に増加し
ていた。これらの増加したiNOS発現は，三黄瀉心湯投与
により有意に抑制された。また，偽手術群に比して卵巣
摘出群では，心筋タンパクのニトロチロシン化も有意に
増加していた。三黄瀉心湯投与は，卵巣摘出群において
タンパクのニトロチロシン化を有意に抑制した。

コーヒーをはじめとする様々なカフェイン含有飲
料の摂取が，心血管疾患の危険因子になるかどうかに
ついてはいまだに議論の余地が残されている。これま
でカフェインのヒト心血管系に対する作用について
調べた報告の多くが比較的高用量のカフェインを用
いており，通常にカフェイン飲料で摂取する量の効果
を二重盲検法で，しかも内皮機能との関連で検討した
報告はない。そこで，今回我々は，通常量のコーヒー
に含まれるカフェインが健康成人の末梢循環系に影
響をおよぼすかどうかを検討するために，カフェイン
含有(CC)，あるいはカフェイン除去(DC)のインスタン
トコーヒー摂取による安静時血行動態，および反応性
充血に対する作用を二重盲検交叉法にて調べた。
【対象】27名の非喫煙，健康成人ボランティアを被験
者とした。平均年齢は，24.0歳(22〜30歳)，うち男性
は13名であった。被験者には，実験の少なくとも12時
間以上前からカフェイン含有飲料の摂取を禁止とし
た。
【方法】カップ１杯の温湯に溶解した2gのCC，または
DCの摂取前と摂取後15分ごとに120分までの各時点で
，血圧(血圧監視装置BP-103i)，心拍数，親指指先の
組織血流量(レーザー組織血流計)を測定した。また，
内皮機能の指標とされる反応性充血の程度を1分間の
上腕動脈閉塞後の血流再開時にみられる血流量増加
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以上の結果から三黄瀉心湯は，更年期モデルラットに
おいて，虚血再灌流によるiNOS発現の増加を抑制するこ
とでNOxならびに細胞傷害性のperoxynitriteの産生低

下を引き起こし，結果として虚血再灌流心機能障害を改
善する可能性が推測された。
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(BH2)増加による eNOS uncoupling の惹起. 第 64 回日本薬理学会西南部会, 福岡, 2011.11.20, 日本
薬理学雑誌，2012; 139:39.
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呼吸器外科領域において，癌浸潤や炎症性気管狭窄に
対する気管形成術が行われるが，切除範囲が広範囲にわ
たる場合は，代用気管を用いた気管移植が必要になる場
合がある。最近では，各臓器移植の研究，応用はめざま
しい進歩を示しているが，気管に関しては，気管移植お
よび人工気管の両分野において生体における生着率が極
めて不良で有効な効果をみていない。今回の動物を用い
る研究によって，自己膀胱壁を用いた気管形成術の可能
性を確認する。

胸部心臓血管外科学講座
A. 研究課題の概要
A） 胸部大動脈手術時の脊髄血行障害に関する臨床的
研究（國吉幸男，山城聡，永野貴昭，喜瀬勇也）
胸部大動脈手術時(Open srgery および Stent graft
aortic repair)の術後対麻痺はいまだその発症の機序は
不明であり，その合併症の重篤さのために早急に解明す
べき大きな課題である。手術時に MEP 電位をモニターし
てその変動について諸因子の変動との関連から，MEP 電
位を規定する因子に関して検討した。
B） Budd-Chiari 症候群に対する直視下手術（國吉幸男，
新垣勝也，稲福 斉）
厚労省難治疾患克服事業の門脈血行異常症の分担研究
者として，Budd-Chiari 症候群に対する外科治療の臨床
研究を行った。本邦において最も症例数の多い
Budd-Chiari 症候群患者の直視下手術について，従来の
術式に加えて IVC に面する肝実質を切離し，より多くの
肝静脈を再開通させる目的で，別用途の電気メスを利用
して，速く，また効率よく行っている。

・脊髄分節動脈遮断下の脊髄血流の変化について－体血
圧と脊髄血流の相関に関する研究－
・脊髄血流の変化と MEP 振幅の相関に関する研究
（喜瀬勇也，國吉幸男，山城 聡）
【目的】胸腹部大動脈手術における対麻痺予防に関して
は，いまだ決定的方策が確立していない。術後対麻痺の
原因は周術期の脊髄虚血であるが，最近の collateral
network concept によれば脊髄分節動脈が遮断されても
脊髄血流は保たれるとされている。今回我々は，実験的
に脊髄分節動脈遮断下の脊髄血流の変化を直接測定し
collateral network による脊髄への血液供給を明らかに
する。
さらに臨床的に問題となる，体血圧と脊髄血流の相関に
関しても検討する。
また，脊髄血流の変化と運動誘発電位(moter evoked
potential:MEP)振幅の相関に関してもあわせて研究を行
う。

動物実験(犬)における代用気管移植実験（平安恒男，知
念徹治）

B. 研究業績
原
著
OD11001: 新垣勝也，神谷知里，新垣涼子，前田達也，喜瀬勇也，仲栄真 盛保，盛島裕次，永野貴昭，山城 聡， (B)
國吉幸男：高度粥状硬化を伴う弓部瘤に対する術後脳合併症予防の工夫. 日血外会誌，20:53-59,
2011.

症 例 報 告
CD11001: 新垣涼子, 山城 聡, 神谷知里, 前田達也, 喜瀬勇也, 盛島裕次, 新垣勝也, 國吉幸男：寝台血管術 (B)
遠隔期上行大動脈仮性瘤 2 症例の検討. 日心血外会誌，40:298-301, 2011.
CD11002: 平安恒男, 平良勝巳, 上里忠興, 玉木正人, 川畑 勉, 國吉幸男：長期観察中の縦隔発生海綿状血管 (C)
腫の 2 例. 国立沖縄病院医学雑誌，39-44, 2011.
CD11003: 金城 泉, 古堅智則, 照屋孝夫, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男：術後 13 年目に大網再発した骨盤内 (B)
後腹膜悪性血管周囲皮腫. 日臨外会誌，72：1887-1893，2011.
CD11004: 古堅智則, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男：原発性自然気胸を併発した先天性心膜欠損症 (B)
の 1 例. 日臨外会誌，72：876-879，2011.
CD11005: 喜瀬勇也, 仲栄真盛保, 盛島裕次, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男：血栓溶解療法抵抗性 (B)
にて肺動脈血栓除去術を行った 1 手術例. 日血外会誌，20:741-746, 2011.
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CD11006: 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男：大動脈弁原発 (B)
papillary fibroelastoma の１手術症例. 日心血外会誌，40(3):108-109, 2011.

総
説
RD11001: 國吉幸男: Budd-Chiari 症候群の病態と治療方針. 臨床外科，66：1190-1195, 2011.

国際学会発表
PI11001: Satoshi Yamashiro, Chisato Kamiya, Ryoko Arakaki, Tatsuya Maeda, Yuya Kise, Hitoshi Inahuku,
Takaaki Nagano, Yukio Kuniyoshi: Managements of Distal Arch Aortic Aneurysms. The 12th Asian
Society for Vascular Surgery. 2011.9.28-10.1. Taipei, Taiwan.
PI11002: Satoshi Yamashiro, Yukio Kuniyoshi, Ryoko Arakaki, Kiyoshi Iha, Ryo Ikemura:
Emergent off-pump complete arterial revascularization in a patient with dextrocardia. The 9th
International congress of coronary artery disease (ICCAD). 2011.10.23-10.26.Italy,Venice.
PI11003: Hitoshi Inafuku, Yukio Kuniyoshi, Kageharu Koja, Satoshi Yamashiro：Radical Open Endvenectomy
with Pericardial Patch Graft for Correction of Budd-Chiari Syndrome. 2011.9.28-10.1. The 12th
Asian Society for Vascular Surgery. Taipei, Taiwan.
PI11004: Ryoko Arakaki, Satoshi Yamashiro, Yukio Kuniyoshi. Emergency operation in a patient with
delayed diagnosis of aortic dissection presenting with acute ischemic stroke and undergoing
thrombolytic therapy. The 12th Asian Society for Vascular Surgery. 2011.9.28-10.1. Taipei,
Taiwan.

国内学会発表
PD11001: 山城 聡，比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄
真 盛保, 永野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 國吉幸男: 順行性選択的脳潅流を使用した上
行大動脈置換術の検討．第 113 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11.
PD11002: 平安恒男, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄
真 盛保, 永野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 山城 聡，國吉幸男: 腫瘍切除およびリンパ節生検に際し
てγ線検知装置が有効であった症例．第 113 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11.
PD11003: 盛島裕次，戸塚裕一，神谷知里，新垣涼子，前田達也，喜瀬勇也，永野貴昭，新垣勝也，山城 聡，
國吉幸男：肺動脈絞扼解除術後遠隔期に発症した肺動脈狭窄症の１手術例. 第 48 回九州外科学会，
宮崎，2011.5.20-21.
PD11004: 盛島裕次，戸塚裕一，神谷知里，新垣涼子，前田達也，喜瀬勇也，永野貴昭，新垣勝也，山城 聡，
國吉幸男： LAD へのバイパスに LITA 以外のグラフトを使用した CABG 症例の検討. 第 16 回冠動脈
外科学会，長野，2011.7.14-15.
PD11005: 永野貴昭, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 新垣勝
也, 山城 聡, 國吉幸男：Role of preoperative detection of the Adamkiewicz artery and Motor
Evoked Potentials monitoring during the TEVAR for Thoracic Aortic Aneurysm. 第 41 回日本心
臓血管外科学会学術集会，千葉，2011.2.23-25.
PD11006: 永野貴昭, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 新垣勝
也, 山城 聡, 國吉幸男：胸部下行・胸腹部大動脈瘤手術時の脊髄虚血に関する検討(Open vs SG)．
パネルディスカッション. 第 39 回日本血管外科学会学術集会，沖縄，2010.4.20-4.22．
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PD11007: 永野貴昭, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 新垣勝
也, 山城 聡, 國吉幸男：感染性胸部大動脈瘤に対する胸部ステントグラフト内挿術(TEVAR)3 症例の
検討. 第 17 回日本血管内学会総会，沖縄，2010.6.10-6.11.
PD11008: 永野貴昭，比嘉 章太郎，上門あきの，神谷知里，新垣涼子，前田達也，喜瀬勇也，深町俊之，古堅
智則，稲福 斉，仲栄真盛保，照屋孝夫，平安恒男，山城 聡，國吉幸男： 胸部大動脈緊急疾患に対
する大動脈ステントグラフト治療．第 9 回沖縄手術手技研究会，沖縄，2010.8.6.
PD11009: 永野貴昭, 神谷知里, 戸塚裕一, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保
, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男：胸部大動脈緊急疾患に対する大動脈ステントグラフト治療. シン
ポジウム. 第 49 回日本人工臓器学会総会，東京，2011.11.25-27.
PD11010: 仲栄真 盛保, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則,
永野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 下腿膿瘍を来した下肢静脈瘤の１
手術例．第 113 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11.
PD11011: 古堅智則, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保,
永野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 白血病治療中に併発した肺アスペ
ルギルス症の１切除例．第 112 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.6.12.
PD11012: 古堅智則, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保,
永野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 原発性肺癌が疑われた術前未確診
肺病変の検討．第 113 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11.
PD11013: 古堅智則, 照屋孝夫, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島
裕次, 永野貴昭，新垣勝也, 金城 泉, 山城 聡，國吉幸男: 白血病治療中に併発した肺アスペルギル
ス症の１切除例. 第 28 回日本呼吸器外科学会，大分，2011.5.12-13.
PD11014: 古堅智則, 照屋孝夫, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真 盛保, 盛島
裕次, 永野貴昭，新垣勝也, 金城 泉, 山城 聡，國吉幸男: 骨転移が疑われた異時性重複肺癌に対
し、縮小手術を施行した１例. 第 48 回九州外科学会，宮崎，2011.5.20-21.
PD11015: 古堅智則, 照屋孝夫, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲
栄真 盛保, 永野貴昭，平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 二次癌術前に骨転移併発が疑われた異時性
重複肺癌に対し、積極的縮小手術を施行した１例. 第 52 回日本肺癌学会総会，大阪，2011.11.3-4.
PD11016: 喜瀬勇也, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 永野貴昭, 新垣勝
也, 山城 聡, 國吉幸男：傍腎動脈腹部大動脈瘤の手術成績－主に腎保護の工夫について－. 第 41 回
日本心臓血管外科学会，千葉，2011.2.23-25.
PD11017: 喜瀬勇也, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 稲福 斉, 仲栄真 盛保, 永
野貴昭, 山城 聡, 國吉幸男：AAE および右鎖骨下動脈瘤を合併した Marfan 症例に対する一期的 David
手術, 解剖学的右鎖骨下動脈血行再建術の工夫. 第 64 回日本胸部外科学会定期学術集会，名古屋，
2011.10.9-12.
PD11018: 喜瀬勇也, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 稲福 斉, 仲栄真 盛保, 永
野貴昭, 山城 聡, 國吉幸男：体外循環下低体温に伴う経頭蓋誘発筋電図(tc-MEP)の電位変化に関す
る検討. 第 52 回日本脈管学会総会，名古屋，2011.10.20-22.
PD11019: 喜瀬勇也, 戸塚裕一, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 仲栄真 盛保, 盛島裕次, 永野貴昭, 新垣勝
也, 山城 聡, 國吉幸男：遠位弓部大動脈瘤に対する手術戦略. 第 39 回日本血管外科学会総会，沖
縄，2011.4.20-22.
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PD11020: 前田達也, 永野貴昭：弓部大動脈全置換術(TAR)後に発症した肺動脈血栓塞栓症に対し, 血栓溶解療
法を行った 2 症例. 第 31 回日本静脈学会，仙台，2011.6.30-7.1.
PD11021: 前田達也, 小崎教史, 比嘉 章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 仲栄
真盛保, 永野貴昭, 山城 聡, 國吉幸男：胸部ステントグラフト感染に対する１手術治験例. 九州手
術手技研究会第 22 回学術集会，福岡，2011.10.29.
PD11022: 新垣涼子, 山城 聡, 比嘉章太郎, 神谷知里, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 仲栄真盛保, 永野貴
昭, 國吉幸男: Kommerell 憩室破裂に対して血管内治療を施行した右側大動脈弓の手術治験例．第 98
回日本血管外科学会九州地方会，福岡，2011.8.20-21.
PD11023: 新垣涼子, 比嘉章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄真盛保, 永
野貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 腹部大動脈瘤血栓症の１手術例．
第 112 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.6.12.
PD11024: 新垣涼子, 山城 聡, 國吉幸男：rt-PA 投与後緊急手術を施行した急性大動脈瘤の 1 例. 第 19 回日本
大動脈外科研究会，名古屋，2011.10.10.
PD11025: 神谷知里，比嘉章太郎, 上門あきの, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄真盛保, 永野
貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: rt-PA 投与後緊急手術を施行した急性
期脳梗塞を合併した急性大動脈解離症例．第 112 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.6.12.
PD11026: 神谷知里，比嘉章太郎, 上門あきの, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄真盛保, 永野
貴昭，照屋孝夫, 新垣勝也, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: AAE および右鎖骨下動脈瘤を合併した
Marfan 症例に対する一期的 David 手術、解剖学的右鎖骨下動脈血行再建術の工夫．第 113 回沖縄県
医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11.
PD11027: 神谷知里，比嘉章太郎, 上門あきの, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 仲栄真盛保, 永野
貴昭，照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡，國吉幸男: 急性Ⅰ型大動脈解離術後の遅発性対麻痺症例．第
44 回日本胸部外科学会九州地方会，福岡，2011.7.15-17.
PD11028: 比嘉章太郎，永野貴昭，上門あきの，神谷知里，新垣涼子，前田達也，喜瀬勇也，古堅智則，稲福 斉，
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作用のメカニズムに関する研究]
1)脊髄虚血後の痙性対麻痺発症におけるGABA 受容体の
役割(中村清哉，垣花学，須加原一博)
2)脊髄虚血後の痙性対麻痺発症におけるオピオイド受容
体サブタイプの影響(垣花 学，大城匡勝，神里興太，渕
上竜也，中村清哉)
【虚血性脊髄傷害時の神経保護作用に関する研究】
AMPA receptor antagonist の虚血性脊髄傷害の保護作用
(垣花 学，須加原一博)免疫抑制剤(FK506)の虚血性脊髄
傷害の保護作用(垣花学，
須加原一博)これらの研究から,
虚血後に起こる脊髄神経細胞死の成因におけるGABA 受
容体，
オピオイド受容体の役割さらにAMPA 受容体や免疫
抑制剤の神経保護作用が明らかにされることが期待され
る。

麻酔科学講座
A. 研究課題の概要
1.肺病変修復過程促進に関する研究(須加原一博，宮田
裕史，野口信弘、西啓亨、和泉俊輔)
重症呼吸不全の病変修復には，肺胞表面の再上皮化が
不可欠であり，
肺の繊維化をいかに防ぐかが重要である。
肺胞II 型上皮細胞はこの再上皮化に深く関与する。
肺胞
上皮細胞の増殖，肺サーファクタントの産生，分泌およ
び肺水腫液吸収促進により，肺の炎症や繊維化が抑制で
きるとの仮定のもとに，
肺胞II 型上皮細胞の機能を研究
し，多くの重要な研究成果をあげている。最近肺胞上皮
細胞に特異的な増殖因子を見いだし，この因子による肺
障害の予防および治療の可能性を新しく展開するととも
に，脳虚血障害の修復改善に関する研究へも進展させて
いる。さらに, 培養肺胞上皮細胞A549 を用いて,エチル
ピルビン酸がTNF-α 誘導のNF-kB を抑制することを証
明し，その機序解明および臨床応用へ向け研究を発展さ
せている。

4. 脊髄幹細胞を用いた臓器障害修復に関する研究(照
屋孝二，須加原一博)
ラット骨髄より組織幹細胞を分離培養し，数日間増殖
させた後, BrdU ラベルし，細胞を剥離して，静脈内投与
する。数日後組織を取り出しBrdU 染色を行い，幹細胞の
分布状況を検索している。傷害肺および脊髄虚血部への
分布を促進し，傷害抑制や修復促進について検索してい
る。

2. 人工呼吸による肺傷害発生の成因と治療法に関する
研究(渕上竜也，照屋孝二，須加原一博)
呼吸不全に対する人工呼吸は，生命維持のために集中
治療では頻繁に行なわれる。しかし，人工呼吸そのもの
が，さらに肺傷害を起こし多臓器不全の成因にも関与す
る可能性が指摘されている。人工呼吸の高濃度，過大な
換気が全身性に過剰な炎症反応を惹起し，肺傷害や他の
臓器障害の成因となっているとの仮説をもとに，酸素濃
度，換気条件を緩和できる治療法を研究している。
Nitric oxide(NO)の吸入療法や，体外式肺補助法(ECLA)
により，換気・血流比不均等の改善，換気条件の緩和な
どにより，酸素化を改善すると共に，圧傷害などの予防
と炎症の抑制を期待して，これら特殊治療法の安全な実
施法の研究，効果発現機序の基礎的研究を進めている。
3. 一過性大動脈遮断後の虚血性脊髄傷害の発生メカニ
ズムに関する研究(垣花 学，斉川仁子，渕上竜也，中村
清哉，井関俊，福田貴介，須加原一博)
[実験モデル]ラットの大動脈を，フォガティーカテーテ
ルを用いて遮断する独自の脊髄虚血モデルを開発した。
このモデルでは，
10 分間の大動脈遮断で両下肢の完全麻
痺が生じる。
[くも膜下カテーテル埋め込み]ラットの大槽膜から腰髄
膨大部近傍のくも膜下腔にカテーテルを挿入し，カテー
テルの他端を頭頂部の皮下から体外に出して，慢性的く
も膜下カテーテル埋め込みモデルの手技を確立している。
この方法によって，
自由に行動している動物に対しても，
非侵襲的に薬物をくも膜下腔に投与できるようになった。
[モルヒネくも膜下腔投与による虚血性脊髄傷害の増悪
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5. 運動誘発電位(MEP)モニタリングに関する臨床・基礎
的研究(垣花 学，齊川仁子，中村清哉，須加原一博)
術中の脊髄機能モニタリングとして，運動機能を反映
しているといわれるMEP はその感受性・精度ともに従来
のモニタリングと比較し優れていると報告されている。
しかしながら，周術期の筋弛緩薬がそのモニタリングに
影響を及ぼすため適切な投与方法を確立しなければなら
ない。そこで臨床・基礎研究を計画しMEP モニタリング
に及ぼす筋弛緩薬の影響を検討している。MEP は脊椎・
脊髄手術時の脊髄機能モニタリングとしてその感受性・
精度が高いためfalse-negative が少ないと考えられて
おり，そのため大動脈手術の際の脊髄機能モニタリング
にも応用されている。しかしながら，上記の脊髄虚血モ
デルを用いた研究ではMEP 波形が正常であるにもかかわ
らずその下半身麻痺を来すこと(false-negative)がある。
この原因を脊髄病理組織学的に検討し解明している。
6. 先天性横隔膜ヘルニア(Congenital diaphragmatic
hernia; CHD)の低形成肺に対する再生促進に関する研究
(照屋孝二，須加原一博)
CHD は，新生児呼吸不全の主たる原因の一つであり，
死亡率も高い。その病態は，肺の低形成による胎児循環
遅延(Persistent pulmonary hypertension of the
newborn; PPHN)である。本研究は，実験的CHD に対し，
胎生期早期から，肺形成促進を促すことができれば，CHD
の予後を改善できるとの仮説のもとに進めている。これ
までの著者らの研究成果から，肺胞上皮細胞増殖因子や
ビタミンA などの肺細胞促進物質を薬剤誘発CHD に対し

て，
そのCHD 発生頻度や肺形成過程の変化などを検索し，
CHD に対する効果を報告した。

する。

7. 脊髄虚血後の痙性対麻痺に及ぼすα２アドレナリン
受容体アゴニストの鎮痙作用(渕上竜也，垣花 学，照屋
孝二，植村岳暁，須加原一博)
強直(rigidity)と痙縮(spasticity)が特徴的な痙性対
麻痺は，虚血性や外傷性の中枢神経障害の際しばしばみ
られる。
胸部大動脈手術術後対麻痺の発症率は3～30％と
いわれるが, 従来行われてきた開胸術を伴う直達手術を
必要としない大動脈ステント内挿術の普及によって，こ
れまでは経過観察されてきたハイリスクな患者への血管
内治療が急増している。ステント内挿術においても対麻
痺は重要な術後合併症である。痙性対麻痺では，下肢の
屈曲が困難なため車椅子や乗用車など移動手段の利用に
難渋し，痙攣による痛みは日常生活に支障をきたすので
鎮痙は重要である。
痙性対麻痺にチザニジン(Tiz)が有効であるとの臨床報
告があるが，
Tiz はα２-アドレナリン受容体(AR)だけで
はなくイミダゾリン受容体(IR)に対しても親和性をもち，
作用機序が十分に解明されているとは言い難い。我々は
独自に開発した定量的に痙性測定を行う装置
(Spasticity Meter)を用いて，脊髄虚血後に痙性対麻痺
を来たしたラットに及ぼすTiz の鎮痙作用を確認した。
免疫組織学的には, 脊髄前角のα運動ニューロンとその
周囲の神経膠細胞にα２-AR の分布を確認し，Tiz の作
用機序への神経膠細胞の関与も示唆された。Tiz の作用
機序をさらに解明することによって，痙性対麻痺発症機
序の解明と新たな治療法の確立に寄与することを目的と

8. マウス遅発性脊髄障害への硫化水素吸入の治療効果
(垣花 学, 大城匡勝, 渕上竜也, 照屋孝二, 須加原一
博）
脊髄虚血性障害の研究は, 脊髄虚血のみならず脊髄外
傷にも応用できる。さらに脊髄虚血後遅発性対麻痺モデ
ルは, 神経変性疾患と共通する神経障害機序を有するた
め, この分野の研究は広く臨床に貢献できる可能性があ
る。我々は, 独自に開発したマウス脊髄虚血後遅発性対
麻痺モデルを用い, 虚血後24 時間から行う硫化水素
(H2S)吸入が，
この遅発性対麻痺の発生を著しく減少させ
ることを発見した。我々は，このマウスモデルを用いH2S
吸入による脊髄神経保護効果の機序について, 病理組織
学的, 分子生物学的アプローチならびに遺伝子改変マウ
スを用いることにより解明することを目的とし，さらに
臨床応用を目指している。
9. 虚血性脊髄障害に対するエピジェネティック的治療
戦略(斉川仁子，垣花 学，久保田陽秋，須加原一博)
虚血・再灌流という強い刺激に対し, エピジェネティ
ック制御系は様々な修飾を受け, それにより細胞の運命
が決まると考えられている。我々は, マウス脊髄虚血モ
デルを用いアポトーシスが関与している遅発性対麻痺に，
どのようにエピジェネッティック制御系が関与している
のか，またエピジェネッティック制御系に影響を及ぼす
薬剤あるいは遺伝子改変マウスを用い遅発性対麻痺の治
療を試みること, さらに遅発性神経障害に対する創薬を
目的とする。
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た 1 症例．日本心臓血管麻酔学会第 16 回大会，旭川，2011.10.8-10．
PD11013: 西 啓亨：新しい筋弛緩回復薬 筋弛緩の拮抗は状況による. 第 31 回日本臨床麻酔学会，沖縄，
2011.11.3-5．
PD11014: 西 啓亨, 大久保 潤一, 宮田裕史, 垣花 学, 須加原 一博: 心電図だけでは、高 K 血症の有無は
判断できない. 第 49 回九州麻酔科学会,宮崎， 2011.9.17．
PD11015: 西 啓亨，大城匡勝，垣花 学，須加原 一博：筋弛緩拮抗薬は、モニターし必要時に投与すればよ
い．第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.9.3．
PD11016: 宜野座 到，波照間 友基，渕上竜也，照屋孝二，垣花 学，須加原 一博：子宮頸癌治療中に敗血
症性ショックで発症した急性食道蜂窩織炎の１例．第 21 回日本集中治療医学会九州地方会，福岡，
2011.7.9．
PD11017: 宜野座 到，渕上竜也，久保田 陽秋，大久保 潤一，照屋孝二，垣花 学，須加原 一博：心肺停止
(CPA)後早期の画像所見とは異なった治療予後を呈した低体温療法を施行した 2 症例．第 38 回日
本集中治療医学会学術集会，横浜，2011.2.24-26．
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PD11018: 田所貴弘，猪股伸一：Airway Scope を用いて最適なサイズの Double Lumen Tube を選択できた症
例．第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.9.3．
PD11019: 新垣かおる，安部真教，須加原 一博：左大腿静脈 CV カテーテル留置後の深部静脈血栓症の診断
過程において巨大後腹膜腫瘍を認識した一例．九州麻酔科学会第 49 回大会，鹿児島，2011.9.17．
PD11020: 新垣かおる，比嘉久栄，福元千尋，川端徹也，輿座浩次：縦隔腫瘍による高度な気管狭窄を起こ
した症例．第 34 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.3.5．
PD11021: 新垣かおる，安部真教，垣花 学，須加原 一博：左大腿静脈 CV カテーテル留置後に深部静脈血栓
症を発症した症例．第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.9.3．
PD11022: 兼村大介, 宮田裕史, 淵辺 誠, 須加原 一博：抗生剤投与後アナフィラキシーショックにより Vf
を来たした症例．日本蘇生学会第 30 回大会，福島，2011.11.18-19．
PD11023: 兼村大介，宮田裕史，渕辺 誠，平良裕子，花城 久米夫，垣花 学，須加原 一博：アナフィラキ
シーショックにより冠動脈スパズムを誘発した症例．第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄
2011.9.3．
PD11024: 居垣紗織，神里興太，野口信弘，照屋孝二，垣花 学，須加原 一博：褐色細胞腫術前の体液量を
Bioelectrical Impedance Analysis(BIA)により評価した１例．九州麻酔科学会第 49 回大会，鹿
児島，2011.9.17．
PD11025: 居垣紗織，神里興太，野口信弘，小田浩央，照屋孝二，渕上竜也，須加原 一博：InBody による
褐色細胞腫の術前体液量評価-IVC 径、体重との比較-第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，
2011.9.3．
PD11026: 福田貴介, 斉川仁子, 神里興太, 宮田裕史, 垣花 学, 須加原 一博：頭頸部癌術後の挿管困難患
者に対し、セボフルランによる自発呼吸温存下気管支ファイバー挿管が有用であった症例．第 39
回日本歯科麻酔科学会総会・学術集会，神戸，2011.10.7-9．
PD11027: 日名太一, 安部真教, 中村清哉, 比嘉達也, 須加原 一博: 複数回の三叉神経高周波熱凝固法に
おける除痛期間の検討．九州疼痛学会，福岡，2011.2.19．
PD11028: 日名太一，大久保 潤一，今永直也，斎川仁子，中村清哉，須加原 一博: 経ラリンジアルマスク
的にファイバーガイド下気管挿管を行った小児の１例．第 34 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖
縄，2011.3.5．
PD11029: 渕辺 誠，平良裕子，花城 久米夫, 須加原 一博: 新しい末梢穿刺中心静脈カテーテル(ArgylePICC キット TM)の使用経験．第 35 回沖縄県麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.9.3．
PD11030: 伊波明子，垣花 学，須加原 一博：術後硬膜外鎮痛中断の頻度とその原因の調査．第 34 回沖縄県
麻酔・集中治療研究会，沖縄，2011.3.5．
PD11031: 前田紀子，水谷文子，徳 誠吉，礒濱 洋一郎，須加原 一博，山本秀幸：ヒト肺胞上皮細胞 A549
における Ethyl Pyruvate による NF-κB 経路の抑制機構．第 33 回日本分子生物学会年会・第 83
回日本生化学会大会 合同大会．神戸，2011.12.7-10．
PD11032: 増田昌人，西田 悠希子，城間駒生，仲本奈々，栗山登至，樋口 美智子，金城尚美，喜納海里，
玉城徳正，田名勉，宮里達也，村山貞之，須加原 一博，渡邊清高: 沖縄県における地域の療養情
報「沖縄がんサポートハンドブック」の作成とがん対策．第 48 回日本癌治療学会学術集会，京都，
2011.10.28．
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PD11033: 山本秀幸，水谷文子，前田紀子，徳 誠吉，礒濱 洋一郎，香月博志，須加原 一博: エチルピルビ
ン酸と NF-κB の相互作用．第 84 回日本薬理学会年会，横浜，2011.3.22-24．
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っている。

救急医学講座

4.心肺蘇生法の研究およびシミュレーション教育に関
する研究（久木田一朗、近藤 豊）

A. 研究課題の概要
1.災害医療および島嶼災害医療の研究（久木田一朗, 近
藤 豊）
沖縄県は本島が隣県からも約 600km 離れた孤島であり,
かつ東西 1000km，南北 400km の広大な海域に有人離島を
40 程持つという特殊な地理環境を持つ。特殊な環境にあ
る沖縄県で, 自然災害, 人的災害への医療対応は救急医
学において重要な研究テーマである。当分野では在沖米
国海軍病院および米国災害医療システム(NDMS)との研究
を含め, 遠隔地対応の災害医療の研究に取り組んでいる。
ICT 活用による遠隔医療, 航空医療搬送などの研究を行
っている。
2.呼吸管理と多臓器不全の病態解明に関する研究（久木
田一朗, 近藤 豊）
近年，全身性炎症反応症候群(systemic inflammatory
response syndrome:SIRS)が多臓器不全(multiple organ
dysfunction syndrome:MODS)と密接に関係することが明
らかになった。人工呼吸を必要とする(acute respirator
distress syndrome:ARDS)では人工呼吸そのものが SIRS
の原因となり MODS を引き起こすという我々の仮設(ICU
と CCU 発表)の下, 低侵襲な人工呼吸の理論的解明をめ
ざす研究, 重症呼吸不全に対する(extracorporeal
membrane oxygenation:ECMO)の研究を続けている。また、
呼吸管理の安全性向上, ウィーニングの研究を行ってい
る。生化学教室山本秀幸教授と共同で、重症肺炎から肺
の線維化が起きる機序の解明を目指す研究を行っている。

心肺(脳)蘇生法は，
救命救急医療の重要な分野である。
心肺停止患者に対する経皮的心肺補助装(percutaneous
cardiopulmonary support:PCPS)を用いた蘇生法での脳
障害規定因子の研究(Resuscitation 発表)，致死的喘息
重積に対する救命手段としての PCPS(救急医学発表)，高
度な人工呼吸器の機能の研究等(呼吸管理 Q&A 発表)救命
救急医療に用いられる種々の人工補助療法の研究を行っ
てきた。さらに，国際的なガイドラインであるガイドラ
イン 2010 に基づく basic life support: BLS, advanced
life support:ACLS コース(アメリカ心臓協会の正式コー
ス), pediatric advanced life support:PALS, ACLS-experienced provider:ACLS-EP の開催における教育効果,
普及に関する評価と研究を行い, 新ガイドラインを医療
従事者や一般市民へどのように普及していくか教育実践
し, 研究している。
5.高気圧酸素療法のエビデンス（合志清隆、久木田一朗、
近藤 豊）
高気圧酸素療法は近年欧米では新たな適応疾患が見出
され, 普及が進んでいる。当院では, 重症感染症や口腔
外科領域, 耳鼻科領域, 整形外科領域等での術後の治癒
促進効果が期待され, 急性期疾患への適応が拡大されて
きた。沖縄は周囲が広大な海域のため, マリンレジャー
やケイソン作業, 潜水漁業等の活動が活発である。減圧
症や中毒では最も重要な CO 中毒への治療などの研究を
高気圧治療専門医の救急部特任講師の合志医師を中心に
進めている。
6.外傷治療の研究（近藤 豊、久木田一朗）

3.ER 救急の研究（久木田一朗, 近藤 豊）
外傷事故死は 10 代～20 代で死亡原因の第 1 位であり,
今後も医師養成機関である大学には必須の分野であり,
日本における外傷外科の質向上へむけエビデンスレベル
の高い研究が必要である。この分野の先進国である米国
のハーバード大学と外傷の改良型重症度評価法の開発を
共同研究で行ったほか, 外傷に関連する研究を積極的に
行っている。

救急部では初期から 3 次までの救急患者の初期対応を
行う。臓器別医療からみれば, あらゆる分野にまたがる
救急総合医療を行う必要があるため, 昨今注目される熱
中症などのあらゆる緊急を要する疾患の初期診断・治療
から腰椎穿刺の安全な実施方法などまで学生・研修医へ
の教育に役立つさまざまな書籍物等への還元できる臨床
経験および文献研究で得た知識の研究, 症例報告等を行

B. 研究業績
著
書
BD11001: 近藤 豊: 術後の麻痺で呼ばれたら? SICU pearls -外科 ICU で困ったときに開く本-. 311, 中外医学 (C)
社, 2011.
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BD11002: 近藤 豊: 術後の不穏状態で呼ばれたら? SICU pearls -外科 ICU で困ったときに開く本-. 312, 中 (C)
外医学社, 2011.
BD11003: 合志清隆，久木田 一朗，井上 治: 高気圧酸素療法はどんな病気に用いるの? ナーシングケア Q&A - (C)
全科に必要な重症患者ケア Q&A-. 岡元和文編， 126-127, 総合医学社，東京, 2011.
BD11004: 久木田 一朗, 吉田朝秀: 一酸化窒素(NO)吸入療法はどんな時に使うの? ナーシングケア Q&A -全科 (C)
に必要な重症患者ケア Q&A-. 岡元和文編，158-159, 総合医学社, 158-159, 2011.
BD11005: 久木田 一朗, 近藤 豊: 体外式肺補助(ECLA)はどんなときに使うの? ナーシングケア Q&A -全科に必 (C)
要な重症患者ケア Q&A-, 160-161, 総合医学社, 2011.

原
著
OI11001: Yutaka Kondo, Toshikazu Abe, Kiyotaka Kohshi, Yasuharu Tokuda, E. FRANCIS Cook and Ichiro (A)
Kukita. Revised trauma scoring system to predict in-hospital mortality in the emergency
department: Glasgow Coma Scale, age and systolic blood pressure score. Critical Care
2011:15(4):R191.

症 例 報 告
CI11001: Yutaka Kondo, Kiyotaka Kohshi, and Ichiro Kukita. Symmetrical femoral vein bubble caused by (A)
decompression illness. Emergency Medicine Journal doi10.1136/ememed-2011-200991.
CD11001: 近藤 豊, 久木田 一朗, 関 沙織, 安慶名 信也, 鈴木幹男: 輪状甲状靭帯切開、右顎下腺全摘出術を (B)
必要とした頚部杙創の一例. 日本外傷学会雑誌, 25(4), 2011.

総
説
RD11001: 合志清隆，別府高明，田中克之，小川和彦，井上 治：悪性グリオーマに対する高気圧酸素療法(HBO) (B)
の放射線増感作用及びその他の悪性腫瘍への応用．日本高気圧環境・潜水医学会雑誌, 46:1-7, 2011.
RD11002: 別府高明，田中克之，合志清隆：悪性グリオーマ治療における高気圧酸素の応用．癌と化学療法, (B)
38:933-936, 2011.
RD11003: 井上 治，加治屋 志郎，合志清隆，四ノ宮 成祥：網膜動脈閉塞症，及び黄斑浮腫を伴った網膜静脈 (B)
閉塞症，糖尿病性網膜症などに対する高気圧酸素療法(HBO) -国内外の腫瘍な文献から-．日本高気圧
環境・潜水医学会雑誌, 46:55-73, 2011.
RD11004: 近藤 豊, 出口 宝, 乗井達守, 本間洋輔, 合志清隆, 久木田 一朗: 大規模災害時の医療支援 -東日 (B)
本大震災-. 日本蘇生学会雑誌, 30(2)77-81, 2011.
RD11005: 井上 治, 野原博和, 我謝猛次, 黒島 聡, 六角高祥, 金谷文則, 稲福 斉, 國吉幸男, 久木田 一朗: (B)
高気圧酸素療法(HBO)を行ったミエロパシィ(脊髄症)の検討 −78 例 20 余年の経験から-. 日本高気
圧環境・潜水医学会雑誌, 46:139-151, 2011.

国際学会発表
PI110001: Kohshi K, Lemaître F, Tamaki H, Nakayasu K, Harada M, Okayama M, Satou Y, Hoshiko M, Ishitake
T, Wong RM: Intravascular bubbles and diving patterns in Japanese Ama divers. Undersea &
Hyperbaric Medical Association 2011 Annual Scientific Meeting, Texas, 2011, 6.
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国内学会発表
PD11001: 近藤 豊, 知名智子, 幸喜 美代子, 源河 崇, 久木田 一朗: 東北地方太平洋沖地震での急性期医療
援助の経験. 第 150 回琉球医学会例会, 沖縄, 2011.4.
PD11002: 近藤 豊, 久木田 一朗: 輪状甲状靭帯切開・右顎下腺全摘を必要とした Impalement injury の一例.
第 25 回日本外傷学会, 大阪, 2011.5.
PD11003: 近藤 豊, 久木田 一朗: 在沖米軍海軍基地内の trauma simlation centor における外傷シミュレー
ション教育. 第 15 回日本救急医学会九州地方会, 長崎, 2011.5.
PD11004: 星子 美智子，合志清隆，玉木英樹，原 邦夫，石竹達也: 素潜り漁業者(アマ)の減圧障害（I）-臨床
的特徴と調査結果-．第 84 回日本産業衛生学会, 東京, 2011.5.
PD11005: 玉木英樹，Lemaitre F，合志清隆，中安一夫，原田昌範，岡山雅信，佐藤祐佳，星子 美智子，原 邦
夫，石竹達也: 素潜り漁業者(アマ)の減圧障害（II）-潜水後の静脈性気泡の確認-．第 84 回日本産
業衛生学会, 東京, 2011.5.
PD11006: 関口浩至, 久木田 一朗: ウィーニングプロトコールの研究 -補助呼吸筋の活動分析から努力呼吸
を評価する-. 第 33 回日本呼吸療法学会総会, 横浜, 2011.7.
PD11007: 久木田 一朗, 近藤 豊, 関口浩至, 迎里 陶一朗: 新型インフルエンザ流行の危機管理. 第 33 回
日本呼吸療法学会総会, 横浜, 2011.7.
PD11008: 久木田 一朗, 近藤 豊, 合志清隆, 井上 治, 綿引奈苗, 八木正晴: 一酸化炭素中毒による心停止か
ら蘇生し高気圧酸素療法を試みた一例. 第 21 回日本集中治療医学会九州地方会, 福岡, 2011.7.
PD11009: 井上 治, 合志清隆, 久木田 一朗, 砂川昌秀: 上江洲安之高気圧酸素療法(HBO)の普及活動としての
アンケート調査. 第 46 回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会, 東京, 2011.10.
PD11010: 町田紀昭, 高宮城 陽栄, 合志清隆, 力石洋平, 上地 華代子, 山内貴敬, 近藤 豊, 久木田 一朗,
井上 治: スクーバー潜水の直後にクモ膜下出血を発症した 1 例. 第 46 回日本高気圧環境・潜水医学
会学術総会, 東京, 2011.10.
PD11011: 近藤 豊, 合志清隆, 久木田 一朗: 急性一酸化炭素中毒による社会的損失. 第 39 回日本救急医学会
総会, 東京, 2011.10.
PD11012: 近藤 豊, 阿部智一, 合志清隆, 久木田 一朗: 外傷死簡易予測システム:GCS, Age and systolic
blood Pressure(GAP). 第 39 回日本救急医学会総会, 東京, 2011.10.
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改善効果があることを明らかにした。玄米に高濃度に含
まれるγ-オリザノールが高脂肪食敬遠効果を持つこと，
視床下部小胞体ストレスを抑制するシャペロン作用を持
っていることを世界で初めて明らかにした(2012 年 7 月，
米国糖尿病学会誌 Diabetes に論文掲載)。
● CGM continuous glucose monitoring ；24 時間持続
血糖測定
糖尿病はそのコントロールされていない状況が長期持
続することで全身的血管合併症を引き起こすことが問題
であり，食後高血糖が合併症，特に心血管疾患のリスク
ファクターであることが大規模臨床研究で提唱されてい
る。食前血糖値は正常範囲内でも食後高血糖を来すなど
といった血糖変動の大きな症例の場合，1 日 2～6 回測定
する従来の自己血糖測定ではその実態を把握しきれない
場合が多い。CGM continuous glucose monitoring；24
時間持続血糖測定により連続した血糖変動の測定・記録
が可能になることで食事や運動，現在投与中の経口血糖
降下薬，インクレチン関連薬といった糖尿病新薬による
血糖値の影響を測定，その結果を解析し血糖変動に焦点
を絞った最適な治療薬の選択を実際の外来診療などで利
用可能になるようデータの蓄積を行っている。将来的に
は FMD やグルコースクランプ検査との連動を予定してい
る。
● グルコースクランプ
糖尿病症例に対する DPP-IV 阻害薬，GLP-1 受容体作動
薬，PPARγ作動薬などの投与による反応性をグルコース
クランプによる骨格筋インスリン感受性，肝インスリン
感受性を評価することによって明らかにする。
● 血 流 依 存 性 血 管 拡 張 反 応 検 査 (Flow Mediated
Dilation, FMD)
血管内皮機能を評価する検査法の一つ。血管内皮機能障
害は，動脈硬化の器質的変化が起きる前の段階から現れ
る障害であり，それを非侵襲的に検査する FMD 検査は，
動脈硬化を早期に評価可能な検査として普及しつつある。
糖尿病をはじめとする生活習慣病あるいはメタボリック
シンドロームにおいて心血管イベントの予防は重要な臨
床的課題である。FMD 検査を用いて動脈硬化性疾患に影
響する因子や，予防のための適切な介入について検討し
ている。

内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
A. 研究課題の概要
A．研究課題の概要
当科では，内分泌･代謝・糖尿病, 血液疾患, 膠原病・
リウマチ性疾患の 3 分野を担当し，臨床・基礎研究を行
っている。
1. 内分泌・糖尿病・代謝内科
本土に比べ 20 年先行して欧米型生活習慣の洗礼を受
けた沖縄県は現在，全国屈指の肥満県，糖尿病県となり,
壮年期の致死的血管イベントが急増している(沖縄クラ
イシス)。
私たちは肥満症や糖尿病の新しい病態メカニズ
ムを臓器連関の中で捉え，視床下部，脂肪組織，消化管，
血管，膵臓，肝臓，骨格筋など臓器相互のネットワーク
の破綻と機能異常のしくみを統合生理学，分子栄養学的
アプローチによって解明することを目指している。
新規の診断法，治療法，予防法の創造は危機の現場で
ある沖縄でこそ出来る独創的研究であり，近未来の日本
危機，
東アジア危機を救う道標となることが期待される。
● 沖縄型食・ライフスタイルがメタボリックシンドロ
ーム，肥満糖尿病に及ぼすインパクトの総合的解析
全国屈指の肥満県，糖尿病県となった要因として，沖
縄型食・ライフスタイルの存在があげられる。フィール
ド調査から実態を明らかにしていき，病態モデルでその
メカニズムを解明することで，新規の治療法開拓につな
げたい。
● ライフスタイルの乱れ，リズム障害に伴う内分泌疾
患の病態解明
ライフスタイルが乱れると人間が本来持っている生体
リズムが乱れる。リズムの異常は，内分泌疾患や日常よ
くみる生活習慣病のメカニズムに深く関係することがわ
かってきた。抑うつ，パニック症候群が副腎疾患でみら
れることを初めて見出し，大変注目している。
● 脂肪毒性と血管機能異常の統合生理学的解析
高脂肪食による内臓肥満症が生活習慣病をおこすメカ
ニズムを詳細に検証している。特に脂肪酸の質的，量的
異常がインスリン抵抗性や血管障害をおこす分子機構に
着目している。
● 人工甘味料が視床下部機能，代謝機能に及ぼすイン
パクト
人工甘味料摂取が，摂食行動の変化，体重増加をおこ
すという大変興味深い結果が得られている。視床下部機
能と生活習慣病メカニズムの解明をつなぐ新しい分野の
開拓が期待されている。
● 高脂肪食，欧米型食に対する介入
沖縄型の高脂肪食に対する有効な介入方法を模索して
いる。臨床研究で，玄米食にあきらかな減量効果，代謝

2. 血液内科
● 日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白
血病患者を対象とした観察研究
初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象に日
本血液学会が医師主導試験として行っている多施設共同
研究である。前向き観察研究で，微小残存病変を国際標
準法である QRT-PCR 法で測定し海外データとの比較を行
うとともに，初診時の予後因子である Sokal score，イ
マチニブ，ダサチニブ，ニロチニブの血中濃度，BCR-ABL
遺伝子変異などが各治療法別の予後へ及ぼす影響を評価
する。
● 日本国内における 2nd line 以降の既治療慢性期慢性
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骨髄性白血病患者を対象とした観察研究
チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)既治療 2nd line 以降の
慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象に日本血液学会が医
師主導試験として行っている多施設共同研究である。前
向き観察研究で，微小残存病変を国際標準法である
QRT-PCR 法で測定し海外データとの比較を行うとともに，
初診時の予後因子である Sokal score，イマチニブ，ダ
サチニブ，ニロチニブの血中濃度，BCR-ABL 遺伝子変異
などが各治療法別の予後へ及ぼす影響を評価する。
● 悪性リンパ腫を中心とする造血器疾患に対する新た
な疾患単位を探索するための全体像の把握および基礎
的研究
新たに診断された悪性リンパ腫を中心とする造血器疾
患を対象にした前向き，観察研究であり，多施設共同研
究である。腫瘍細胞の表面抗原および体細胞変化の状態
を分子生物学的，臨床病理学的に検討し，臨床的特徴お
よび予後との関連を解析することで，現在既に明確にさ
れている疾患単位の境界病変，亜型に対する臨床病理学
的特徴を明確にする。
● 再発または進行性の多発性骨髄腫に対するボルテゾ

ミブ皮下注射とシクロフォスファミド，デキサメタゾン
内服を併用する治療法(sVCD)の安全性と有効性を確認
する臨床研究
再発または進行性の多発性骨髄腫を対象とした sVCD
療法の安全性と有効性を評価する前向き，治療介入の多
施設共同研究である。末梢神経毒性を軽減する目的で，
ボルテゾミブは週１回皮下に注射し，注射部位の局所反
応ならびに末梢神経障害の頻度・重症度を観察する。
3. 膠原病・リウマチ内科
自己免疫疾患の治療薬として汎用されているステロイ
ド剤がもたらす糖脂質代謝異常，インスリン抵抗性，骨
粗しょう症などの病態解析，分子医学的アプローチに取
り組んでいる。
種々の膠原病・リウマチ疾患で汎用されつつある生物
学的製剤の標的である炎症性サイトカインは糖尿病や肥
満症の病態の鍵を握る分子でもあり，膠原病における糖
脂質代謝異常のメカニズム解明に取り組んでいる。
また，
自己免疫と内分泌代謝疾患，自己免疫と血液疾患との関
わりについて分子医学的解明を進めている。
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PD11036: 益崎裕章: 講演: 進化内分泌学からバソプレッシンの臨床的意義を探る. 学術講演会: バソプレッ
シンと心不全, 沖縄, 2011.11.11.
PD11037: 益崎裕章: 講演 2: 糖尿病と肥満: 食と運動の最新医学から学ぶこと. 平成 23 年度糖尿病予防キャ
ンペーン 西日本地区講演会 in 沖縄, 沖縄, 2011.11.20.
PD11038: 益崎裕章: メタボローム解析の技術確立とヒト吸収効率の研究・沖縄長寿・肥満家系の調査と疫学ゲ
ノム解析の研究. 知的クラスター形成に向けた研究拠点構築事業 平成 23 年度 第 1 回研究推進委員
会講演会, 沖縄, 2011.11.22.
PD11039: 益崎裕章: 生活習慣病の看護・療養指導：最近のトピックス. 沖縄県看護協会 生涯教育講演会, 沖
縄, 2011.12.3.
PD11040: 益崎裕章: 食の乱れが病気を作り出すメカニズムから食育・栄養指導の重要性を考える. 平成 23 年
度日本臨床栄養士研究会講演会, 沖縄, 2011.12.17.
PD11041: 益崎裕章: 食の嗜好性に関わる新しい脳内メカニズム解明と肥満症に対する医学応用. 知的クラス
ター形成に向けた研究拠点構築事業 シンポジウム, 沖縄, 2011.12.20.
PD11042: 益崎裕章, 屋比久 浩市, 小塚 智沙代, 砂川澄人, 植田 玲, 平良 伸一郎, 比嘉盛丈, 山川 研, 田
仲秀明, 島袋充生, 柳田充弘: 肥満症の規定因子 栄養・生活習慣と民族・遺伝子 現代沖縄型食・ラ
イフスタイルがもたらす食の嗜好性変化のメカニズム. 肥満研究, 17: 116, 2011.
PD11043: 益崎裕章, 島袋充生, 山川 研, 屋比久浩市, 池間朋己, 比嘉盛丈: 肥満糖尿病の病態 沖縄クライ
シスの現場からの考察. 糖尿病, 54: 510, 2011.
PD11044: 益崎裕章, 植田 玲, 平良伸一郎: 糖尿病療養指導に必要な知識 食習慣, ライフスタイルとメタボ
リックシンドローム. 糖尿病の療養指導: 糖尿病学の進歩, 45: 11, 2011.
PD11045: 山川 研, 島袋充生, 比嘉盛丈, 田仲秀明, 島袋 毅, 益崎裕章: ピタバスタチン, アトルバスタチ
ンの 2 型糖尿病脂質プロファイルに及ぼす効果の違い. 糖尿病, 54: S-254, 2011.
PD11046: 屋比久 浩市, 大城 譲, 砂川澄人, 小塚智沙代, 平良伸一郎, 植田 玲, 仲本桂子, 岩渕敬子, 與那
覇 恵, 山川 研, 比嘉盛丈, 島袋充生, 益崎裕章: 若齢期マウスに対する人工甘味料給餌によるレ
プチン抵抗性獲得と高尿酸血症の誘導. メタボリックシンドローム, 7: 26-30, 2011.
PD11047: 平良 伸一郎, 島袋充生, 比嘉盛丈, 屋比久 浩市, 植田 玲, 山川 研, 仲村英昭, 難波豊隆, 久場
絵里子, 砂川澄人, 神谷乗史, 伊波 多賀子, 池間朋己, 益崎裕章: 異所性脂肪蓄積の糖脂質代謝に
及ぼす影響 腹部 CT を用いた新規評価. 日本内分泌学会雑誌, 87: 325, 2011.
PD11048: 仲地 佐和子, 難波 多恵子, 友寄毅昭, 比嘉敏夫, 益崎裕章: 銅欠乏性貧血の 3 例. 第 295 回九州地
方会誌, 60, 2011.
PD11049: 仲地 佐和子，友寄毅昭，平良直也，益崎裕章，百名伸之: 治療に難渋した副腎原発悪性リンパ腫の
2 例. 臨床血液, 52: 1364, 2011.
PD11050: 平良 伸一郎, 島袋充生, 比嘉盛丈, 屋比久 浩市, 植田 玲, 山川 研, 仲村英昭, 難波豊隆, 河本
絵里子, 中山良朗, 砂川澄人, 神谷乗史, 伊波 多賀子, 池間朋己, 益崎裕章: 生活習慣改善および
薬剤介入が異所性脂肪蓄積, 糖脂質代謝に及ぼす影響. 糖尿病, 54: S-355, 2011.
PD11051: 植田 玲, 仲村英昭, 難波豊隆, 久場 絵里子, 中山良朗, 砂川澄人, 伊波 多賀子, 神谷乗史, 平良
伸一郎, 新川葉子, 屋比久 浩市, 山川 研, 池間朋己, 島袋充生, 益崎裕章: CGM による食後血糖モ
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ニターを活用した糖尿病治療薬最適化の試み. 糖尿病, 54: S-341, 2011.
PD11052: 砂川澄人, 中山良朗, 伊波 多賀子, 池間朋己, 益崎裕章, 上江洌 良尚: 当初抑うつ症と診断され
ていた多腺性自己免疫症候群 2 型(Schmidt 症候群)の一例. 沖縄医学会雑誌, 50: 90, 2011.
PD11053: 砂川澄人, 河本 絵里子, 中山良朗, 植田 玲, 伊波 多賀子, 平良 伸一郎, 屋比久 浩市, 池間朋
己, 山川研, 島袋充生, 益崎裕章: 著明な高インスリン血症と異所性脂肪蓄積を伴った肥満 2 型糖
尿病の一例. 糖尿病, 54: S-376, 2011.
PD11054: 中山良朗, 伊波 多賀子, 仲村英昭, 神谷乗史, 平良 伸一郎, 屋比久 浩市, 池間朋己, 幸喜 毅,
島袋充生, 小宮一郎, 益崎裕章: 血糖コントロールの動機付けに CGM が有効であった 1 例. 糖尿病,
54: 551, 2011.
PD11055: 中山良朗, 植田 玲, 伊波 多賀子, 仲村英昭, 久場 絵里子, 砂川澄人, 神谷乗史, 平良 伸一郎,
池間朋己, 島袋充生, 益崎裕章: 後頭部深在性膿皮症を契機に糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)を発
症した 2 型糖尿病の 1 例. 糖尿病, 54: S-374, 2011.
PD11056: 中山良朗, 植田 玲, 伊波 多賀子, 仲村英昭, 難波豊隆, 久場 絵里子, 砂川澄人, 神谷乗史, 平良
伸一郎, 池間朋己, 山川 研, 島袋充生, 益崎裕章: 脳腫瘍術後 30 年で汎下垂体機能低下症と診断
された 1 例. 日本内分泌学会雑誌, 87: 363, 2011.
PD11057: 難波豊隆: 低血糖発作を契機にインスリノーマと診断され, 局在診断に選択的動脈刺激静脈サンプ
リング(ASVS)を要した 1 例. 日本内分泌学会雑誌, 87: 328, 2011.
PD11058: 仲村英昭, 中山良朗, 伊波 多賀子, 宮良あやこ, 難波豊隆, 久場 絵里子, 砂川澄人, 植田 玲, 神
谷乗史, 平良 伸一郎, 池間朋己, 小宮一郎, 菱沼 昭, 益崎裕章: 遺伝子変異(Gln692Ter)の地域集
積性が示唆されたサイログロブリン遺伝子異常症の一例. 日本内分泌学会雑誌, 87: 309, 2011.
PD11059: 仲村英昭, 土井基嗣, 難波豊隆, 中山良朗, 砂川澄人, 植田 玲, 伊波 多賀子, 平良 伸一郎, 屋比
久 浩市, 池間朋己, 山川 研, 屋良さとみ, 益崎裕章: カテコラミン高値を契機に睡眠時無呼吸症
候群と診断した一例. 沖縄医学会雑誌, 50: 184, 2011.
PD11060: 小塚 智沙代, 屋比久 浩市, 砂川澄人, 植田 玲, 平良 伸一郎, 比嘉盛丈, 山川 研, 島袋充生, 益
崎裕章: 視床下部小胞体ストレス抑制を介した玄米による新規糖尿病予防メカニズム. 高尿酸血
症・メタボリックシンドロームリサーチフォーラム 第 7 回研究集会, 大阪, 2011.7.30.
PD11061: 小塚 智沙代, 屋比久 浩市, 砂川澄人, 植田 玲, 平良 伸一郎, 比嘉盛丈, 山川 研, 島袋充生, 益
崎裕章: 視床下部小胞体ストレス抑制を介した玄米による新規肥満症改善効果. 第 32 回日本肥満学
会. 肥満研究, 17: 165, 2011.
PD11062: 小塚 智沙代, 屋比久 浩市, 砂川澄人, 植田 玲, 平良 伸一郎, 比嘉盛丈, 山川研, 池間朋己, 島
袋充生, 益崎裕章: 玄米は視床下部の小胞体ストレスを抑制し, 高脂肪食の嗜好性を軽減する. 第
49 回日本糖尿病学会九州地方会, 福岡, 2011.10.14.
PD11063: 小塚 智沙代, 屋比久 浩市, 砂川澄人, 植田 玲, 平良 伸一郎, 比嘉盛丈, 山川 研, 島袋充生, 益
崎裕章: 玄米は視床下部の小胞体ストレスを抑制し, 高脂肪食の嗜好性を軽減する. 第 23 回分子糖
尿病学シンポジウム, 熊本, 2011.11.26.
PD11064: 大山泰司，友寄毅昭，奥平 多恵子，仲地 佐和子，益崎裕章: ラスブリカーゼにより救命できた悪性
リンパ腫に合併した腫瘍崩壊症候群の 1 例. 沖縄医学会雑誌, 50: 86, 2011.
PD11065: 小宮一郎，平良 伸一郎，友寄毅昭，池間朋己，益崎裕章: 悪性リンパ腫および成人 T 細胞性白血病
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リンパ腫に伴う低 HDL-C 血症および低 LDL-C 血症の検討. 日本体質医学会雑誌, 73: 147, 2011.
PD11066: 比嘉盛丈, 新垣 桂, 當眞 武, 高良正樹, 山川いずみ, 大城道子, 平良 伸一郎, 植田 玲, 屋比久
浩市, 山川 研, 島袋充生, 益崎裕章: サブクリニカル・クッシング病による不安障害に対してカベ
ルゴリンの内服が有効であった三例の高齢者. 日本内分泌学会雑誌, 87: 301, 2011.
PD11067: 島袋充生, 比嘉盛丈, 城間理恵, 山川 研, 屋比久 浩市, 益崎裕章: 高尿酸血症と血管内皮機能障
害 内臓肥満症およびインスリン抵抗性との連関. メタボリックシンドローム, 7: 5-7, 2011.

その他の刊行物
MD11001: 神田善伸，須永眞司，友寄毅昭，白石吉彦: 血液疾患診療の病診連携，病々連携. Medicina, 48:
1810-1820, 2011.
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現在，当教室は高知大学医学部寄生虫学教室，北海道
大学大学院獣医学研究科動物疾病制御学講座寄生虫学教
室との共同研究を行っているが，今後も同様にリーシュ
マニア症の研究を押し進めていきたいと考えている。

皮膚病態制御学講座
A. 研究課題の概要
1. 日本における輸入感染症としてのリーシュマニア症
の分子生物学的診断•治療
琉球大学皮膚科学教室は前任の野中薫雄教授の時代よ
り一貫してリーシュマニア症の診断と治療についての研
究を行ってきた。
世界保険機構(WHO)はリーシュマニア症をneglected
tropical disease(NTD)のひとつにあげている。リーシュ
マニア症患者は88国に分布し，3億5千万人が感染の危険
にさらされており，現在1，200万人の患者がおり，毎年
200万人の新患が発症していると報告している。WHOはリ
ーシュマニア症をNTDの重要な疾患と位置づけ，
その対策
を押し進めている。しかし，リーシュマニア症は世界的
規模で分布する疾患であるにも関わらず先進国，特に日
本の臨床医には関心が持たれていない。
リーシュマニア症は吸血昆虫のサシチョウバエによっ
て媒介される。サシチョウバエが吸血する時にサシチョ
ウバエの消化管に存在するリーシュマニア原虫がヒト皮
膚に感染し，皮膚に丘疹，潰瘍を形成する。リーシュマ
ニア症の原因原虫は約20種あり，各々の原虫種と臨床病
型が対応することが特徴である。臨床病型は，L.major，
L.tropica ， L.mexicana な ど に よ る 皮 膚 型 ，
L.braziliensis， L.panamensisなどによる粘膜皮膚型，
L.donovani， L.chagasiによる内蔵型リーシュマニア症
に分類されている。このことは，原因原虫種を同定しな
いと治療方針の決定，予後の推定が困難であることを意
味する。
そのため我々は原因原虫種の同定が必須と考え，
日 本 全 国 か ら 郵 送 さ れ た 検 体 を 原 虫 の maxicircle
cytochrome b遺伝子にconsensus primerを設定し，PCR
で増幅後塩基配列を決定することによって原因原虫種を
同定している。ちなみに，我々が作成したprimerは非病
原性，病原性リーシュマニア原虫を問わず全ての原虫種
を同定 できることを 示した（ Asato Y et al ， Exp
Parasitol. 2009;121:352）。
1999年から2011年までの日本国内での症例はすべて皮
膚型リーシュマニア症13例であり、流行地で罹患した日
本人が7例で、6例が日系外国人であった。罹患地域は中
南米9例，
アフガニスタンとカタールで感染した中東アジ
アの2例，
スーダンとブルキナ ファソでの感染例2例があ
った。それらの症例のなかで粘膜皮膚型の発症原因虫と
なるL.braziliensis 3例が含まれており，厳重な経過観
察を要する。
なお昨年度の2010年ブルキナ ファソでの感
染例では原因原虫をL. majorと同定した。その症例は日
本で初めてリポゾーマル アンフォテリシンBに投与がな
され，同薬剤の効果が認められた症例であった。
今後も日本におけるリーシュマニア症の依頼臨床検体
の分子生物学的同定を行っていきたいと考えている。
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2. 海洋危険生物の皮膚障害についての臨床的研究
沖縄県は四方が海に囲まれており，また観光立県であ
るあることから海のレジャーを楽しむ人々が多いことが
特徴である。沖縄県衛生環境研究所の平成22年度の報告
によると，海洋危険生物による被害者は県内在住が60%，
沖縄県外在住者が40%であり，
北海道から鹿児島までのほ
ぼ全ての都道府県の観光客の被害があることがわかる。
2010年度の海洋危険生物被害の内訳は，届けでのあった
総数は250例であり，
その約60%が刺胞動物によるもので，
特にハブクラゲ被害が圧倒的多数を占めている。
海洋危険生物の治療方法は確立されたものはなく，現
在各臨床医が経験的に刺症患者の治療を行っているのが
現状である。その理由は加害生物の海洋危険生物は非常
に多彩で，単純に刺す生物から刺每をもつものなど様々
であることや主な每成分が不明なことが多いことによる
と思われる。
当教室は加害動物の毒器官の微細構造や刺傷部位の病
理組織学的変化を解析しており，最終的なゴールは海洋
危険生物による皮膚障害の治療方法をめざしている。
3. 沖縄に多発する頭部血管肉腫の原因病原体・ウイル
スの探索
沖縄・宮古島地方では，ウイルスがその発症に関与す
ると考えられる特徴的な幾つかの皮膚腫瘍・悪性腫瘍の
発症率が世界的にも顕著に高い。
１つにはよく知られた成人 T 細胞白血病ウイルス
(HTLV-1)による皮膚型の成人 T 細胞白血病・リンパ腫
(ATL)が挙げられる。九州南部，特に沖縄地方には HTLV
１抗体陽性率，即ち既感染者が特に多い。
2 つめの特徴として，カポシ肉腫と悪性血管内皮細胞
肉腫(血管肉腫)という，他地域では極めて稀な 2 つの血
管性・リンパ管性の腫瘍の発症率が，非常に高いことが
挙げられる。 近年の HIV 依存性のカポシ肉腫にせよ，
沖縄県に多い高齢者の古典型のカポシ肉腫にせよ，カポ
シ肉腫各型の発症にはヒトヘルペス 8 型(HHV8)ウイルス
の関与が知られている。沖縄県，特にカポシ肉腫の好発
地域である宮古島での HHV8 への感染率に関しては現在，
宮古島での血清学的な調査を準備中である。
今回の研究課題としている，
悪性血管内皮細胞肉腫(血管
肉腫)には，HHV8 の感染は病因としては関与せず，その
病因となるウイルス・病原体の存在は全く同定されてい
ない。この悪性血管内皮細胞肉腫(血管肉腫)は，高齢者
の額部・頭部に小さな紫斑･皮下出血斑として発症し，数
週から数ヶ月の経過で結節化・潰瘍化し，急速に拡大し
顔貌を破壊すると共に，肺転移を頻発し肺や局所からの
出血により死に至る。 皮膚腫瘍，さらにはヒトの固形
腫瘍の中でも最も悪性度が高く，現代医療でも手の施す

すべのない腫瘍である。
他地域との比較を念頭に置いた疫学的な解析として，
当教室の近年の臨床情報を取りまとめている最中である
が，日常の臨床上の印象では，沖縄県以外の大学病院皮
膚科においては，その新規患者は紹介を含め 1 年に 1 人
程度であるが，琉球大学においては，1-2 ヶ月に 1 人ほ
どの新規発症患者の診断・治療に当たっている。しかし
ながら診断確定後の平均生存日数は 2 年に及ばない。
この偏った地域発症性と，高齢者に多中心的に急速に
発症する経過より，血管肉腫の発症に直接寄与する発癌
ウイルスの存在を強く考える。 本課題では，血管肉腫
の原因ウイルス・外来性遺伝子の断片を発見し病態への
糸口をつかみ，将来の診断法や治療法の開発にまで発展
させたい。
この血管肉腫の原因究明のため，現在，倫理委員会の
承認のもと，血管肉腫患者や疾患コントロールとしての
カポシ肉腫の組織を用い，
１： PCR によるヘルペスウイルス近縁群の探索
２： ゲノム上でのサブトラクションによるスクリーニ
ング
３： cDNA サブトラクションによるスクリーニング
４： その他の手法による解析などを，順次用意し探索
を進めている。
しかしながら，ウイルスを念頭に置いたスクリーニン
グに当たっては，想定される標的が，DNA ウイルス，RNA
ウイルス，レトロ・ウイルスであるかにより，各々の手
法に一長一短がある。
１： 一般にヘルペスウイルス一群は血管指向性が強い
高腫瘍性ウイルスであることも知られている。まずこの
血管肉腫の発症誘因の可能性として，ヘルペスウイルス
全般の DNA を増幅しうる degenerate タイプのプライマ
ーを数種用意し，多様なアニール温度，塩濃度の条件下
で数人の血管肉腫患者の組織 DNAPCR による遺伝子増幅
を行った。しかし HHV８を含め既知ヘルペスウイルスは
全く増幅されず，新規ヘルペスウイルス群に関連する遺
伝子の増幅も，数例の血管肉腫の組織遺伝子よりは検出
されなかった。一方，疾患コントロールであるカポシ肉
腫の腫瘍組織からは HHV8 ウイルス断片が容易に増幅・検
出された。
２： ゲノム上でのサブトラクションによるスクリーニ
ング：
ゲノム上での DNA サブトラクションクローニングは，
RNA (cDNA)サブトラクションよりは遙かに困難であるこ
とは知られているが，最近では別種の皮膚腫瘍であるメ
ルケル腫瘍において完遂され，その原因ウイルスである
メルケル細胞ポリオーマウイルス(MCV)が同定されてい
る。
従来のゲノムサブトラクション法に若干の改良を加え
解析を行っている。
具体的なゲノムサブトラクション法としては，新規血
管肉腫患者の腫瘍組織より全 DNA を抽出する。沖縄地方
からは遠い出身者の末梢血ゲノム DNA をコントロールと

して用いる。
その全 DNA を１−２ｋｂｐに制限酵素により
断片化した状態でゲノムサブトラクションを行う。比較
数倍量をビオチンラベルしたコントロール遺伝子断片と，
腫瘍由来 DNA を熱処理後にアニールしストレプトアビジ
ンで沈降，上清のビオチンラベルされない DNA 分画を回
収するという手法を数回繰り返す。サブトラクトされた
DNA 断片に均一性の高い PCR 増幅をかけ，通常のプラス
ミドベクターにサブクローンしランダムに配列を決定し
ている。この手法は DNA ウイルス，あるいは RNA ウイル
スの時にのみ有効である。
３： cDNA サブトラクションによるスクリーニング：
ゲノムでのサブトラクションとともに，血管肉腫，カ
ポシ肉腫，正常ヒト培養血管内皮細胞(HUVEC)の組織，細
胞より RNA を抽出し，
型どおり cDNA 化しサブトラクショ
ンライブラリーを作製し，ランダムシークエンスにより
ヒトのゲノムシークセンスに合致しない遺伝子断片を選
択する。現在はライブラリーの準備中である。
4. 稀少難治性角化症の病態解明と創薬に向けて
ダリエー病とヘイリー・ヘイリー病はともに，単一遺
伝子の変異による優性遺伝性の難治性角化症であるが，
生下時には症状は現れず，思春期以降の夏期に胸や顔面
など脂漏部位(ダリエー病)や，腋窩・股部・乳房下など
の間擦部位(ヘイリー・ヘイリー病)など，それぞれ特有
の皮膚の部分に，角化性の丘疹やびらん・潰瘍などの醜
形や悪臭として発症する。
近年の分子遺伝学の成果により，この２つの疾患の原
因遺伝子(ATP2A2，ATP2C1)が同定され，表皮角化細胞の
小胞体あるいはゴルジ体に機能するカルシウムポンプで
ある SERCA2b，SPCA1 蛋白の正常な蛋白量が，健常人に比
べ半分近くに低下していることが，発症の原因であるこ
とが理解された。 この発症機序はハプロ・インサフィ
シエンシーと呼ばれ，健常人の半分のみに低下したカル
シウムポンプ蛋白の発現量では，正常な角化プロセスの
制御ができずに異常な角化が亢進し，角化細胞の異常角
化やデスモソームでの脆弱な細胞間接着を引き起こし，
特有の皮膚症を発病すると考えられる。
この発症機序の理解に基づき，各々の疾患の原因遺伝
子の表皮角化細胞での発現をより亢進し，患者皮膚の
SERCA2b・SPCA1 蛋白の発現を変異体，正常蛋白ともに 2
倍近くに増加し，その結果，正常に機能する野生型カル
シウムポンプの蛋白量を健常人の量に近づけることによ
り，皮膚症状を改善しうると考えた。
当科の高橋健造は，これまでに in vitro での広範な
薬剤ライブラリーの網羅的スクリーニングの探索結果，
ダリエー病の病態を改善しうる可能性のある薬剤として，
カンナビノイド作動薬とバニロイド作動薬の 2 群を発見
し国内・海外の特許申請に至った。この２つの作動薬は
それぞれ表皮角化細胞に発現する固有の受容体を介し，
独立した機序で働くことを見いだした。
ダリエー病とヘイリー・ヘイリー病は，夏の暑さで著
明に悪化する疾患でもあり，バニロイド作動薬が温熱感
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受性受容体を介し，ATP2A2 遺伝子の発現が亢進するとい
う発見は，これら疾患の病態をより細かに理解する上で
も非常に興味深い事実であり，夏の暑さの強い沖縄県に
とっても重要な研究課題であると考える。
今回の研究課題では，バニロイド受容体である TRPV
受容体の 6 種のアイソフォームの中でどのサブタイプが
皮膚における ATP2A2 遺伝子の発現の鍵となり，
治療効果
をもたらすのかを，
siRNA や RT-PCR 法を用いて解析する。
また培養状態の角化細胞とは異なる，実際の皮膚におけ
る細胞外イオン濃度での TRPV 受容体の作動温度域も観
察したい。
また夏期の暑さ以外に特異な臨床症状である，
思春期以降の急速な発症についてもその病態を体表温度
との関係を含め解明したい。また同様の角化症であるヘ
イリーヘイリー病での原因遺伝子 ATP2C1 の発現調節に
関しても解明したい。
さらに，今回同定したカンナビノイド作動薬が，異常
角化を抑制し基底層での分裂を若干抑制するなど抗角化
作用を有することから，遺伝性角化症のみならず，炎症
性角化症の代表疾患である尋常性乾癬での効果を確認す
べく，そのモデル動物を用いた解析も進めたい。
5. 沖縄県内におけるウイルス性疣贅の HPV (Human
Papillomavirus)genotype 調査
ウイルス性疣贅は皮膚科受診患者の全国調査で患者数
が第 6 位と多く，日常診療上極めて身近に経験される疾
患である。尋常性疣贅はその中でも，もっとも頻度の多
い疾患であるが，粘膜の疣贅と比べ，皮膚の疣贅につい
ては HPV 型の疫学調査が非常に少ない。1997 年 Rübben
や Chan らによって，尋常性疣贅からは HPV2/27/57 が検
出されることが多いと報告されたが，その後特にアジア
からの報告では HPV1a の検出頻度が高く，2005 年に群馬
県内の検体を用いた調査でも同様の傾向が見られた。
そこで当科では沖縄県内の尋常性疣贅から検出される
HPV 型が，従来の報告と一致するのか，また地域差はあ
るのかを解明する目的で，県内の尋常性疣贅における
HPV genotype 調査を行っている。これまでの結果では検
出される HPV 型は，type 1a が半数を占めていることか
ら，やはりヨーロッパからの報告とは異なる結果になる
ことが予想される。また頻度は低いが尋常性疣贅から粘
膜 high risk 型の HPV が検出されることがある。
この type
のHPV はBowen 病などの皮膚腫瘍と関連することがあり，
近年承認された子宮頸癌ワクチンで感染が防げる type
もある。よって，尋常性疣贅からの粘膜 high risk 型の
HPV 検出率をみることは，興味深い検討といえる。今後，
検体数を増やして解析を行う予定である。
6. カポジ肉腫
カポジ肉腫は HHV-8 (Human herpesvirus8)によって生
じる血管系腫瘍であり，古典型，アフリカ型，医原性型，
AIDS 型といった臨床型で分類されることが多い。最近の
日本国内ではカポジ肉腫の大部分が AIDS 型であり，非
AIDS 型カポジ肉腫は非常に稀であるが，沖縄県では琉球
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大学附属病院のみでも 1987 年から 2011 年までの 25 年間
で古典型カポジ肉腫 26 例，
医原性(免疫抑制型)カポジ肉
腫 12 例を経験している。
HHV-8 遺伝子内には多変異領域があり，K1 遺伝子内の
同領域をもとに 4 つ(Ⅰ/A， Ⅳ/B， Ⅱ/C， Ⅲ/D)の
genotype に分類することができる。
それぞれの genotype
は世界的分布が異なることから，県内の症例で検出され
HHV-8 genotype を調べることで，ウイルス伝播の経路を
推測することが可能になるのではと調べを進めている。
またこれまでに当科で経験した 38 例の古典型・免疫抑
制型カポジ肉腫症例のうち，17 例 (約 45%) が宮古島出
身者であった。沖縄県および宮古島におけるカポジ肉腫
の高発症率が HHV-8 感染率の高さに起因するのかを解明
するため，
現在当科では沖縄県内各地における HHV8 疫学
調査を行っている。
7. 食物アレルギー疾患の診断とその基準の模索，原因
物質の解明 治療抵抗性の蕁麻疹に対する新規治療法
の確立
食物アレルギーは原因食物を摂取した後に免疫学的機
序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象
と定義されている。その症状は皮膚，消化器，呼吸器を
含めた全身に生じる。それらのうち，食物によるアレル
ギー症状が生じる最も頻度が高い臓器は皮膚粘膜である。
そのため，アレルギー反応が生じると高頻度に皮膚科を
受診することが多い。したがって，食物アレルギー診療
において皮膚科が担う役割は非常に大きい。
食物アレルギーを起こす原因を同定することは患者の
治療を行うための必須事項である。一般的な即時型アレ
ルギー検査では血液にて血中抗原特異的 IgE 抗体を調べ
る IgE-Capsulated hydrophilic carrier polymer
Radioallergosorbent test:IgE CAP RAST 法が行われて
いる。しかし，血中抗原特異的 IgE 抗体が陽性であって
も食物アレルギーの症状が出現するとは限らないため，
血液検査の結果のみによる安易な診断で食物制限を勧め
ることは控えるようガイドラインでも示唆されている。
血液検査以外の検査としてはプリックテストやスクラ
ッチテスト，皮内反応テストといった皮膚を利用した検
査や，実際にアレルギーの存在が疑われる食物あるいは
薬剤を直接，経口的に負荷しアレルギーの有無を判定す
る経口内服負荷試験が挙げられる。現在の所，原因物質
を特定し確定診断を得るために最も信頼性の高い検査は
経口負荷試験である。
そのため当科では食物あるいは薬剤アレルギーが疑わ
れる症例では診断のために経口負荷試験を行っている。
また当科では薬剤アレルギーを有する症例に対し被疑薬
以外の安全薬を確認する目的にも経口負荷試験を行って
いる。また，食物アレルギーの特殊型である食物依存性
運動誘発アナフィラキシー(food-dependent exerciseinduced anaphylaxis：FDEIA)の診断のためには経口負荷
試験に加え運動負荷試験が必須である。
現在，2009 年度に発表された経口負荷試験のガイドラ

インは存在するが，それはあくまで小児を対象としたガ
イドラインであるため，成人を対象とした負荷試験のガ
イドラインは現在のところ存在しない。そのため，当科
は生活習慣病といった小児では検討されていない合併症
も考慮にいれ，独自の基準を設け 2009 年 1 月より延べ
96 人の負荷試験を行ってきた。私どもはそのように蓄積
された臨床データに基づき成人における経口負荷試験の
ガイドラインに関して提言を行っていくことを計画して
いる。
近年，加水分解小麦入りの外用品によって感作された
小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシーの症例
報告が相次ぎ，現在厚労省からも注意喚起がなされ，最
も流通が多い「悠香®の茶の雫石鹸」は自主回収となり，
社会的問題となっている。そのような社会的な背景もあ
り，現在，その被害者の確定診断と今後の患者さんの QOL
のために専門外来を設けている。その他，大腸癌に対す
る治療薬の一つであるセツキシマブにより感作されたと
思われる牛肉アレルギーが報告され，その抗原が同定・
報告されているので，その病態生理などについても追試
•研究を行っている。
このように今後も新規の外用品や薬剤によるこれまで
認められなかった食物アレルギーが疑われる場合はウエ
スタンブロット法にて原因物質の同定を行うため精力的
に研究を進めている。さらに治療抵抗性•難治性の蕁麻
疹を有する症例のうち，自己汗に対するアレルギーが認
められる場合，共同研究機関である広島大学皮膚科(主
任：秀道広教授)と共同で自己汗による減感作療法の有用
性に関する臨床研究を行っている(広島大学倫理委員会
第 226 号・琉球大学倫理委員会第 380 号)。本研究により
自己汗による減感作療法の有用性が証明されれば，
現在，
既存の治療に抵抗性の蕁麻疹患者に新しい治療法を提供
することが期待される。
8. 沖縄におけるハンセン病
日本におけるハンセン病の新患は，年間10例以下とな
っている。そのうち，日本人は0-2例であり，ほとんどが
沖縄からの報告である。
琉球大学医学部附属病院(琉大病
院)における新患集計記録は昭和57年から開始され，
以降
29年間に151名の新患発生があった。今後も，ごく少数例
が散発的に発見される可能性が推定される。
一方で，東南アジアを中心に年間22万人以上の新規発
症があり，世界的に未だ問題の多い疾患である。ハンセ
ン病は末梢神経障害を生じ，手足や鼻の変形や脱落， 四
肢の運動機能障害，麻痺性兎眼や顔面神経麻痺による顔
面変形などの症状を生じる。大きく多菌型や少菌型に分
けられ，宿主側の免疫機能によりらい菌感染への反応が
異なる。いまだ解明されていないことも多く，今後琉球
大学に蓄積された臨床データをもとに，研究をしていき
たいと考えている。

沖縄・八重山地方は日本全体の中で，成人Ｔ細胞白血
病ウイルス(HTLV-1)の感染率が非常に高い。一方，皮膚
リンパ腫の中には，菌状息肉症とよばれる，非常に経過
の長い慢性型の皮膚リンパ腫が存在する。この菌状息肉
症の発症には成人Ｔ細胞白血病ウイルス(HTLV-1)の関与
はなく，HTLV-1 感染の有無を問わず，一定の割合で罹患
し，その発症は全世界にわたり地域性は見られない。
これら皮膚型ATL とHTLV-1 の関与のない菌状息肉症は，
早期の紅斑浸潤期，進行期の腫瘍期，白血化した段階に
おいても，非常に類似した病理的な形態を呈する。しか
しそれらの臨床的予後，
治療への感受性は大きく異なる。
HTLV-1 キャリアーに生じた皮膚リンパ腫を，古典的な菌
状息肉症か，
あるいは HTLV-1 による皮膚型 ATL であるの
かを病理学的に鑑別するアルゴリズムはいまだ確立され
ていない。そのために各リンパ腫瘍の発癌機序に直結す
るマイクロ RNA の発現パターンを詳細に比較し，腫瘍形
成・維持において必須の特異的マイクロ RNA を決定し，
その下流に制御される蛋白群の発現も解析することで，
初期病変における両皮膚病変の鑑別をしたいと考えてい
る。
10. 真菌症の診断と治療，分子疫学
柔道やレスリングなどの格闘技選手の間ではTrichophyton tonsurans(トンズランス，真菌)による頭部白癬,
体部白癬が集団発生し問題になっている。県内の一団体
の集団検診をしたところ，複数のTrichophyton tonsurans 陽性者がみつかった。定期的に培養検査を行っ
たところ，持続的に多数の菌が検出される群と，感染し
ない群に分かれていることが分かった。真菌感染には遺
伝的素因と後天的要因が関与していると考えられるが，
証明はなされていない。遺伝的素因を調べるため，皮膚
の真菌感染症に関係すると推測される遺伝子(候補遺伝
子）の一塩基多型: Single Nucleotide Polymorphism
(SNP)を感染群と非感染群間で解析し，
関連を調べること
で，遺伝的素因の有無を確認することができると考えて
いる。
深在性真菌症は, 診断, 治療ともに困難で, 特に日和
見感染症として発症した場合は致死率が高い疾患であり
，早期診断，早期治療が救命のかぎとなる。真菌培養な
どの菌学的検査や組織検体からのPCR，
ダイレクトシーク
エンスでの原因菌の同定を行い，早期治療につなげられ
るようにしたい。
11. DFSP の遺伝子変異について
隆起性皮膚線維肉腫(dermatofibrosarcoma protuberans:DFSP)は間葉系肉腫の代表で, 転移は少ないが
局所再発の多い中等度悪性腫瘍である。近年，DFSP の多
くは 17 番染色体上の I 型コラーゲン(collagen type I，
alpha 1; COL1A1)と 22 番目の血小板由来増殖因子
(platelet-derived growth factor B-chain: PDGFB)との
融合遺伝子が確認され，特定の増殖因子の持続的な異常
活性化が病因として知られるようになった。また, この

9. HTLV-1感染者におけるATLリンパ腫と菌状息肉症の鑑
別
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肉腫の病理確定診断は時に困難なときがあるが, この融
合遺伝子が見つかることで，隆起性皮膚線維肉腫の診断
を強く確定できる症例も散見される。
我々は DFSP の確定
診断に COL1A1- PDGFB 遺伝子の検出を行っている。しか
し, 一部の症例ではこの融合遺伝子が存在せず，新規遺
伝子変異の存在も病因として示唆される。
今後，COL1A1PDGFB 遺伝子の見つからない症例において, 新規の遺伝
子変異を見つけ, 腫瘍化病因を明らかにし, 今後の分子
標的薬などを用いた治療の導入などにも貢献していきた
い。

いと報告されていたタイプであり日本国内では極めて稀
な疾患とされるが，沖縄県ではその発生が本土に比べて
多い。HHV-8 遺伝子内には多変異領域があり，K1 遺伝子
内の同領域をもとに 4 つ(Ⅰ/A， Ⅳ/B， Ⅱ/C， Ⅲ/D)
の genotype に分類することができる。それぞれの
genotype は世界的分布が異なることから，県内の症例で
検出され HHV-8 genotype を調べることで，ウイルス伝播
の経路を推測することが可能になるのではと調べを進め
ている。また 1994 年から今日までに当科で経験した 36
例の古典型・免疫抑制型カポジ肉腫症例のうち，16 例
(約 44%) が宮古島出身者であった。このことが宮古島の
HHV-8 感染率の高さに起因するのか，当地の病院と共同
で疫学調査を行う準備を進めている。

12. HTLV1 感染者における， ATL リンパ腫と菌状息肉症
型 T 細胞リンパ腫の鑑別
沖縄県は，国内でも世界的にも HTLV1 ウイルスの既感
染者が多い地区である。この HTLV1 ウイルスの感染によ
り皮膚症状の 1 つに，皮膚リンパ腫型の ATL が挙げられ
る。皮膚型 ATL は予後の悪い皮膚リンパ腫であり， 早期
の介入や強めの治療が必要となる CD４細胞のリンパ腫
である。
一方， 従来より， 菌状息肉症と呼ばれる， 皮膚に限
局する T 細胞リンパ腫が存在し， こちらも CD4， CD25
細胞がモノクローナルな増殖を遂げる T 細胞の腫瘍であ
るが， HTLV1 の関与は全くなく， 全世界的にある頻度
でみられる疾患である。この菌状息肉症は，表皮への親
和性が非常に強く， 数年-数十年にわたって皮膚症状に
とどまり， リンパ節， 骨髄含め， 多臓器への浸潤が見
られない， 長期予後の良い腫瘍であり， 早期の紅斑期
から浸潤期の十数年間は， 紫外線療法や外用， 皮膚面
への限局した放射線療法が選択される。
このように，予後や治療法の全く異なる ATL 皮膚リン
パ腫と菌状息肉症であるが， どちらも CD4， CD25 陽性
の T 細胞リンパ腫であり，病理学的にも免疫組織学にも
鑑別は出来きていない。
本邦他地域の HTLV1 のそれほど多くない地域では，
DNA のサザン法により， HTLV1 ウイルスのモノクローナ
ルな組み込みと， T 細胞受容体の再構成が求められた段
階で， ATL の皮膚リンパ腫と判断され， 強力な化学療
法の適応と診断される。
しかし実際には， この診断法のみでは，HTLV1 既感染
者に発症した従来の菌状息肉症を， ATL 型のリンパ腫と
して診断しまう。本来なら全く異なる機序による発がん
であり， 予後が大きく異なる疾患であるので， 治療法
の選択では厳密に鑑別すべきであるが，ここが現在の臨
床医学の限界となっている。
そこで，これらを鑑別できる方法を探す手法の確立を模
索している。

14. 悪性腫瘍について
亜熱帯地方に属する沖縄地方の皮膚悪性腫瘍の特徴と
して紫外線による光線性角化症，有棘細胞癌があげられ
る。また，HTLV-1 ウィルス感染率の高さが示すように成
人T 細胞白血病も多くみられる。また毛包系腫瘍や毛嚢
に関わるpilonidal sinus の報告例も多い傾向がある。
さらに， 血管系腫瘍であるKaposi肉腫，悪性血管内皮細
胞腫(以下MHE)なども症例が多い。
このように沖縄県にお
ける皮膚悪性腫瘍は他県にはない特徴を有する。特に
Kaposi 肉腫などは， 従来は(日本本土では)AIDS型や免
疫抑制型などが多く報告されているが，沖縄県では古典
型Kaposi肉腫の症例が多い。他県からの報告はほぼ皆無
であるが，1994年～2011年の間に琉球大学にて30例以上
が確認されている。特に多く占めるのが離島出身者，と
くに宮古島出身者であり何らかの関連があると思われる。
古典型はAIDS 型や免疫抑制型のように致死的ではない
ものの， 疼痛・主決を引き起こすため著しくQOL を損な
う。本来，古典型は東ヨーロッパのユダヤ人や地中海沿
岸の高齢者男性に好発するといわれているが，なぜ沖縄
県にて多く認めるのかはいまだ不明である。そのため，
カポジウイルス(ヒトヘルペスウイルス8 型)の感染率な
どの実態調査(特に宮古島での調査)が必要と考えられる。
また，
他にも発症に関与する因子がないか検討している。
また， 同じ血管系悪性腫瘍である MHE は高齢者の頭
部に出現しやすい悪性腫瘍で肺に高率に転移する致死的
な疾患である。1987 年～2011 年の間に琉球大学では約
50 例の症例を確認しており，特にここ数年は症例の増加
を認めている。腫瘍の病因は不明であるが，沖縄地方に
特に多く地域差があるため紫外線，感染症などが発癌に
関与している可能性がある。また，予後不良であり，初
診から平均１年程度で死亡する。手術，化学療法，放射
線療法などを組み合わせた集学的治療が行われることが
多いが，その治療効果などを統計学的に検討している。

13. カポジ肉腫
カポジ肉腫は HHV-8 (Human herpesvirus8) によって
生じる血管系腫瘍であり，古典型，アフリカ型，医原性
型，AIDS 型といった臨床型で分類されることが多い。古
典型カポジ肉腫は従来地中海沿岸から東ヨーロッパに多

15. 沖縄県での皮膚腫瘍(悪性と良性を含む)の治療と
実態
琉球大学医学部付属病院皮膚科の皮膚腫瘍統計をみる
と有棘細胞癌および光線性角化症は本土に比べても露出
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部位の腫瘍が明らかに多く出現している。沖縄県は一方
で高齢者死亡率は低く， 90 歳以上の皮膚癌の手術例も
多い。2010 年度，当科において経験した手術症例数は総
数 217 例であり，
その中で悪性皮膚腫瘍症例は 67 例であ
った。2011 年では手術症例数は 257 例で悪性腫瘍症例は
62 例であった。
皮膚良性腫瘍，悪性腫瘍において，最も重要な治療は
手術である。
体表腫瘍は切除により術後の醜形をきたすことも多い
ため，手術では完全切除が必須であるが，必要最小限で
あること，術後の再建方法も検討する必要がある。術後
は，
病期により化学療法，
放射線療法なども行っている。
悪性黒色腫においてはラジオアイソトープによるセン
チネルリンパ節の同定を行っていく予定であり，センチ
ネルリンパ節生検を行う事での治療方針決定による予後
に対する効果など調査していきたい。
また， 転移を起こしている悪性腫瘍患者の QOL を向
上させる治療法の開発も検討する必要がある。高齢者の
皮膚腫瘍の治療では手術不能例や完全切除が困難な症例
もみとめることがある。麻酔法の検討や姑息的治療を選
択することもあり得る。手術例の予後を調査することに
より，治療方法の選択をより明確なものとすることがで
きると思われる。最近海外では悪性腫瘍に対する分子標
的薬の開発が進んでおり，今後は当科でも有望な薬剤を
導入していきたい。

また， Angiosarcoma は高齢者の頭部に出現しやすい
悪性腫瘍で肺に転移しやすい致死的な疾患である。1987
年～2010 年の間に琉球大学では 45 例の症例を確認して
いる。この腫瘍は培養が困難であり， 世界でまだ 2 例
しか報告されていないため，腫瘍培養を確立させ今後の
研究や治療に発展させたい。
16. 皮膚科領域の病理組織学的研究
亜熱帯地方に属する沖縄地方の皮膚悪性腫瘍の特徴は，
強い紫外線による影響の他，離島在住のため受診が困難
な地域性のため，腫瘍径の増大や転移性病変が存在し，
悪性度が進行していることが考えられる。このため病理
組織学的に組織型，深達度，脈管侵襲などにつき免疫組
織学的検討も加え，悪性度や TNM 分類による評価，治療
法の選択，予後等に関する集積を行う。
また HTLV-I 関連や脈管系由来の疾患に遭遇する機会
が多い。病理組織学的には免疫組織化学による検討を駆
使した的確な診断が必要である他，HE 像による腫瘍細胞
の形態，増殖パターン，浸潤様式，転移の有無等の評価
が必要である。これらをもとに病期分類，予後の解析を
行う。
この他，転移性皮膚腫瘍も稀にみられ，免疫組織学的
検討により原発病変を推定することが可能である。これ
らの集積・解析を行うことで，原発病変による皮膚転移
の頻度や部位との関係性，
予後などについて検討をする。
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肛門機能温存は困難だが, 部分切除術では大部分が良好
に機能温存できることが分かってきた。今後は自施設で
内圧検査が出来る様にしたい。また, QOL 評価などを用
いて研究を進めたい。

消化器・腫瘍外科学講座
A. 研究課題の概要

4. 直腸癌局所再発の診断と集学的治療と機能温存手術
（佐村博範, 野里栄治, 西巻正）
直腸癌の再発は早期に的確に診断できれば再切除が可
能な症例も少なくない。その再発形式は吻合部
（中心部）
再発, 側方再発, 前方再発, 後方再発に分類する事が出
来る。中心部再発, 前方再発, および側方再発の一部は
骨盤内臓全摘術が可能である。側方再発で座骨に達した
場合は根治を目指した再切除術は困難であるが, 後方再
発で腫瘍が仙骨に達している可能性がある場合は合併切
除する事で治癒切除を目指す事が出来る可能性がある。
腹会陰式直腸切断術あるいは低位前方切除術に仙骨合併
切除を行うことで再発・高度進行直腸癌の根治性向上の
可能性を検討する。また, 前方再発症例では骨盤内臓全
摘術が施行されてきたが, 泌尿器科領域への浸潤の程度
により膀胱機能温存が可能な症例が存在する事が分かっ
てきた。症例を厳選し従来なら骨盤内臓全摘術の適応で
有った症例の合併切除を最小限にし, 特に膀胱機能を温
存する方法について検討している。更に, 直腸癌局所再
発例を詳細に検討し放射線化学療法を含めた集学的治療
の可能性を検討している。

1. 高度進行胆道癌の切除術式の開発 (白石祐之)
高度進行胆道癌に対する肝門構造の一括切除術式を独
自の手術術式として開発してきたが, 本年度においては
その手術成績について,術前および手術時の予後予測因
子との関連,特に高齢者における成績
（耐術および中長期
予後）についての分析を施行した。また高度進行胆道癌
に対して導入している術前後の化学療法の効果について
も, その成績を臨床因子との関連などの観点から分析し
た。
2. 肝胆膵領域での腹腔鏡下低侵襲手術手技 (白石祐
之)
肝胆膵領域での腹腔鏡下手術について，その適応拡大
に向けて様々な工夫をおこなってきた。専用の手術器具
の開発, 術式上の工夫などをおこなってきた。具体的に
はこれまで導入が困難であった，一般的な肝切除術や膵
手術のほかに，肝右葉後区域切除や膵全摘術などのいま
だ未知の分野の手術術式の確立に向けて具体的な方策を
開発してきた。
3. 機能温存直腸癌手術に関する研究（佐村博範, 野里
栄治, 西巻正）
下部直腸癌に対する手術は腫瘍が肛門に近い場合は腹
会陰式直腸切断術の適応として肛門機能を廃絶する手術
が行われてきた。しかし, 昨今の直腸肛門機能および下
部直腸癌の病態研究よりこれまでの癌の進展様式の実情
が明らかになり, その結果, これまで腹会陰式直腸切断
術の適応であった疾患が肛門機能を温存した手術でも十
分治癒切除が可能である事が分かってきた。また, 内肛
門括約筋切除および結腸肛門吻合を中心とした手術技術
の向上とあいまって根治性, 安全性の確立がなされてき
ていた。下部直腸癌に対する肛門括約筋温存術は次第に
広く普及しつつあり, 専門施設ではもはや標準手術とな
りつつ有る。 当初は内肛門括約筋を一部切除し, 腫瘍
切除する手技であったが, 最近では内括約筋全切除, 内
肛門括約筋全切除＋外肛門括約筋部分切除まで行われて
いる。肛門機能温存手術ではどのように肛門機能を残せ
るのか, 切除後残った括約筋の働きはどのように回復す
るのか, 残存直腸肛門はどこまで排便機能を開腹・維持
することが可能なのかなどについて, 肛門内圧検査, 肛
門超音波検査および各種感覚検査を用いて検討する。尚,
現在これらの検査ついては当院には肛門超音波検査しか
なく, その他の検査は関連施設に依頼し検査を施行して
いたが, 保険適応の関係で内圧検査等が出来なくなり,
直腸肛門機能評価に難渋している。
これまで 40 例余の症
例に同手術を施行してきた結果, 内括約筋全切除術での
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5. 大腸癌腹膜播種症例の治療（佐村博範, 野里栄治,
西巻正）
大 腸 癌 は 消 化 器 癌 の 中 で は 比 較 的 biological
behavior が良い疾患とされているが, 進行再発例,
特に腹膜播種症例はこれまで有効な治療法がなかった。
しかし最近同疾患に対する温熱化学療法の有効であった
とする報告が散見される様になっており, 予後改善効
果が期待されている。しかしながら, 合併症が起こりう
る治療手技でもありこの効果の向上と合併症の減少に向
けた方法の検討が必要である。この様な大腸癌腹膜播種
症例に対し腹膜潅流法を用いた温熱化学療法による QOL
を含めた予後の改善効果の向上および合併症削減に向け
ての管理法および適応症例の選別に関し検討する。これ
まで 6 例に同治療を施行しており, 長期生存例が出てき
ている。
6. 腹腔鏡補助下大腸切除術（佐村博範, 野里栄治, 西
巻正）
内視鏡下手術は胆嚢摘出術に始まり大腸・胃の手術ま
で適応範囲が拡大してきている。術創が小さい事の利点
は美容的な意義から術後回復期間の短縮と晩期合併症の
改善まで見込める可能性があると思われるが, その安
全性および長期予後, 医療経済面でのメリットが実際
に有るかどうかまだ十分に検討されていない。腹膜飜転
部までは漿膜下浸潤までの N1 までの症例を対象に, 腹
膜飜転部以下では固有筋層まで, N０の症例を対象に腹

腔鏡の安全性, 長期予後, 医療経済における有用性を
検討した。結果, 開腹手術より時間を要するが, 出血量
が少ない手術であり, 短期成績ではあるが腫瘍学的にも
問題がない治療法と考えられた。現在隣接臓器浸潤がん
以外を全て適応症例とし下部直腸癌まで適応を拡げて検
討をすすめている。
7. 大腸癌におけるオキサリプラチンの末梢神経障害に
対する漢方薬：牛車腎気丸の有用性に関する多施設共同
二重盲検ランダム化比較検証試験（第Ⅲ相試験）（佐村
博範, 野里栄治, 西巻正）
mFOLFOX6 療法の主な副作用である末梢神経障害（しび
れ）予防に関する研究。末梢神経障害の症状は, 指・足・
つま先などのしびれや, 口のまわり・のどのあたりなど
がピリピリする, しびれるなどの症状で, 場合によって
は多少痛みを感じることもある。mFOLFOX6 療法をうけた
約 9 割の患者さんに発現すると考えられている。海外か
らは, 一時的にものが飲み込みにくくなったり, 息をす
るのがつらい感じがしたりすることが報告されているが,
息をするのがつらいと感じた場合でも, 呼吸の機能は低
下しないことがわかっている。これらの末梢神経障害は
治療後すぐに現れる一時的な症状で, ほとんどは次の治
療を行なう前に症状が回復しますが, 治療をくり返すこ
とで症状が長い期間続くようになることがある。
中には,
指先などがしびれて日常の行動がうまくできなくなるこ
ともある（立ちにくい, 歩きにくい, 物をもちにくい,
ボタンがとめにくいなど）
。
この試験の目的は, 牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）
という漢方薬を使用することで, mFOLFOX6 療法の主な副
作用である末梢神経障害の症状を和らげることができる
かどうか調べるにある。特にオキサリプラチンの休薬や
中止につながる機能障害（指先などがしびれて日常の行
動がうまくできなくなること）を軽減できるかどうかを
調査する。
8. 結腸・直腸癌症例に対するオキサリプラチン併用化
学療法におけるクレスチンの血液毒性及び末梢神経障
害発現抑制効果の検討（佐村博範, 野里栄治, 西巻正）
FOLFOX 療法の代表的な副作用として血液毒性（白血球
減少・血小板減少等）がある。血液毒性とは白血球や血
小板等が減少することで感染症を発症したり, 出血しや
すくなるが, クレスチンを併用する事で血液毒性が減少
するのではないかという報告が散見された。そこで, こ
の試験は, 大腸がんの化学療法に対し標準的な治療法と
されている FOLFOX 療法にクレスチンを追加する新しい
治療法が血液毒性（副作用）に対してどの程度軽減でき
るのかを調査する
9. 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者に対
する 1 次治療としての Tri weekly XELIRI + ベバシズマ
ブ療法の第Ⅱ相臨床試験（佐村博範, 野里栄治, 西巻
正）

（目的）日本人の進行・再発結腸・直腸癌患者に対する
１次治療としての Tri weekly XELIRI + ベバシズマブ療
法の有効性, 安全性を確認する。
（詳細）カペシタビン（商品名：ｾﾞﾛｰﾀﾞ, 以下カペシタ
ビン）は腫瘍組織内で選択的に5-FUを生成するようにデ
ザインされた経口フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤であ
る。本邦でも2009年9月18日に治癒切除不能な進行・再発
の結腸・直腸癌の適応が追加された。国内の開発治験
（JO19380）ではXELOX（カペシタビン, オキサリプラチ
ン併用療法）+ ベバシズマブ療法について検討され, 安
全性・有効性について良好な成績が報告されている。現
在, 主にXELOX療法として実臨床下で汎用されている。
しかしながら, FOLFIRI（5-FU, l-LV, イリノテカン併
用療法）療法の 5-FU および I-LV をカペシタビンに置き
換えた XELIRI（±ベバシズマブ）療法については海外で
多くの報告があるものの日本人における安全性, 有効性
を検討したものは 2 次治療に対する第Ⅰ相試験の BIX
study のみある。よって本療法の有効性・安全性を確認
する臨床研究が九州消化器癌化学療法研究会で計画され
たので, 参加した。
10. 5-FU 系抗がん剤, L-OHP, CPT11 3 剤の治療歴を有
する KRAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発 結
腸・直腸癌患者に対するパニツムマブおよび S-1 併用療
法の有用性の検討 -第Ⅱ相臨床試験（目的）前化学療法に 5-FU 系抗がん剤, L-OHP, CPT-11
3 剤による治療歴を有する, 特に 5-FU 系を含むレジメに
1 度以上画像的あるいは臨床的増悪歴があり, KRAS 遺伝
子野生型の治癒切除不能な進行・再発 結腸・直腸癌患者
に対する Panitumumab + S-1 併用療法の有効性と安全性
を検討し, 上位試験への基礎データとする。
他施設共同臨床第Ⅱ相試験に参加した。
（詳細）これまでの大腸癌治療ガイドラインに記述され
ていた, 一次治療及び二次治療でFOLFOXとFOLFIRIを用
いた治療, 及びそれらにbevacizumabを併用する方法に
加え, cetuximab及びpanitumumabが承認を得てからはそ
れらが一次及び二次治療に加わった（大腸癌治療ガイド
ライン 2010年版）。三次治療においては5-FU/l-LVが多
く用いられているが, そのほか現在（補助化学療法を除
く）大腸癌を適応症とする抗がん剤として5-FU/LV,
mitomycin C, UFT/LV, 5’-DFUR, S-1などがあるが, 三
次治療として具体的に推奨されるレジメは明確になって
おらず, 個々の患者に合わせて本邦では経口剤が多く使
われている。
本試験は3次治療として5-FU系抗癌剤である
S1とPanitumumabを併用する事でPanitumumab単独療法を
上回る治療効果を安全に得られるかどうかを検討する比
較試験への基礎データ構築する研究が計画されたので,
参加した。
11. 臨床病期Ⅱ-Ⅲ(T2-3，N0-3，M0)胸部食道癌に対す
る食道切除術と根治的化学放射線療法(RT+CDDP/5FU)の
多施設共同前向き比較試験 (下地英明，狩俣弘幸，長濱
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正吉，西巻正)
切除可能な中等度進行食道癌すなわち臨床病期 Ⅱ-Ⅲ
（T2-3，N0-3，M0）
（食道癌取扱規約第 10 版）食道癌の
標準治療は，食道癌治療ガイドラインによれば食道切除
術と化学放射線治療が推奨されている。この極めて内容
の異なる両治療法が標準治療とされているために，食道
癌医療の現場において混乱を招いている。切除可能な中
等度進行食道癌（臨床病期 Ⅱ-Ⅲ: T2-3，N0-3，M0）に
対する食道切除術と根治的化学放射線療法の治療成績を
明らかにすべく，多施設共同前向き臨床試験
prospective trial を施行中である。

功期間・安全性，とし多施設共同臨床第Ⅱ相試験を施行
中である。
15. ヒト免疫不全ウイルス感染者の外科治療 （長濱正
吉, 赤松道成, 金城達也, 狩俣弘幸, 野里栄治, 下地
英明, 佐村博範, 白石祐之, 西巻正）
【はじめに】沖縄県における 2008 年の HIV（Human
Immunodeficiency Virus）感染者および AIDS（Acquired
Immune Deficiency Syndrome）患者の報告数は 24 人を数
え, 人口 10 万人当たりの報告数は東京都, 大阪府に
次いで第 3 位と国内有数の拡大感染地域である。当院は
AIDS 診療拠点病院であり多数の HIV 感染者・AIDS 患者の
診療を行っている。今回私たちは教室で行った HIV 感染
者・AIDS 手術例の成績を報告する。
【期間と対象症例】
当院感染症内科において 1987 年から 2010 年まで担当し
た HIV 感染者・AIDS 患者は述べ 141 例であった。内訳は
男性 129 例・女性 12 例であった。全 141 例中, 消化器
外科的治療が施行された 7 例（9 回）を対象とした。手
術時年齢は 27 歳から 58 歳で中央値 35 歳, 男性 6 例・
女性 1 例であった。
【結果】感染経路は同性間感染が 5
例, 異性間感染と血液製剤がそれぞれ 1 例であった。
ま
た, HIV 感染者（キャリアー）が 1 例で 6 例が AIDS で
あった。手術の適応疾患としては出血性胆嚢炎が 2 例,
胆石症, 上腸間膜静脈・門脈血栓症, 肝膿瘍（胆石合
併）, 痔瘻, 仮性脾動脈瘤がそれぞれ 1 例ずつであっ
た。術式は腹腔鏡下胆嚢摘出術 3 例, 回盲部切除・人工
肛門造設・門脈切開血栓摘出術, 人工肛門閉鎖術, 肝
部分切除・胆摘, 膵体尾部・脾合併切除, seton 法,
がそれぞれ 1 例ずつと多岐にわたっていた。術後合併症
は高ビリルビン血症, 創感染をそれぞれ 1 例ずつ認め
たが, 手術関連死亡はなく, 全例生存中であった。
AIDS 患者（6 例）には全て術後 HAART（多剤併用療法）
が施行された。
【まとめ】当科における HIV 陽性手術例の
手術関連死亡はなく, 少数例であるが比較的安全に手
術が施行されていた。
外科的治療が AIDS 治療の導入およ
び継続に重要な役割を果たしていると思われた。今後も
症例を集積し検討をすすめる予定である。

12. 進行食道癌に対する集学的治療の有用性の検討
(下地英明，狩俣弘幸，長濱正吉，西巻正)
進行食道癌は未だ予後不良なため，多くの施設で予後
を改善すべく様々な試みがなされている。これまで我々
は，進行食道癌に対し化学療法・化学放射線療法・手術
を組み合わせた集学的治療を行い，その有用性を報告し
てきた。現在，進行食道癌に対する術前化学療法，術前
化学放射線療法の治療効果予測因子を検討中である。
13. 食道癌術前化学療法の治療効果予測(下地英明，西
巻正，長濱正吉，狩俣弘幸)
進行食道癌は，未だに治療困難で予後不良の癌の一つ
である。これまで，我々は進行食道癌の予後改善を目的
に，集学的治療を行い，その有用性を報告してきた。一
方，最近，JCOG9907 の結果より StageⅡ/Ⅲ食道癌に対す
る術前化学療法の有用性が明らかにされ，術前化学療法
が食道癌の標準治療とされているが，化学療法には副作
用も少なからず見受けられ，さらには化学療法が無効な
症例が存在するのも事実であり，治療早期の治療効果予
測が不可欠である。
我々は，平成 22 年度 研究種目名：基盤研究(C)，研
究課題名：
「食道癌術前化学療法の治療効果予測」で文部
科学省研究費補助金を獲得し，現在食道癌術前化学療法
の治療効果予測に，血中 CEA および SCC 抗原のメッセン
ジャーRNA 量と末梢血中循環癌細胞数の推移が有効であ
るか検討中である。

16. 切除不能上部消化管癌性狭窄への十二指腸ステン
トの有効性 (長濱正吉, 赤松道成, 金城達也, 狩俣弘
幸, 野里栄治, 下地英明, 佐村博範, 白石祐之, 西巻
正）
【はじめに】切除困難な上部消化管癌性狭窄例は食事摂
取困難や嘔吐などによって著しくQOLが損なわれる。
症状
緩和とQOLの改善を目的として十二指腸ステントの有用
性が近年報告されている。
当科では2010年4月の十二指腸
ステントの保険収載以後, 6例に十二指腸ステントを施
行した。その臨床成績を報告する。【治療期間と対象症
例】
2010年4月から2012年3月までの2年間に上部消化管癌
性狭窄6例（男性2例・女性4例：47～74歳・中央値63歳）
に十二指腸ステントを施行した。内訳は胃癌3例（術後再
発および切除不能2例）・結腸癌術後再発2例・切除不能

14. S-1 術 後 補 助 化 学 療 法 後 再 発 胃 癌 に 対 す る
S-1/CDDP 療法の臨床第Ⅱ相試験(下地英明，西巻正，長
濱正吉，狩俣弘幸)
S-1/CDDP 療法は，JCOG9912 試験，SPIRITS 試験の結果
から，切除不能進行・再発胃癌に対する標準治療と考え
られている。しかし，S-1 投与歴のある患者に対し
S-1/CDDP 療法が十分な効果が得られるのかは明確では
なく，S-1 術後補助化学療法治療後に再発した胃癌患者
に対する標準治療については確立されていない。今回，
術後補助化学療法として S-1 治療歴のある再発胃癌に対
し，S-1/CDDP 療法の効果と安全性を，Primary Endpoint：
抗腫瘍効果（奏効割合）
，Secondary Endpoints：病勢コ
ントロール割合・無増悪生存期間・全生存期間・治療成
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胆嚢癌1例であった。【結果】ステント後の経口摂取は
GOOSS SCOREで5例(83%)が0から3に改善したが, 1例の
み嘔吐が軽快せず経口摂取不能であった。ステント挿入
による合併症は1例出血を認め, 輸血を要した。穿孔例
はなく手術を要するような重篤な合併症はなかった。中
心静脈栄養に関しては6例中4例でステント留置後不要と
なり, 4例は自宅へ退院, 2例は近医へ転院となった。
ステント後の生存期間は32から722日（中央値：77日）で
あった。【まとめ】切除不能な上部消化管癌性狭窄例で
は狭窄改善目的の十二指腸ステントによって83%は食事
摂取可能となり, 全例転院おおよび退院可能となった。
ステント留置による重篤な合併症はなく, BSCとしては
許容できる成績であった。今後も症例を集積し検討をす
すめる予定である。
17. 腹腔鏡補助下胃切除術（狩俣弘幸，下地英明，長浜
正吉，西巻正）
近年，腹腔鏡下手術は胆嚢摘出術，大腸切除から胃切
除まで適応が拡大している。腹腔鏡の利点は，術創が小
さい，疼痛の軽減，術後早期の回復が早いといわれてい
る。胃癌に関しては，ガイドライン上，StageⅠA，ⅠB
に対して認められており，その範囲内で手術を行い，手
術時間，出血量，術中・術後合併症，術後在院日数につ
いて開腹症例との比較検討した。結果，手術時間は開腹
手術より時間を要するが，その他については腹腔鏡手術
の方が少ない傾向にあった。今後も，症例数を増やし，
術中・術後の短期成績のみならず長期成績についても検
討する。
18. 進行胃癌に対する DCS 療法の検討（狩俣弘幸，下地
英明，長浜正吉，西巻正）
進行再発胃癌に対する化学療法としては，TS-1/CDDP
療法
（JCOG9905）
や TS-1/DOC 療法が主に行われているが，
いまだ効果の少ない症例も多い。最近，三剤併用療法
（DCS：TS-1，DOC，CDDP）の効果が期待されている。我々
は StageⅢ/Ⅳといった進行胃癌に対し，DCS 療法を行っ
ており，全ての症例で SD～PR の効果を認めているが，骨
髄抑制が強く副作用も認めている。現在，進行胃癌に対
する DCS 療法の治療効果と安全性について検討中である。

値の設定等, 未解決の問題も多く, その妥当性に関して
は controversial である。
このため, 他の判断因子が待
たれるのが現状である。その候補として, 我々は間葉系
マーカーに着目している。
がんの転移メカニズムとして,
上皮間充組織転換
（以下EMT）
が以前より研究されている。
これは, がん細胞が細胞間の接着を喪失し, 基底膜を破
り, 血管やリンパ管に浸潤し体循環に乗るまでの一連の
変化であり, がん細胞転移の根源的な現象であると考え
られる。この過程で変化する分子に関して多くが研究さ
れてきており, 生物学的マーカーの候補として有望と思
われるものも多く存在する。それら多数の候補のうち,
我々はこれまで乳がんでも報告のある間葉系マーカー,
E-cadherin/P-cadherin・Vimentin・Matrix
Metaroproteinase に着目し, 乳がん手術検体での免疫
染色結果に基づき, intrinsic subtype や他のマーカー
との関連, 予後との関連を調査中である。
20. 再発乳がんに対する新規抗がん剤エリブリンの臨
床検討 (国仲弘一, 天願敬, 西巻正)
再発乳がんの完治は極めて稀であるが, 再発後生存期
間は延長しており, その理由として様々な新規薬剤の登
場が挙げられる。ホルモン療法に用いられる選択的エス
トロゲン受容体モジュレーター (タモキシフェン) やア
ロマターゼ阻害薬, タキサン系抗がん剤, また分子標的
薬剤であるトラスツズマブ等がその主な薬剤として考え
られている。今回, 新規抗悪性腫瘍薬であるエリブリン
メシル酸塩が, 2011年7月19日より手術不能又は再発乳
がんに対し本邦でも使用可能となった。
エリブリンの第3
相試験で, アンスラサイクリン系及びタキサン系含有レ
ジメン既治療例に対し, physician's choice と比較し単
剤で生存期間を延長する事が明らかになった。この結果
を踏まえ, 当科でも HER2 陰性乳がんに関しては, アン
スラサイクリン系及びタキサン系含有レジメン治療後に
出来るだけ up front に使用する事とし, これまでに5
例に対し治療を行っている。
HER2 陽性乳がんに関しては,
トラスツズマブとの併用に関する臨床試験の結果が出つ
つあり, 当科でも検討している。今後これらの症例に関
し臨床検討を行う。
21. 甲状腺未分化癌に対する palliative therapy とし
ての weekly paclitaxel 療法の検討 (国仲弘一, 天願
敬, 西巻正)
甲状腺未分化癌は, その疾患特異的死亡率が 100% に
達し, 診断からの平均予後が3カ月ないし7カ月と著しく
予後不良である。
急激な進行により様々な症状が出現し,
特に局所進行による呼吸困難や肺転移による咳嗽・呼吸
困難等に難渋する事も多い。現在甲状腺未分化癌に対し
化学療法単独で予後改善のエビデンスのあるレジメンは
存在しないが, 一方で診断時に切除不能或いは転移を有
する頻度が15ないし50% であり, 全身治療しか方法が無
い場合も多く存在する。この様な症例に対し, 近年その
有効性が甲状腺未分化癌に対しても示されつつある

19. 乳がんサブタイプ分類における間葉系マーカーの
意義に関する検討 (国仲弘一, 天願敬, 西巻正)
近年乳がんはマイクロアレイ解析による intrinsic
subtype の確立により, 治療の個別化及び治療成績向上
への期待が高まっている。現在, 実臨床では症例の
intrinsic subtype を同定する為に, エストロゲン及び
プロゲステロン受容体, HER2 受容体, Ki-67 Labeling
index の免疫染色を行い, 浸潤がんを Luminal A/B・
HER2 enriched・Basal Like の4つに分類している。これ
らを用いる事で multi gene analysis を用いるよりも比
較的容易かつ安価に intrinsic subtype を知る事が出
来る一方, 例えば Ki-67 labeling index のカットオフ
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paclitaxel を用いた化学療法を開始した。80mg/㎡で ,
weekly, 3投1休で施行している。現在までに2例に対して
施行したが, 副作用は軽微であり, また1例に関しては
約半年の病勢及び症状のコントロールが可能であり, 有
用であると考えられた。今後更に前向き調査を行う。
22. 小児鼠径ヘルニアに対する新しいアプローチ法を
用いた腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖手術（LPEC）
の有効性の研究 (佐辺直也，西巻正)
小児外科分野において，最も多い疾患が鼠径ヘルニア
である。その術式は長期間にわたり，完成された方法で
あり何十年も変わらずに行われてきた。近年腹腔鏡手術
が様々な手術に用いられるようになり，小児鼠径ヘルニ
アに対して経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術が開発された。
まだ全国的に標準治療までは至っていないが，従来の術
式（従来法）と比べ，片側性の場合，対側の内鼠径輪も
同時に確認することが可能であり，術後に対側が発症す
るのを予防することが可能などの有効性が考えられる。
また従来法では鼠径管を開放し，鼠径管内の精索から，
精管や精巣動静脈，
更にヘルニア嚢の剥離が必要であり，
鼠径管の構造を破壊するが，LPEC法では，特殊な専用の
針を用いることで，鼠径管の構造を壊すことなくヘルニ
ア嚢の結紮が可能と考えられる。このことから鼠径管の
構造を壊すことで生じる患側精巣の萎縮や挙上などの合
併症に関しても予防できるのではないかと期待される。
当科では2007年12月からLPEC法を導入し，従来法での臨
床結果と比較しその有効性を検討する。
23. 小児消化管間質腫瘍（GIST）の遺伝子検索と，遺伝
子変位による化学療法の有効性の研究 (佐辺直也，西巻
正)
消化管間質腫瘍（GIST）は，成人発症例に関しては遺
伝子レベルまで研究されてきており，遺伝子変位と化学
療法の有効性との関係まで解ってきているが，小児発症
例に関してはよく知られていない。成人例と性質が異な
っていることは言われており，その病態解明には一例一
例が重要であり，それぞれ遺伝子変位まで検索し，更に
化学療法の有効性に関しても検討する。
24. 小児外科診療における心理療法の研究 (佐辺直也，
西巻正)
小児における便秘症は頻度が高く，適切な治療を行わ
なければ肛門病変を生じ，遷延化，難治性となる。年長

児では便秘に伴う下着汚染，失禁により集団生活に支障
をきたし，患児自信の社会生活への積極性も阻害される
事態となる。当科では鎖肛術後，ヒルシュスプルング氏
病術後，慢性便秘症の患児に対して通常の排便管理に加
え，積極的に心理療法を行っており，外来ではブリーフ
セラピーのsolution focused approachによるカウンセリ
ング，グループセラピーとして年間定期行事のビーチパ
ーティーを展開し，十分な効果を認めている。当科でお
こなっている心理療法は，比較的容易に行うことが可能
で，
コミュニケーションのひとつとして位置づけている。
診療枞にとらわれない，効果的な心理療法として適応の
拡大を行いつつ検討している。
25. 乳児・学童における超音波ガイド下中心静脈カテー
テル挿入術の有用性の検討 (佐辺直也，西巻正)
中心静脈カテーテル挿入法は，その安全性の向上のた
め，成人・小児を問わず，様々な工夫が各施設でなされ
ている。近年超音波ガイド下にカテーテル挿入の試みが
再度注目されてきている。成人の中心静脈カテーテル挿
入術に超音波ガイド下に行う方法が施行され，その安全
性に関して良好な報告がなされるようになっている。現
在当科において小児における中心静脈カテーテル挿入を
超音波ガイド下に行っており，従来の穿刺法と比較し，
有用性を検討する。
26. 重症先天性横隔膜ヘルニアに対するECMO治療戦略
の検討 (佐辺直也,西巻正)
先天性横隔膜ヘルニアは軽症から重症例まで様々な病
態があるものの，その治療は術前の呼吸・循環管理に終
止する。即ち，より安全で効果的な全身管理ののち根治
手術に導入し，さらに術後の合併症をおこさずに管理を
続けることが肝要である。重症の先天性横隔膜ヘルニア
に対するECMOの適応，効果は一定のコンセンサスを得て
いるが，最重症症例に対してはたとえECMOを導入しても
その予後は悪い。しかし、近年全国的にECMOが必要な症
例の減少が言われてきており、様々な呼吸循環管理が改
善してきた結果と考えられている。当科では小児科と共
同でECMO導入した重症例に対し，positioningやopen
lung technique を用いた治療戦略を展開し，良好な成績
をおさめている。当科でも近年ECMO導入が必要な症例は
減少しており、横隔膜ヘルニアに対するECMOを含めた治
療指針について症例の蓄積とともに検討を行っていく。

B. 研究業績
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5.5cm 以上, 水腎・水尿管をもつ症例に対する新たな治
療戦略, さらに遠隔再発に対する対策が必要である。

女性・生殖医学講座
A. 研究課題の概要
Ⅰ. 婦人科腫瘍学
1. 局所進行子宮頸癌の化学放射線同時療法(長井裕,
若山明彦, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 稲嶺盛彦,
青木陽一, 放射線医学講座との共同研究)
Concurrent chemoradiation, CCRT は, 放射線療法に
化学療法を同時に併用する治療法であり，難治性の局所
進行頸癌に対する第一選択の治療法として推奨されるに
到っている。しかし，併用する化学療法の薬剤，投与量，
投与方法および副障害に関する結論は未だ確立されてい
ない。当科では，原発巣が著しく大きな難治性頸癌に対
して，1996 年より, Cisplatin 20 mg/m2 x 5 日間連日静
注を放射線療法初日より開始し，3 週間隔で繰り返し行
う方法を採用してきた。2010 年までに CCRT として 335
例を治療し重篤な有害事象は認めていない。治療効果と
しては，放射線療法単独の治療と比較して良好な無病生
存率がえられており，
長期生存率の改善が得られている。
しかしながら, CCRT を行っても予後不良な症例が抽出さ
れつつあり，
新たな治療法の開発について検討中である。
1) 子宮頸部扁平上皮癌Ⅲ-Ⅳa 期に対する Concurrent
chemoradiotherapy(CCRT)の治療成績
1997 年から 2007 年に当科において, 全骨盤照射で
CCRT を施行した子宮頸癌扁平上皮癌Ⅲ-Ⅳa 期 88 例を対
象とした。CCRT の適応は, 腫瘍径 4cm 超または所属リン
パ節腫大 1cm(短径)超, 年齢 20-70 歳, PS 0-2 とした。
CCRT の方法は, 化学療法として CDDP を使用し, 放射線
治療として外照射(全骨盤照射)50Gy(40Gy より中央遮
蔽), 高線量率腔内照射 18Gy を行った。有意に腫大した
リンパ節や子宮傍結合織に対して 6Gy の追加照射を行っ
た。生存率は Kaplan-Meier curve により算出し, 多変量
解析は Cox proportional hazard model を用いた。治療
に際し患者本人より文書同意を得た。
対象 88 症例中, Ⅲ
期 82 例, Ⅳa 期 6 例で年齢中央値は 53 歳であった。観
察期間の中央値は 44 か月であった。
観察期間の中央値に
おけるにおける全生存率/無病生存率は, Ⅲ, Ⅳa 期そ
れぞれ 76.3/66.7%, 69.1/66.7%であった。再発は 88 例
中26 例(29.5%), うち15 例(57.7%) は照射野外の再発で
あった。腫瘍径, 治療前 SCC, CEA, Hb 値, 年齢, 水腎・
水尿管の有無, リンパ節腫大に関して多変量解析を行う
と, 腫瘍径 5.5cm 以上(p=0.010), 治療前 Hb10.8g/dl 未
満(p=0.0084), 水腎・水尿管あり(p=0.0139)が独立した
予後因子であった。急性期・晩期有害事象は十分対応可
能であった。当科での子宮頸部扁平上皮癌Ⅲ, Ⅳa 期に
対する CCRT は, 安全に施行可能で良好な治療成績が得
られた。予後改善策として, 治療前の貧血改善と腫瘍径

2) 進行子宮頸部腺癌に対する Taxol, CDDP を用いた
Concurrent Chemoradiotherapy(CCRT)
進行子宮頸部腺(頸部腺癌)の放射線治療(放治)単独,
cisplatin(CDDP)を用いた CCRT におい不良であった。
局
所制御は放治単独で 13 例中 3 例(23.1%), CCRT で 8 例中
1 例(12.5%)と不良であった。局所制御率を改善するた
め,paclitaxel(PTX), CDDP を用いた CCRT を 2003 年から
検討してきている。2010 年までに, PTX + CDDP による
CCRT を 10 例に行ってきた。重篤な有害事象は認めてい
ない。局所制御に関して, これまで 10 例中 8 例が,局所
再発なく経過し, CDDP のみを用いた CCRT に比べ良好な
局所制御が得られている。現在も予後ならび晩期有害事
象等に関し追跡中である。今後もさらに症例を追加して
いく予定である。
3) 傍大動脈, 総腸骨リンパ節腫大例に対する Taxol,
CDDP による Neoadjuvant chemotherapy と主治療として
の Taxol, CDDP を用いた Concurrent Chemoradio therapy
(CCRT)傍大動脈, 総腸骨リンパ節腫大例の予後は, 極め
て不良である。本学臨床研究倫理委員会の承認を得て,
Taxol, CDDP による Neoadjuvant chemotherapy と主治療
としての Taxol, CDDP を用いた Concurrent Chemoradio
therapy (CCRT)の臨床試験を開始した。2007 年から 2011
年に 22 例の治療を行ってきた
（観察期間中央値 22 ヵ月）
。
進行期はⅠb1 期 1 例, Ⅰb2 期 6 例, Ⅱb 期 7 例, Ⅲb
期 8 例。NAC は Paclitaxel(175mg/㎡＋CDDP(50mg/㎡),
21 日毎(TP NAC)を 2 コース施行し, 奏功例に CCRT
(Paclitaxel 50mg/㎡/week＋CDDP 50mg/㎡/3 weeks, 放
射線外照射は拡大照射野で 45Gy 後, 照射野を全骨盤と
し計 50.4Gy まで施行, 高線量率腔内照射は A 点線量 6Gy
×3 回)を施行した。これまでの治療成績の概要は,(1)TP
NAC の抗腫瘍効果は CR 1 例, PR 19 例, SD 1 例, PD 1
例で, 奏効率 90.9%であった。(2)PD 例を除く 21 例に EF
の TP-CCRT を行い, 全例に予定放射線療法が完遂できた。
以前の CDDP のみによる CCRT(n=23)(観察期間中央値 23
ヵ月)との比較で, 2 年無病生存率は TP NAC+TP-CCRT/
P-CCRT: 56.7% / 24.0%であった(p= 0.021)。また 2 年全
生存率は, TP NAC+TP CCRT/P CCRT: 80.0% / 44.0%であ
った(p= 0.037)。子宮頸癌傍大動脈, 総腸骨リンパ節腫
大例に対するTP NAC-CCRT は有効と考えられ,今後もさら
に症例を追加していく予定である。
2. 子宮頸癌に対する Concurrent Chemoradiotherapy 後
の再発症例に関する検討(佐久間さき, 稲嶺盛彦,仲本
朋子, 若山明彦, 大山拓真, 久高亘, 長井裕, 青木陽
一)
再発子宮頸癌に対する治療法は必ずしも一致した推奨
がなく, 個別に対応しているのが現状である。今回,
我々が 2000 年 1 月から 2009 年 12 月までに経験した, 根
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治目的の CCRT を施行した子宮頸癌Ⅰ期からⅣ期の 258
例中, 再発・遺残を認めた 76 例(29.5 %)の再発部位, 再
発後治療, 治療成績に関して検討を行った。再発・遺残
部位別では照射野内に 30 例, 照射野外に 32 例, 照射野
内外に 14 例を認めた。治療別では手術療法を 10 例, 化
学療法を 46 例, 放射線療法を 9 例, 緩和医療を 11 例に
施行した。生存曲線では再発部位別では有意差を認めな
かったが, 治療別では手術療法が予後良好であり有意差
を認めた。単一臓器転移例で手術摘出可能症例では予後
良好な経過を認め, 積極的な手術摘出を考慮すべきであ
ると考えられた。また, 放射線療法及び化学療法はとも
に奏効率は不良であり, その適応に関しては十分な検討
を要するが, 奏効例では延命効果が期待できると考えら
れた。

4. 子宮頸部発癌における喫煙の関与とそのしくみ 喫
煙と VEGF-C 発現が CIN 1, 2 病変の存続に及ぼす影響
(稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一)
喫煙科学研究財団から研究助成を得た特定研究である。
これまでの基礎的, 臨床的研究により, 子宮頸癌の発生
に Human papillomavirus(HPV)が重要な役割を果たして
いることが明らかにされている。しかしながら, HPV の
持続感染の一部のみが子宮頸癌へと進行する。発癌のた
めには強力な co-factor が必要と考えられ, 基礎的・疫
学的研究から喫煙は重要な co-factor の一つであること
が明らかにされてきた。ところが, この喫煙という cofactor が子宮頸癌の発癌過程のどの段階で, またどの
分子に作用し発癌を誘導しているのか, 解明されていな
い。そこで本研究では, 子宮頸部異形成上皮において,
喫煙 VEGF-C 発現と病変の存続に及ぼす影響を明らかと
することを目的とした。[目的]子宮頸部異形成上皮にお
いて, 喫煙が VEGF-C 発現と病変の存続に及ぼす影響を
明らかとする。[方法]子宮頸部軽度〜中等度異形成上皮
64 例を対象とし, 診断時生検組織検体で, HE 染色，
VEGFC ならびに Ki-67 に対する免疫染色を行い, 喫煙歴，CIN
の経過, HPV 感染との関連を検討した。[結果] 対象 64
例の年齢中央値は 31 歳, 観察期間中央値が 52.3 か月,
喫煙者 30 例, 非喫煙者 34 例, 経過中, 病変の消失は 47
例, 存続は 17 例。HPV は 56 例に検出でき, 8 例は陰性。
VEGF-C 発現に関して, 病変の経過を喫煙, 非喫煙群に
分けて検討すると, 非喫煙消失 28 例で 19.3 ± 19.6%,
存続 6 例で 17.0 ± 15.8%, 喫煙消失 19 例で 22.1 ±
22.5%, 存続 11 例で 44.7±16.9%と喫煙存続群で有意に
(p<0.001)高い VEGF-C 発現を示した。VEGF 発現 33%以上
を高発現として, 病変消失までの期間中央値は非喫煙・
VEGF 低発現群 23 例で 10.0 か月, 非喫煙・VEGF 高発現群
11 例では 7.4 か月, 喫煙・VEGF 低発現群 17 例で 10.0
か月, 喫煙・VEGF 高発現群 13 例では 48.3 か月と喫煙・
VEGF 高発現群において, 病変消失までの期間が有意に
延長していた(p = 0.0361)。HPV 感染陽性 56 例のみの検
討でも, 同様の結果を得た。
[結論] 子宮頸部異形成上皮において, 喫煙関連物質が
VEGF-C の発現増強を促し, 病変の存続に関与している
ことが示唆された。

3．初期浸潤子宮頸癌に対する広汎性子宮頸部摘出
術(radical trachelectomy)による妊孕能温存と
治療予後に関する研究(新垣精久, 長井裕, 稲嶺
盛彦, 久高亘, 青木陽一)
若年の子宮頸癌患者の増加および晩婚化という社会的
背景が重なり, 妊孕能温存治療を希望するケースが増え
てきている。現在のところは妊孕能温存が希望される場
合に臨床進行期Ⅰa1 期までの微小浸潤扁平上皮癌に対
しては, 子宮頸部円錐切除術の適応が広くコンセンサス
として得られてきている。しかしながら, Ⅰa2 期以上の
扁平上皮癌および 0 期を超える腺癌に対しては, 標準的
治療として, 骨盤リンパ節郭清術を含めた根治的な子宮
摘出術が行われている。
近年, 初期の浸潤子宮頸癌(臨床
進行期Ⅰa2 期, Ⅰb1 期)を対象に, 子宮頸部円錐切除術
と広汎性子宮全摘出術との中間的な術式として, 基靭帯
を含めて子宮頸部を摘出し, 子宮体部を残すことにより
妊孕能温存をはかる広汎性子宮頸部摘出術(Radical
trachelectomy)が行われるようになってきた。本学臨床
研究倫理委員会の承認を得て,平成 21 年から腹式広汎性
子宮頸部摘出術を施行し, 中間解析を行った。
【目的】当
科で施行した腹式広汎性子宮頸部摘出術(Radical
abdominal trachelectomy: RAT)症例の問題点を明らかに
する。
【方法】2008 年 4 月から 2011 年 8 月までに臨床試
験に登録された 14 例を対象に, 患者背景, 術中・術後合
併症, 再発の有無, 術後の月経, 不妊症, 妊娠について
診療録を後方視的に調査した。
【成績】観察期間の中央値
は 14 ヵ月(1-33 ヵ月)。術中迅速検査にてリンパ節陽性
であった 1 例は広汎子宮全摘出術に変更した。臨床進行
期は全例Ⅰb1 期。術後合併症として腟-子宮縫合部壊死
を 1 例, 頸管狭窄を 4 例に認めた。局所再発, 遠隔再発
は現在まで認めていない。挙児希望 2 例のうち 1 例は不
妊治療を施行された。1 例に自然妊娠成立を認めたが,
妊娠 8 週で自然流産となった。
【結論】これまで重篤な術
後合併症や再発は認めていない。根治性は現在のところ
保たれているが, 有害事象, 妊孕能を含めて長期的な経
過観察が必要である。

5. 若年者子宮体癌の卵巣転移に関する検討～卵巣温存
は可能か？(金城淑乃, 久高亘, 佐久間さき, 仲本朋
子, 若山明彦, 大山拓真, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽
一)
若年子宮体癌症例で, 卵巣転移・卵巣癌を有する頻度
とリスク因子を明らかとし, 卵巣温存の可能性を検討し
た。1990～2011 年に, 手術施行した 45 歳以下の 95 症例
を対象とした。
年齢中央値は 39 歳, 進行期はⅠ期 69 例,
Ⅱ期 15 例, Ⅲ期 11 例で, 分化度は G1 が 76 例, G2 が 12
例, G3 が 7 例であった。全例で子宮摘出及び両側付属器
切除術が施行され, 卵巣転移 4 例(4.2%)・卵巣癌重複 7
例(7.4%)に認めた。
卵巣癌重複 7 例を除いた 88 例におけ
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る卵巣転移に関する多変量解析ではリンパ節転移が, さ
らにリンパ節転移に関しては, 深い筋層浸潤と卵巣腫大
が独立した予測因子であった。リンパ節転移の術前評価
は困難なことが多く, その予知因子となった深い筋層浸
潤と卵巣腫大に関して検討すると, 浅い筋層浸潤 71 例
では卵巣転移を認めなかった。深い筋層浸潤 17 例では,
卵巣腫大は 2 例で, ともに卵巣転移を認めたが, 残りの
15 例では卵巣腫大を認めなかったが 2 例で卵巣転移を認
めた。以上から, 若年子宮体癌症例の手術において, 家
族歴の十分な聴取後, リンパ節腫大がなく筋層浸潤も浅
い症例では卵巣温存が考慮できると考えられた。

が施行され, 8 例(66.7%)で腫瘍は完全摘出, 1 例(8.3%)
では１cm 未満の残存, 3 例(25%)では１cm 以上の残存腫
瘍となった。術後の初回化学療法はⅠa 期であった 1 例
を除き, 10 例には TC 療法, 1 例には CAP 療法が施行され
た。
再発は 5 例(41.7%)に認め, うち 4 例は初回手術での
不完全摘出例であった。1 例では再発腫瘍の外科切除に
加え化学療法を施行して, 再発後, 現在も生存中である。
【結論】
当科で治療した卵管癌 12 症例の検討で, Ⅲ, Ⅳ
期の進行癌が半数を, 組織型は漿液性低分化の症例が
2/3 を占めていた。初回手術での完遂度が予後に影響す
ると考えられた。

6. 当科における子宮頸部神経内分泌腫瘍症例の検討
(宮城真帆, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一)
【目的】子宮頸部原発の神経内分泌腫瘍は稀であり, 頸
癌全体では 5%以下の頻度である。早期にリンパ節転移や
遠隔転移を来たし, 予後は非常に不良である。当科で治
療した子宮頸部神経内分泌腫瘍 13 症例の治療成績を検
討した。
【方法】1994 年 10 月〜2010 年 5 月に, 当科で治
療した子宮頸部神経内分泌腫瘍 13 例の臨床病理学的背
景と治療成績について, 診療録を後方視的に検討した。
【成績】年齢は 27 歳～74 歳(中央値 43 歳), 組織型は小
細胞癌 9 例, LCNEC 3 例, carcinoid 1 例で, 進行期はⅠ
b1 期 4 例, Ⅰb2 期 3 例, Ⅱb 期 3 例, Ⅳb 期 3 例であっ
た。初回治療法は広汎子宮全摘術が 9 例, 放射線療法,
化学療法単独が各 1 例, 同時化学放射線療法 2 例であっ
た。術後補助療法として化学療法が 8 例に施行された。
全生存期間(OS)中央値は 17 カ月, 5 年生存率は 34.1％,
無病生存期間(DFS)中央値は 11 か月と予後は不良であっ
た。Ⅱb, Ⅳb 期の 6 例は全例原病死, Ⅰb 期の 7 例では
5 例が無病生存中で, 治療は広汎子宮全摘術＋化学療法
の施行例であった。
予後因子として, 腫瘍径 65mm 以上の
症例は有意に予後不良であったが, リンパ節転移の有無
では OS, DFS ともに有意差を認めなかった。
【結論】手術
＋化学療法が施行できた, 腫瘍径の小さなⅠｂ期症例に
対しては, 予後が期待できる可能性がある。

8. 子宮体部浸潤を伴う進行子宮頸癌の同時化学放射線
治療後の予後に関する検討 (久高亘, 平良祐介, 北條
真子, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 稲嶺盛彦, 長
井裕, 青木陽一）
【目的】同時化学放射線治療を施行した進行子宮頸癌の
体部浸潤が予後に与える影響について検討する。
【対象と
方法】期間: 2000 年 9 月～08 年 11 月, 対象: 当科にて
同時化学放射線治療を施行した進行子宮頸癌のうち診療
録および治療前の骨盤部 MRI が参照可能であった 177 例
の後方視的解析を行った。治療前の骨盤部 MRI で子宮頸
部腫瘤が体部方向へ進展し内子宮口をこえるものを体部
浸潤ありとした。
【成績】解析対象 177 例のうち, 再発は
50 例(再発率：28.2%)であった。多変量解析による照射
野内再発のリスク因子は組織型であり照射野外再発のリ
スク因子は体部浸潤であった。体部浸潤例 86 例のうち,
再発は 33 例(再発率：38.4%)であり, うち 27 例で照射野
外に再発部位を認めた。5 年無病生存率は, 体部浸潤あ
り 60.8%, 体部浸潤なし 81.7%であった。
【結論】同時化
学放射線治療を施行した進行子宮頸癌例において, 体部
浸潤は照射野外再発のリスク因子であり予後に影響する。
9. 子宮頸部の早期浸潤癌症例に対する放射線治療成績
の検討(若山明彦, 稲嶺盛彦, 仲本朋子, 大山拓真, 久
高亘, 長井裕, 青木 陽一)
本邦では子宮頸部浸潤癌のうち, bulky tumor におい
て放射線と化学療法の同時治療(concurrent
chemoradiotherapy , CCRT)選択されるが, 4cm 以下の症
例での基準ははっきりとしていない。子宮頸部早期浸潤
癌に対する放射線単独治療に関して腫瘍径 4cm 以下であ
れば放射線単独療法でいいか, CCRT が必要か検討した。
対象は 1997～2009 年の期間に当科で根治的に放射線単
独療法を行った, 局所腫瘤が 4cm 以下のⅠb1 期およびⅡ
期の子宮頸癌症例とした。方法は, 診療録より臨床病理
学的項目, 治療内容, 予後について情報を収集した。原
発巣が 4cm 以下の子宮頸部早期浸潤癌に対する放射線療
法は, 子宮頸癌Ⅰb, Ⅱ期(リンパ節腫大なし)症例にお
いて, 63 歳以下で腫瘍径 2.5cm 以上の症例に対しては,
CCRT も治療の選択肢として考えられた。

7. 当科で治療した卵管癌 12 症例の検討(佐久間さき,
稲嶺盛彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一)
【目的】卵管癌は婦人科悪性腫瘍の 0.1-0.5%にすぎず,
非常に稀な腫瘍である。
当科で治療した卵管癌 12 例の治
療成績を検討した。
【方法】1992 年 1 月から 2011 年 3 月
までに卵管癌の診断で治療した 12 症例を後方視的に,
年齢, 初発症状, 進行期分類, 組織型, 治療と治療後経
過について検討した。
【成績】対象症例の年齢中央値は
60 歳(範囲 45 歳-70 歳)であり, 初発症状は閉経後出血 6
例, 腹部違和感 4 例, 腹痛 3 例であった。手術進行期は
Ⅰ期 4 例(33.3%), Ⅱ期 2 例(16.7%), Ⅲ期 5 例(41.7%),
Ⅳ期 1 例(8.3%)であった。組織型は漿液性腺癌が 8 例
(66.7%), 類内膜腺癌が 3 例(25%), 未分化癌が 1 例
(8.3 %)で, 腫瘍分化度は G1 が 1 例, G2 が 1 例, そして
G3 が 8 例と最も多かった。全症例で初回治療として手術

10.子宮頸癌患者に対する根治的放射線療法, 広
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汎子宮全摘術後の性機能障害 (ハーディング優子,
仲本朋子, 佐久間さき, 若山明彦, 大山拓真,
久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一)
婦人科癌治療に伴う, 女性性機能障害(以下FSD)は生
活の質に影響を与えうる。子宮頸癌治療後の女性がどの
ようなFSDを有しているかを明らかにすることを目的と
して, 子宮頸癌に対して根治的放射線療法を受けた群と
広汎子宮全摘術を受けた群とに分け, 女性性機能質問紙
(FSFI日本語版)及び癌患者QOL尺度FACT-CX(日本語版）
に
よる調査を行い, FSDの現状を比較し, 子宮頸癌に対す
る治療後のFSDについて検討した。
現在, 調査用紙のデー
タ解析中である。
11. 子宮頸部発がんの宿主要因としてのＨＬＡ遺伝子多
型に関する民族疫学的研究 (長井裕, 稲嶺盛彦, 久高
亘, 青木陽一)
文部科学省科学研究費補助金特定領域研究(班長：筑波
大学吉川裕之教授)に共同研究参加。
子宮頸癌発生におけ
る遺伝子背景の関与に関する Magnusson ら報告では, 姉
妹などに HPV の垂直感染では説明できない発生の増加が
みられるとされる。この現象についての説明として, 現
在までの研究では HLA 型による子宮頸癌発生頻度の相違
が最も有力である。子宮頸部発がんと HLA 型に関する検
討は, 現在まで様々な報告がある。1991 年, Wank らはク
ラスⅡの DQ 抗原の型により子宮頚癌の発生の頻度が異
なることを報告した。人種や地域によって一定の見解を
得ていないが, 子宮頸がんで頻度が低い HLA クラス Ⅱ
アレルとしては DRB1*1302 が世界的に共通している。頻
度が高いアレルとして DRB1*1501, DRB1*1502, DQB1* の
03032 などは比較的普遍的だが, その他は民族によって
差がある。子宮頸がんに検出される HPV の型別頻度,
HPV16 E6 variant 別頻度には民族差があることが知られ
ており, 本邦は特に固有の分布を示している。
本研究では, HPV 型別, HPV16 variant 別に HPV 感染の
持続・消失, がんへの進展に関わる HLA 遺伝子多型を解
明し, 民族固有の HPV 型, HPV variants 分布に対応した
子宮頸がん予防対策を確立することを目的として, 本邦
における一般コントロール, CIN 症例, 子宮頸がん症例
で, HLA クラス Ⅰ/Ⅱアレルの頻度を比較する。本邦の
子宮頸がんにおける固有の HPV 型, HPV16 variants 分布
が固有の HLA 遺伝子多型分布に基づくことを立証する。
他の民族（地域）にもこの法則が合致することを確認す
る。
12. 各種臨床試験への登録・参加(長井裕, 久高亘, 稲
嶺盛彦, 大山拓真, 仲本朋子, 若山明彦, 青木陽一)
1) GOG 試験(米国 Gynecologic Oncology Group が行
う国際共同臨床試験): 平成 22 年に施設申請を行い平成
23 年に登録施設に認定された。以下の臨床試験の症例登
録を開始した。
(1)A PHASE II EVALUATION OF TEMSIROLIMUS (CCI-779)
(NCI SUPPLIED AGENT: NSC# 683864,IND# 61010)IN
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COMBINATION WITH CARBOPLATIN AND PACLITAXEL FOLLOWED
BY TEMSIROLIMUS (CCI-779)CONSOLIDATION AS FIRST-LINE
THERAPY IN THE TREATMENT OF STAGE III-IV CLEAR CELL
CARCINCOMA OF THE OVARY (GOG 0268)
(2) COMPARATIVE ANALYSIS OF CA-IX,p16,PROLIFERATIVE
MARKERS AND HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) IN THE
DIAGNOSIS OF SIGNIFICANT CERVICAL LESIONS IN
PATIENTS WITH A CYTOLOGIC DIAGNOSIS OF ATYPICAL
GLANDULAR CELLS(AGC)(GOG 0237)
2) JCOG 試験：平成 21 年から JCOG 試験の登録施設に
認定され, JCOG 試験への登録を行っている。
(1) JCOG0602Ⅲ, Ⅳ期の卵巣癌, 卵管癌, 腹膜癌に対
して
「化学療法先行治療」
が, 現在の標準治療である
「手
術先行治療」より有効かどうかを検証する。これまで 1
例の登録を行った。
(2) 調査研究「Yolk Sac Tumor (卵黄嚢腫瘍)の治療結
果に関する調査研究」, 観察研究「子宮頸部神経内分泌
腫瘍に対する集学的治療を探索する観察研究」に, それ
ぞれ 17 例, 13 例の登録を行った。
3) JGOG 試験：婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)が施行
している臨床試験への登録・参加を行っている。
(1)ⅣB 期・再発子宮頸癌に対する S-1 + CISPLATIN 併
用療法と CISPLATIN 単剤療法の第 3 相比較試験(JGOG DT
104)子宮頸癌進行・再発例を対象とした S−1 の効果と安
全性評価を目的とする, 第Ⅲ相試験である。現在まで
18 例の登録(登録症例数第 1 位)を行い, 治療・経過観
察中である。
(2)子宮体癌再発高危険群に対する術後化学療法とて
AP(Doxorubicin+Cisplatin)療法, DP(Docetaxel+
Cisplatin) 療法, TC(Paclitaxel+Carboplatin)療法
の ランダム化第Ⅲ相試験(JGOG 2043)子宮体癌再発高
危険群を対象とし, 術後化学療法としてのAP 療法, DP
療法, TC 療法の無増悪生存期間(Progression-free
survival, PFS)を比較することである。これまで 10
例の症例登録を行い経過観察中である。
(3)巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としての
Paclitaxel+Carboplatin (TC) 療法と Irinotecan +
Cisplatin(CPT-P)療法のランダム化比較試験
(Randomized Phase Ⅲ Trial) (GCIG/JGOG 3017)卵巣
明細胞腺癌の患者(stageⅠ-Ⅳ期)を対象に, 上皮性卵
巣癌の標準的初回化学療法として推奨されている
「Paclitaxel / Carboplatin 併用療法」と,
「Irinotecan / Cisplatin 療法」の有効性および安全
性を比較検討する。婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構
(JGOG)が施行している臨床試験(GCIG/JGOG 3017)へ登
録・実施する。現在まで 2 例の登録を行い, 経過観察
中である。
4) 子宮体癌に対するドセタキセルとカルボプラチ
ン併用療法の臨床第Ⅱ相試験
本学の臨床試験倫理委員会の承認を得た試験である。
手術により完全摘出または残存病巣が 1cm 未満の子宮
体癌患者を対象として, ドセタキセルとカルボブラチ

ン併用の有効性および安全性を評価する。平成 23 年に
は 11 例の症例登録を行った。
5) 子宮癌肉腫に対する Paclitaxel / Carboplatin 併
用療法の効果と安全性子宮癌肉腫の術後症例に対し,
Paclitaxel / Carboplatin 併用療法の補助療法として,
また治療投与としての効果および安全性を検討する。東
北大学が中心となって行っている臨床試験で現在, 登録
終了し現在は経過観察期間である。
13. 沖縄県婦人科腫瘍登録(長井裕, 青木陽一）
沖縄県における婦人科悪性腫瘍の罹患率・予後を把握
し, 予防および治療に役立てることを目的とし, 沖縄県
婦人科腫瘍登録を立ち上げ 5 年目を向かえた。現在, 沖
縄県福祉保健部健康増進課による沖縄県のがん登録事業
が行われているが, 婦人科悪性腫瘍に関しては, 調査方
法, データ内容とも十分満足の行くものとはいえない。
そこで婦人科腫瘍を取り扱う医療機関中心の正確な沖縄
県婦人科悪性腫瘍登録を立ち上げた。琉球大学医学部産
婦人科に登録事務局を設置し平成 22 年の沖縄県婦人科
悪性腫瘍の治療成績データの解析を行い, 日本産科婦人
科学会沖縄地方部会誌第 34 巻に公表した。 当科のホー
ムページでも公開している。

Ⅱ. 生殖内分泌学
1. 体外受精・胚移植における新鮮胚移植と凍結融解胚移植
のランダム比較試験 (銘苅桂子, 屋宜千晶, 安里こずえ,
青木陽一）
近年の体外受精・胚移植の治療成績の向上には目覚まし
いものがあるが, 未だ満足した妊娠率は得られていない。
胚移植は, 新鮮胚を移植し余剰胚は凍結され, 新鮮胚で妊
娠成立しなかった場合に凍結融解胚移植を行う。しかしな
がら, 新鮮胚移植の際の子宮内膜は過剰な卵巣刺激により
高エストロゲン状態にさらされている点や, 着床時期であ
る implantation window と移植時期が同期していないこと
が指摘されている。融解胚移植においては, 女性ホルモン
を補充することでimplantation window と同期させるため,
卵巣刺激による着床への弊害を改善させる可能性がある。
そこで, 新鮮胚移植と融解胚移植をランダム比較し, 融解
胚移植の有用性について検討する。
適応は体外受精・胚移植適応症例の初回周期で, 本治
療法の利点・欠点を十分に理解し, 文書によるインフォ
ームド・コンセントを得ていることとする。その他, 担
当医師が本試験を安全に実施するのに不適当と判断した
症例は除外する。主評価指標(Primary endopoint)は胚移
植あたり妊娠率, 着床率, 生産率とし, 副評価指標
(Secondary endopoint)は流産率, 子宮外妊娠数, 多胎
率, 有害事象の発生頻度および程度とし研究を施行する。
2. 当科における不妊新患症例の生児獲得における
IVF/ICSI の貢献度に関する検討(銘苅桂子, 屋宜千晶,
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安里こずえ, 青木陽一）
IVF/ICSI の成績に関しては, その多くが周期あたり
の妊娠率で報告され, 排卵誘発や IUI などを含めた不妊
治療施行群の中で, IVF/ICSI がどの程度生児獲得に貢献
しているかどうかの報告は少ない。当科を受診した不妊
新患症例の 2 年間の治療成績から, IVF/ICSI による生児
獲得率と, どのような症例に対して IVF/ICSI が有用で
あったかを明らかにする。 方法は, 2004 年～2008 年に
当科を受診した不妊症例 289 例のうち, 3 か月以上通院
した 201 例について, 初診から 2 年間に成立した妊娠転
帰を後方視的に検討し, 不妊原因別, 年齢別 IVF/ICSI,
non-IVF /ICSI による生児獲得率を比較した。不妊治療
は, 原因に応じてタイミング療法, 排卵誘発, IUI, 腹
腔鏡 ・子宮鏡手術, IVF を施行し, 一般不妊治療で妊娠
しない症例に対しては IVF への step up を行った。
初診から 2 年間の累積妊娠率は 59.7% (120 例), 累積
生児獲得率は 51.7% (104 例)であり, 生児獲得に至った
治療の内訳は, タイミング療法 20.2%, 排卵誘発 26.0%,
IUI 28.8%, IVF/ICSI 25%であった。IVF/ICSI は 71 例
(35.3%), 152 周期(20%）に施行され, 26 例 (36.6%)が生
児を獲得した。不妊原因別にみると, IVF/ICSI によって
最も生児獲得率が高かったのは男性因子であり(10/32
例,31.3%), 排卵障害と原因不明不妊はそれぞれ
10.5%(6/57 例), 5.8%(4/69 例)と低かった。年齢に関し
ては, 40 歳未満の生児獲得率が IVF/ICSI により
41.2%(21/51 例), non-IVF/ICSI により 67% (73/109 例)
であるのに対し, 40 歳以上では IVF/ICSI により
26.7%(4/15 例), non-IVF/ICSI により 18.8%(3/16 例)で
あった。40 歳以上では, 40 歳未満との比較で IVF/ICSI
による生児獲得率が高かった。
生児獲得例の 25%が IVF/ICSI によるものであり, 特に
男性不妊症において IVF/ICSI が有用であり, 40 歳以上
の症例においても有用である可能性がある。
3. 両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術
の有用性に関する検討 (銘苅桂子, 屋宜千晶, 安里こ
ずえ, 青木陽一)
両側卵管疎通性のある不妊症症例に対し, IVF か腹腔
鏡手術を行うかの明確な答えはない。子宮卵管造影検査
にて, 両側卵管疎通性のある不妊症症例に対する腹腔鏡
手術の有用性について明らかにすることを目的として研
究を行った。1998 年 1 月～2008 年 12 月の期間に, 不妊
症に対して腹腔鏡手術を施行した 178 例中, 男性不妊,
卵管性不妊, 子宮内膜症例(卵巣チョコレート嚢腫を認
めるもの)を除外し, 両側卵管疎通性のある 95 例を対象
とした。卵管造影検査にて両側卵管疎通性の確認後, 排
卵誘発, 人工授精を含む一般不妊治療 4～6 周期施行に
て妊娠成立しないものに腹腔鏡手術施行。術後も４～6
周期一般不妊治療を追加施行した(腹腔鏡群)。また, 腹
腔鏡手術を施行せずに原因不明因子で IVF を施行した群
(IVF 群：2004 年～2007 年の期間に施行された 30～39 歳
の 21 例, 34 周期)と同年齢層のラパロ群との妊娠率を比

較した。
腹腔鏡手術にて 68.4%(65/95)に異常所見を認め, そ
の内訳は内膜症 49 例, 卵管癒着 43 例, 両側卵管閉塞 4
例であった(重複例あり)。
術後 10 周期までの累積妊娠率
は36.8%(35/95)で, 術後6 ヶ月以内に88.5%(31/35)が妊
娠成立し, 9 例が術後 2 回以上の妊娠成立, 計 45 妊娠/35
分娩を認めた。IVF 群(症例あたり IVF 回数は 2.5±1.6
回）とラパロ群の症例あたり妊娠率はそれぞれ 50.0%
（9/18）vs. 41.0％(32/78)と両群に有意差は認めないも
のの, IVF 群で高い傾向がみられたことから, 両側卵管
に疎通性のある不妊症に対する腹腔鏡手術は, 一般不妊
治療での妊娠を強く希望せず, IVF を選択する場合は省
略可能であると考えられる。

に, 術後 1〜8 周期目の妊娠を認め, 正期産 7 例, 流産 2
例であった。通水テストにて片側閉塞であり, HTC で両
側疎通となった 8 例中 3 例(37.5%)に, 1, 2, 7 周期目の
妊娠を認め, 正期産 2 例, 流産 1 例であった。HTC にて
片側閉塞のままであった 8 例からは妊娠は認めなかった。
通水テストで両側閉塞であり, HTC で両側疎通となった1
例に 1 周期目の妊娠を認めたが, 卵管妊娠であった。結
論として, 通水テストで両側卵管疎通性を認めた症例の
妊娠率が良好であることから, 腹腔鏡手術にて卵管疎通
性の診断を行うことは有用である。また, 閉塞卵管に対
する HTC 後, 両側の卵管再疎通を得られれば, 良好な妊
娠率を得られる可能性がある。
5.軽症子宮内膜症が IVF-ET 成績に及ぼす影響に関する
検討(銘苅桂子, 屋宜千晶, 安里 こずえ, 青木陽一)
軽症子宮内膜症(rASRM分類, Ⅰ期, Ⅱ期)が, IVF-ET
治療成績に及ぼす影響を検討する。
方法)2004 年 1 月〜2008 年 12 月に, 40 歳未満の原因不
明不妊に対し腹腔鏡検査を施行した 141 症例のうち, 一
般不妊治療で妊娠成立せず, IVF-ET で治療した 35 例を
対象とした。
腹腔鏡検査で子宮内膜症が確認された場合,
病巣切除術を施行した。軽症子宮内膜症を有した 18 例
34 周期を En+群, 子宮内膜症を有しない 17 例 39 周期を
En‐群とし, 両群の治療成績を後方視的に比較検討した。
En+ と En‐群における平均年齢(33.9±3.5 歳 vs. 32.7
±4.3 歳, p=0.3), 不妊期間(4.5±3.4 年 vs. 5.0±3.0
年, p=0.65), Basal FSH 値(10.3±4.3mIU/ml vs. 7.7
±1.5mIU/ml, p=0.069), 平均採卵数(7.9±4.1 個 vs.
10.0±5.5 個 p=0.065), 受精卵数(4.5±2.6 個 vs. 5.2
±4.1 個 p=0.44)に有意差を認めなかった。HMG 使用量
は En+群で有意に多く(2208.1±407 IU vs.1984.1±
338.1 IU, p=0.017), 受精卵あたり形態良好胚率は E‐
群で有意に高率であった(9.0% vs. 16.3%, p=0.044)。En+
群, E‐群の胚移植あたり妊娠率はそれぞれ 29.4% vs.
41.0%(p=0.3), 生児獲得率は 23.5% vs. 33.3%(p=0.36)
であり, 有意差は認めないものの, En(+)群で妊娠率,
生児獲得率ともに低い傾向を認めた。また, En+群におい
て, 腹腔鏡手術から 12 カ月以内・以後に採卵した場合の
妊娠率は, それぞれ 33% vs. 27%(p=0.71)と有意差を認
めなかった。腹腔鏡下に切除された軽症子宮内膜症が,
妊娠率や生児獲得率に与える影響は明らかでなかったが,
卵巣反応性の低下と胚の質の低下をきたすことが示唆さ
れた。

4. 卵管性不妊症例に対する腹腔鏡手術＋子宮鏡下選択
的卵管通水の有用性に関する検討 (銘苅桂子, 屋宜千
晶, 安里こずえ, 青木陽一)
IVF の発展により, 多くの卵管性不妊症例に対して
IVF を施行されるようになっているものの, 卵管性不妊
の正確な診断が行われていない症例に関しては, 適応外
に IVF を施行される可能性がある。また, 手術と IVF の
無作為比較試験は存在せず, どちらがより有用であると
のエビデンスは存在しない。当科では, 卵管性不妊が疑
われる症例に対して腹腔鏡手術を施行し, 通水テストに
よる正確な卵管閉塞の診断に引き続いて, 閉塞卵管に対
し子宮鏡下選択的卵管通水(hysteroscopic tubal
cannulation: HTC と表記する)を施行し, 再疎通を試み
ている。 腹腔鏡手術に, HTC を追加施行することの有用
性を明らかにすることを目的とした。1998 年 1 月～2008
年12 月の期間, HSG にて片側または両側卵管間質部閉塞
を認め, 腹腔鏡手術を施行した 61 症例を対象とした。
そのうち, 術中通水テストにて閉塞を確認した 35 例に
は HTC を追加施行した。
対象となった 61 例の平均年齢は
33.5±5.4 歳（24～45 歳）, 平均不妊期間は 4.2±2.8
年（1〜13 年）, 原発性不妊は 24 例（39.3%）であった。
開腹既往のある症例は 10 例(26.2%), PID の既往がある
ものは 6 例(9.8%)であった。
54 卵管に対し HTC を施行し,
卵管あたり再疎通率は 25.9%(14/54), 症例あたり再疎
通率は 37.1% (13/35) であった。両側閉塞であった 35
例中, 両側再疎通を得られたのは 5.3 %(1/19), 片側の
み再疎通を得られたものは 21.1(4/19)であった。14 例
(73.7%)は両側とも再疎通を得られず, 術後早期に IVF
へ移行した。
片側閉塞であった 16 例中, 両側疎通を得ら
れたのは 50%（8/16）であった。片側閉塞卵管の再疎通
率(50%：8/16 卵管)は, 両側閉塞卵管の再疎通率(13.2%：
6/38 卵管)に比較して有意に良好であった(p = 0.02)。
両側疎通群と, HTC 後両側疎通群, 片側疎通群, 両側閉
塞群にわけ, 年齢, 開腹手術の既往, PID の既往, 骨盤
内癒着や子宮内膜症の頻度を比較した。その結果, 骨盤
内癒着の頻度が両側疎通群で有意に頻度が低かったが,
それ以外の妊娠に影響する因子は 4 群間で差は認めなか
った。
通水テストで両側疎通を認めた26 例中9 例(34.6%)

6.帝王切開瘢痕部妊娠に対する MTX 局注療法(屋宜千晶,
安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一)
帝王切開瘢痕部妊娠は異所性妊娠の稀な病態であるが,
近年の帝王切開率の上昇に伴い発生の報告は増加しつつ
ある。早期に診断することにより, 妊孕能を温存する治
療も選択肢となり得るが, 子宮破裂や大量出血などの予
後不良な経過を辿る可能性もある。稀な病態ゆえに, 治
療法に関してはまだ統一された見解はない。当科では原
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則的に, 帝王切開瘢痕部妊娠に対する初回治療として
Methotrexate(MTX)局注療法を選択し, 初回治療後は臨
床症状, 血清 hCG 値の推移を注意深く観察し追加治療の
必要性を判断している。これまで帝王切開瘢痕部妊娠と
診断した 7 例中 6 例で MTX 局注療法, 血清 hCG 値が著明
高値であった 1 例で腹腔鏡手術を施行した。7 例の診断
時妊娠週数は 4～8 週, 血清 hCG 値は 4,970～
93,892mIU/mL であった。初回治療として MTX 局注療法を
施行した 6 例中, 血清 hCG 値が 34,165, 28,829mIU/mL
であった 2 例で追加治療を要した。MTX 局注療法後の血
清hCG 値は初回治療から41～55 日で正常化し, 全例で子
宮を温存することができた。全 7 例において, その後 5
例で計 7 妊娠が成立, 5 妊娠が分娩に至り妊娠 36～38 週
での予定帝王切開により生児を獲得した。初回治療とし
て腹腔鏡手術を施行した症例では, 妊娠経過中の子宮下
部筋層の菲薄化は認めなかったが, MTX 局注療法のみで
治癒した症例では子宮下部筋層は菲薄化していた。帝王
切開瘢痕部妊娠に対する MTX 局注療法は低侵襲であるが,
治療期間が長期となり, 特に血清 hCG 値が高値である症
例においては追加治療を念頭においた管理が必要である
と考えられる。また, 帝王切開瘢痕部妊娠治療後の妊娠
においても, 定期的な創部の観察により子宮破裂を含む
瘢痕部の合併症に注意が必要である。
7.卵巣腫瘍と鑑別を要する骨盤内腫瘍の術前診断に関
する検討(屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽
一)
骨盤内腫瘍を認める場合, 各種画像検査による診断技
術が進歩した現在においても正確な術前診断を行うこと
は困難な場合がある。当科において, 術後診断が傍卵巣
嚢胞, 卵管留水症, peritoneal inclusion cyst(PIC) で
あった症例について術前診断の正診度を検討した。1995
年 1 月から 2009 年 12 月の期間に当科で手術を施行した
症例のうち, 術後診断が傍卵巣嚢胞, 卵管留水症, PIC
であった症例の患者背景, 術前診断について診療記録を
後方視的に検討した。尚, 肉眼的に卵管腫大がなく術中
通水テストにより診断された卵管留水症の症例は除外し
た。術後診断は傍卵巣嚢胞であったものが 7 例, 卵管留
水症が 10 例, PIC が 1 例であった。術後診断が傍卵巣嚢
胞であった7 例のうち4例は術前に卵巣嚢腫と診断され,
2 例は両側卵巣の委縮により, 1 例は 30cm を超える巨大
腫瘤により, 1 例は妊娠子宮の増大により, それぞれ画
像検査上正常卵巣を同定することが困難であったことが,
術前診断を困難とした理由であったと考えられた。術後
診断が卵管留水症であった10 例のうち2 例は卵巣嚢腫と
診断され, 1 例は多発子宮筋腫のため子宮は臍高に達す
る大きさで正常卵巣を同定できず, 1 例は正常卵巣を認
めたものの, 腫瘍の辺縁に引き伸ばされるように存在し
卵巣由来の腫瘍と判断され, 2 例とも腫瘍形態は非典型
的であった。PIC であった 1 例は開腹術の既往を有さず,
MRI にて多嚢胞性, 内溶液は血液や粘液を含むチョコレ
ート嚢腫を疑う所見であり, 正常卵巣は同定できなかっ
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た。正しく術前診断された症例の術前超音波, MRI 検査
においては, 傍卵巣嚢胞は楕円または球形の形態を示し,
腫瘍と近いが離れた位置に正常卵巣実質を認めること,
卵管留水症では腫瘍の形態がソーセージ様でありまた離
れた位置に正常卵巣を認めること, といった特徴的な所
見を有していた。結論として, 術前画像検査において正
常卵巣を確認できない傍卵巣嚢胞, 卵管留水症, PIC の
術前診断は困難であり, 術前からそれらの可能性を想定
して治療方針を決定しておく必要があると考えられる。
8. IVF-ET 予定症例に対する, 子宮内腔を圧排・変形さ
せる病変の評価を目的とした子宮鏡検査の有用性につ
いての検討(屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽
一)
2008 年 1 から 2010 年 12 月までに, 当科で初回の
IVF-ET 周期前に子宮鏡検査を施行した 69 例を対象とし,
経腟超音波, 子宮鏡所見, 指摘された異常の治療, 及び
IVF-ET 治療成績に関して, 診療記録を後方視的に検討
した。対象の年齢中央値 36 歳(27-45 歳), 不妊期間中央
値 3 年(1-12 年), 原発性不妊症は 39 例(56.5%)であった。
超音波検査で内膜ポリープ, 粘膜下筋腫等の異常所見は
14 例(20.3%)に認められた。子宮鏡検査で, 長径 10mm を
超える内膜ポリープや突出度の高い粘膜下筋腫, 中等度
以上の子宮内腔癒着等を認めた場合, IVF-ET 前の治療が
必要と判断した。14 例中 5 例 (35.7%)に内膜ポリープが
認められ切除術が施行された。また, 9 例(64.3%)では治
療を必要とする異常は認められなかった。超音波検査で
異常を認めなかった 55 例中, 子宮鏡検査により 2 例
(3.6%)で異常を指摘されたが, サイズの小さな子宮内膜
ポリープであり治療は不要と判断された。症例あたり臨
床的妊娠率は, 対象全体で 52.2%(36/69 例), 超音波検
査正常・子宮鏡検査正常の群で 52.8%(28/53 例), 超音波
検査正常・子宮鏡検査で治療不要の群で 50%(1/2 例), 超
音波検査異常・子宮鏡検査で治療不要の群で 33.3%(3/9
例), 超音波検査異常・子宮鏡検査で治療を要すると判断
した群で 80%(4/5 例)であった。IVF-ET 前の子宮鏡検査
は, 超音波検査で子宮内に異常所見を認めない場合, 異
常を指摘できる頻度は低く, 意義は低いと思われる。一
方, 超音波検査で異常所見を認めた場合, 治療適応の判
断において有用であると考えられる。
9.融解胚移植の治療成績と妊娠転帰に関する検討(屋宜
千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一)
凍結融解胚移植の治療成績向上により単一胚移植が増
加し, それにより多胎妊娠率は低下している。従って,
凍結融解胚移植は最も重要な治療技術の一つとなり, 周
期数も増加の一途をたどっている。当科における新鮮胚
移植と凍結融解胚移植による妊娠の周産期予後を比較検
討し, 胚凍結による周産期合併症や新生児予後への影響
を後方視的に検討した。新鮮胚移植と凍結融解胚移植に
よる妊娠転帰を比較すると, 両群間において生児獲得率,
流産率, 異所性妊娠率, 双胎妊娠率に有意差は認めなか

った。周産期予後に関しては両群間で早産, 妊娠高血圧
症候群, 出生体重, 先天奇形, 子宮内胎児発育遅延,
NICU 入院の項目に関して有意差は認めなかったが, 妊
娠高血圧症候群発生率は, 新鮮胚移植に比較し凍結融解
胚移植群で高い傾向を認めた(8.7% vs. 25.0%)。凍結融
解胚移植により, 妊娠高血圧症候群発生率が上昇する可
能性があるが, 新生児予後は新鮮胚移植と同等で良好で
あった。
10.Massive ovarian edema に関する検討（屋宜千晶, 安
里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一)
Massive ovarian edema (MOE)は, 卵巣皮質の間質内浮
腫により卵巣が腫大する稀な病態で, ほとんどの症例で
は partial または intermittent な捻転が原因である。
若
年女性に好発し, 画像上悪性腫瘍との鑑別が困難である
ことがあるため, 適切な診断がなければ開腹手術や付属
器切除などの過剰治療が行われることがある。当科で経
験した MOE の 3 例について検討した。
症例 1 は 15 歳未経妊, 下腹部痛, 腰部痛を主訴に救
急受診。圧痛部位と一致して MRI にてダグラス窩に 11cm
大の充実性腫瘍を認めるが胚細胞性腫瘍を疑わせる分葉
状パターンではなく, 腫瘍マーカーの上昇も認めなかっ
た。受診当初の MRI 上造影効果は不良であったが, 8 日
後の再検査時には造影効果は保たれており完全な虚血に
は陥っていないものと思われた。悪性腫瘍を完全には否
定できず開腹手術を施行, 左卵巣は捻転し暗赤色を呈し
ダグラス窩に存在していた。一部生検し迅速病理検査に
て悪性所見がないことを確認, MOE と判断し捻転解除術
を施行。術後卵巣は正常大に復した。症例 2 は 29 歳未
経妊, 間欠的な左下腹部痛を主訴に受診, 左卵巣が 7cm
大に腫大し同部位に一致した圧痛を認めた。MRI で腫大
した卵巣内には小嚢胞を 2 個認めるのみで明らかな腫瘍
性病変はなく, 造影効果は保たれていた。
MOE, 卵巣捻転
の術前診断で捻転解除術を施行。一部組織を生検し MOE
と診断した。症例 3 は 30 歳未経妊, 前医にて融解胚移
植を施行し子宮内妊娠成立となったが妊娠 6 週時に間欠
的な下腹部痛が出現, 徐々に増強するため当院受診。左
卵巣が 7cm 大に腫大し 2 個の嚢胞を有するが明らかな腫
瘍性病変は認めず, カラードップラーにて血流は保たれ
ていた。腹腔鏡下卵巣捻転解除術を施行し, 生検にて腫
瘍性病変はなく MOE と診断した。術後, 卵巣は正常大と
なり現在妊娠継続中である。3 例とも下腹部痛を契機に
卵巣捻転と診断され, 超音波上複数の嚢胞を取り囲むよ
うに卵巣実質の浮腫によると思われる充実部分を認めた。
捻転解除後, 充実部分は消失し卵巣は正常大となった。
MOE は画像上充実部分を認めることから, 悪性腫瘍を疑
われ開腹手術, 患側付属器切除が行われることもある。
若年女性に好発するため, 過剰治療とならないよう術前
診断の十分な検討が必要である。
11．子宮内膜症性卵巣嚢胞悪性化疑いにて開腹手術を施
行した症例の臨床的・画像的特徴の検討(安里こずえ,屋
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宜千晶 銘苅桂子, 青木陽一)
子宮内膜症性卵巣嚢胞の悪性化の頻度は 0.7％と報告
されている。画像的には, 子宮内膜症性卵巣嚢胞に合併
した造影される壁在結節が, 悪性化を示唆する有用な所
見と言われている。しかし, 壁に付着した凝血塊と真の
壁在結節との区別が困難なことがあり, 良性の子宮内膜
症性卵巣嚢胞に対して開腹手術を施行することも少なく
ない。そこで, 術前診断が子宮内膜症性卵巣嚢胞悪性化
の疑いで開腹手術を施行され, 術後病理で良性の診断と
なった症例について, 臨床・画像所見を再検討しその特
徴を明らかにすること目的として検討を行った。6 例の
平均年齢は 41±1.6 歳（range 32-53）, 前治療をうけ
たことがある症例は 6 例中 1 例で, 低用量ピルを 4 か月
間使用していた。CA125 の平均値は 119±42 IU/ml(range
25-226), 嚢胞径の平均値は 58.9±12.7mm(range 39-86),
5/6 例(83.3%)は片側性嚢胞であった。超音波上, 嚢胞内
は子宮内膜症性卵巣嚢胞に典型的なスリガラス陰影を呈
しており, 6 例全例に嚢胞内結節を認め, 結節の大きさ
は 6-39mm 大, 扁平型が多く, 全例高輝度な結節影とし
て認められた。結節出現までの観察期間に関しては, 6
例中 5 例が癌検診で結節を伴う卵巣腫瘍を指摘されて当
科に紹介になったケースであり, それ以前の経過が不明
であったが, 残りの 1 例は当科初診時より 2 年の経過観
察中に嚢胞内結節影が出現した。MRI では 3/6 例(50%)に
shading の欠如を認め, MRI での嚢胞内結節の造影効果は,
嚢胞内が T1 高信号で結節自体が同定できなかったもの
が 3 例, 結節は同定できるが造影効果が不明瞭なのが 1
例, 造影効果を認めなかったのが 1 例, 喘息のため造影
できなかったのが 1 例で, 6 例中明らかな造影効果を認
めた症例はおらず, 術後病理は全例良性の子宮内膜症性
卵巣嚢胞の診断であった。術前の画像検査にて結節と判
断された部分は, 血塊や間質の浮腫(3 例), 肉芽組織(2
例), struma ovarii の合併(1 例)であった。子宮内膜症
性卵巣嚢胞の良悪性を区別するのに画像は鑑別の一助と
なるが, 現時点で完全に区別しうる方法はない。造影効
果のはっきりしない壁在結節は悪性の可能性が低く,
Dynamic subtraction study を利用するなどの術前診断
を行い, 腹腔鏡手術を含めたより低侵襲な手術を選択す
る必要があると思われる。
12．IVF 妊娠における絨毛膜下血腫発生頻度とそのリス
ク因子(安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子,青木陽一)
絨毛膜下血腫は, 初期および中期流産, 常位胎盤早期
剥離あるいは早期破水の発生率を増加させ, 周産期予後
に影響を与えるリスク因子とされる。IVF による妊娠で
は絨毛膜下血腫の発生率が高い印象があり, IVF 治療が
絨毛膜下血腫形成の一因である可能性を考えた。
そこで,
IVF 治療後妊娠では絨毛膜下血腫の発生頻度が上昇する
のか, またそのリスク因子は何かを明らかにすることを
目的とした。
2008 年 1 月～2011 年 5 月までの期間, 当科
で不妊治療を施行し子宮内妊娠が成立した 160 例を, 治
療法別に群分けし後方視的に検討した。タイミング療法

による妊娠を A 群(40 例), AIH による妊娠を B 群(58 例),
IVF による妊娠を C 群(62 例)とし, 各群での絨毛膜下血
腫発生率を比較し, 絨毛膜下血腫発生のリスク因子を検
討した。子宮内に胎嚢を確認した時点で妊娠成立とし,
妊娠成立してから 22 週までに超音波で絨毛膜と子宮筋
層との間に低輝度領域を認めた場合を絨毛膜下血腫と診
断した。統計学的検討はχ2 乗検定, Fisher 検定, t 検定
を用い, p < 0.05 を統計学的有意差ありとした。絨毛膜
下血腫発生率は, A 群 7.5%(3/40 例), B 群 15.5%(9/58
例), C 群 21%(13/62 例)で, C 群では A 群に比較し高い
傾向を認めた(A vs. C, p = 0.094)。C 群における絨毛
膜下血腫発生群(13 例), 非発生群(49 例)の患者背景は,
平均年齢(36 vs. 35 歳), 平均不妊期間（5.4 vs. 3.8
年）, 胚盤胞移植の有無(69.2 vs. 42.9%), 移植前の平
均子宮内膜厚(11.5 vs.11.7mm), 移植前のホルモンパラ
メータ(E2 1063 vs. 2144 pg/ml, LH 9.9 vs. 6.8 IU/ml,
P 0.46 vs. 0.76 IU/ml, P/E 比 0.97 vs. 0.90)に有意
差を認めなかった。融解胚移植による妊娠の割合は絨毛
膜下血腫発生群で 69.2%(9/13 例), 非発生群で 28.6%と
血腫発生群で有意に高かった(p=0.011)。
さらに, 新鮮胚
移植と融解胚移植による妊娠での血腫発生率は, それぞ
れ 10.3%, 39.1%(p=0.011)と融解胚移植で有意に高率で
あった。
絨毛膜下血腫例発生 25 症例の妊娠予後は, 初期
流産 6 例, 中期流産 2 例, 早産 1 例, 正期産 10 例, 妊娠
継続中 4 例, lost follow 6 例であった。
従って, IVF による妊娠では絨毛膜下血腫の発生が高率
となり, 融解胚移植はその一因であることが示唆された。
13. 委託研究 複合型光ファイバ技術を用いた医療機器
(子宮鏡・卵管鏡)による子宮内腔, 卵管腔の観察(銘苅桂
子, 屋宜千晶, 安里こずえ, 青木陽一）
日本原子力研究開発機構は, 「極細複合型光ファイバ
を用いた内視鏡システム（特許第 4521528 号）
」をベース
としたレーザー医療機器に対して, 画素数の増加, コン
ピューターによる画像処理の追加, オート調節機能のつ
いた光源機器を追加した機器を開発した。その開発機器
を子宮鏡として用い, 子宮内腔観察, 診断精度に対する
評価を行い, 実地臨床での使用が可能かどうかを判定す
る。本医療機器は, 現行の軟性子宮鏡に類似した機器で
あるが, 直径が1 mm と極細であること, また必要であれ
ばレーザー照射も可能な機器である。琉球大学附属病院
産婦人科外来を受診した子宮粘膜下筋腫, 子宮内膜ポリ
ープ, 子宮腔癒着症, 不妊症患者で子宮鏡検査が適応と
される患者に対し, 通常診療において外来で使用してい
るフジノンヒステロファイバーによる子宮鏡検査後, 当
開発機器により子宮鏡検査を行い, ①子宮腔画像の解像
度, ②検査時間, ③検査時合併症について比較検討する。

Ⅲ. 周産期医学
1. 頭位―骨盤位双胎に対する分娩様式の検討(金城忠嗣,
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新田迅, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一）
当科における第１子頭位―第 2 子骨盤位双胎の分娩方
法による新生児予後を検討し，経腟分娩の安全性と妥当
性について検討した。当科では頭位―骨盤位双胎は，妊
娠 36 週以降であること，両児ともに推定体重が 2,000g
以上であること，両児で極端な体重差がないことを条件
に経腟分娩を試みてきた。
実際の経腟分娩を試みる際は，
産科医が 2 名以上，新生児専門医 2 名以上の立会い，緊
急帝王切開術の準備を行い，第 2 子娩出時の微弱陣痛に
備えて陣痛促進を準備し，胎位と心拍数確認のための超
音波診断装置の準備を行いながら分娩時管理を行ってい
る。2000 年１月から 2009 年 12 月に当科で取り扱った頭
位―骨盤位の双胎 32 例を対象に診療録を後方視的に検
討した。経腟分娩と帝王切開術にて出生した新生児につ
いて，短期予後の指標として第 2 子のアプガースコア，
臍帯動脈血 pH を比較検討した。32 例のうち，19 例(52%)
が帝王切開術分娩で，13 例(41%)が経腟分娩であった。
帝王切開群のうち，12 例(62%)が緊急手術であった。帝
切群では，初産が 37%，分娩週数の中央値は 36 週，第 2
子のアプガースコア１分値の 7 点未満は 4 例，アプガー
スコア 5 分値の 7 点未満は 1 例であった。臍帯動脈血 pH
7.1 未満は見られなかった。経腟分娩群では，初産婦は
0%で全て経産婦であった。分娩週数の中央値は 37 週，第
2 子のアプガースコア 1 分値 7 点未満は 4 例であった。
アプガースコア 5 分値の 7 点未満は認めなかった。臍帯
動脈血の低値例は見られなかった。当科の成績からは第
2 子の体重が 2,000g を超えていれば経腟分娩でも新生児
の短期予後は良好であり，現時点では方針を大きく変更
する必要性は見いだせなかった。
2. HIV 感染妊婦の実態調査とその解析(佐久本薫)
平成 22 年度厚生労働省班研究「HIV 感染妊婦とその出
生児の調査・解析および診療・支援体制の整備に関する
総合的研究」(研究代表者：和田裕一)，その分担研究と
して行われた臨床的研究「HIV 感染妊婦とその出生児に
関するデータベースの構築および HIV 感染妊婦の疫学
的・臨床的上方解析」(研究分担者：喜多恒和)に参加し
た。平成 22 年度産婦人科・小児科統合データベースの更
新により, 2010 年 3 月までに報告された HIV 感染妊娠数
は 694 例におよぶことが示され,52 例の母子感染例が報
告されている。妊娠中も多剤による HAART 療法が行われ
るようになり, 血中ウィルス量が良好にコントロールさ
れる例が増加している。このような症例にこれまで行っ
てきた選択的帝王切開術を行うべきか議論があるところ
である。沖縄県の HIV 感染者/AIDS 患者数は 2007 年 31
例, 2008 年 24 例, 2009 年 22 例，
2010 年 14 例であった。
累積数も 189 例になった。人口比からは東京や大阪に続
く頻度であり, 緊急な対策が必要である。
平成 22 年度は
HIV 感染女性の妊娠管理を経験した。当診療科では拠点
病院として, HIV 感染妊婦の管理体制を整え準備してい
る。

3. 沖縄宮古島地区「子どもの健康と環境に関する全国
調査」
（佐久本薫，衛生学・公衆衛生学講座青木一雄，
育成医学講座太田孝男との共同研究）
環境省は平成 22 年度から全国的なプロジェクトとし
て，
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調
査）
」を計画した。全国で約 10 万人の母親とその子ども
を対象に，環境中の化学物質や生活習慣が子どもの成長
や疾病にどのような影響を及ぼすかを調査するものであ
る。3 年間はリクルート期間で，13 歳まで出生児の追跡
調査が行われる。データ解析 5 年を含め，21 年間続く国
家的プロジェクトである。南九州・沖縄ユニット(ユニッ
トセンター長：遠藤文夫熊本大学教授)は，全国 15 か所
の地域の一つとして選ばれ，熊本，宮崎，沖縄が含まれ
る。琉球大学はサブユニットセンター(センター長：太田
孝男，調査責任者：青木一雄，地域責任者：佐久本薫）
を立ち上げ，
調査を沖縄宮古島市で行うことを決定した。
研究計画を立案し，学内の疫学調査倫理委員会の承認を
得た。沖縄県，宮古島市，宮古福祉保険事務所，宮古島
地区医師会の協力を得て，運営協議会を立ち上げた。県
立宮古病院産婦人科，奥平産婦人科で出産する妊婦を対
象に調査を行うこととし，福祉保健所内に事務所を設置
し，環境を整備した。コーディネーターの養成を行い，
宮古島市における調査手順書を作成し，関係機関での連
絡会を行った。
平成 23 年２月１日よりリクルートを開始
している。多くの妊婦，その家族の協力を得て宮古島市
においてエコチル調査が開始された。小児科への引き継
ぎをスムースに行い長期的，国家的な疫学調査が軌道に
乗るように努力したいと考えている。
4. 前置癒着胎盤に対する大動脈バルーン留置血流遮断
術に関する臨床的検討(正本仁，大山拓真，金城忠嗣，
青木陽一)
前置癒着胎盤は産科疾患のなかで最も分娩時出血のリ
スクが高く，近年でも母体死亡の報告が散見される。癒
着胎盤症例の帝王切開時の止血対策として内腸骨動脈や
子宮動脈の結紮術，塞栓術，バルーンによる血流遮断が
報告されているが，それらを併用しても外腸骨動脈系か
らの豊富な側副血行路のため出血 control が困難な症例
があることが指摘されている。当科では放射線科の協力
のもと，癒着胎盤例の帝王切開時に，腹部大動脈にバル
ーンを留置して児娩出後に一時的に総腸骨動脈以下の血
流遮断を行い，術中出血量の減少を試みている。前置癒
着胎盤における大動脈バルーン留置の治療成績について
検討した。
対象は当院で大動脈バルーンを留置し帝王切開を行っ
た前置癒着胎盤の 5 例とし，
術式，
術中出血量と輸血量，
術後診断，合併症について調査した。成績に関して，バ
ルーン挿入法については，4 例は右大腿動脈からの
Seldinger 法，1 例は大腿動脈 cut down を用いていた。
術式は 4 例が cesarean hysterectomy, 1 例は子宮温存の
方針とし血流遮断下で胎盤用手剥離を試みた。術中のバ
ルーンによる血流遮断時間は最高 82 分であった。
術中出
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血量の中央値は 3300g，輸血に関しては，5 例中 2 例は自
己血輸血のみ行い，残り 3 例は同種血輸血を要した。術
中所見および摘出病理所見で評価した術後の最終診断は，
付着胎盤が 1 例，嵌入胎盤 2 例，穿通胎盤が 2 例であっ
た。問題となる術後合併症はいずれの例にも認めなかっ
た。結論として，大動脈バルーン留置は前置癒着胎盤に
対する治療選択肢になり得ることが示唆された。今後は
症例を増やし術式のさらなる工夫や合併症率に関する検
討を行なう。
5. 抗リン脂質抗体症候群不育症に対する短期ヘパリン
療法の試みと治療成績の検討(正本仁，青木陽一）
抗リン脂質抗体症候群(APAS)の不育症には，heparin
と低用量aspirin 併用療法が唯一evidence をもって有効
な治療法とされているが，
治療期間に一定の見解がなく，
多くの施設で妊娠後期まで heparin 投与が行われている。
当科では長期 heparin 注射の弊害を避けるため，2001 年
以降，従来妊娠 28 週まで行っていた heparin 投与を，既
往流産が妊娠 15 週未満の例では妊娠 16 週までとし，そ
れ以降は柴苓湯＋低用量aspirin を28 週まで行っている。
APAS の不育症に対する heparin＋aspirin 療法の成績を
検討し，heparin の適正な投与期間についても考察した。
3 回以上の流死産の既往を有する APAS 患者 39 妊娠を
対象とし，heparin 投与期間別の成績を検討するため，
対象を 28 週まで heparin+aspirin 療法を行った長期
heparin 群(n=26 妊娠)，16 週までに heparin+aspirin 療
法を終了し，以後は柴苓湯＋aspirin 療法を 28 週まで行
った短期 heparin 群(n=13 妊娠)の 2 群に分けた。治療成
績として対象全体の生児獲得，流死産率を調べ，さらに
長期 heparin 群，短期 heparin 群別のこれらの成績を比
較した。成績としては，全体の生児獲得率は 27/39 妊娠
で 69.2%であった。流死産は計 12 例に認められたが，う
ち 3 例は絨毛染色体核型異常，1 例は胎児共存奇胎を示
し，これらは胎児因子によるものと推測された。2 群の
生児獲得率の比較では，長期 heparin 群が 18/26 妊娠
(69.2%)，短期 heparin 群が 9/13 妊娠(69.2%)となり，両
群間に差を認めなかった。なお短期 heparin 群の流産は
妊娠 8～14 週の流産で，全て heparin 投与中に発生して
おり，heparin 投与期間の短さが影響したものでは無か
った。うち 1 例は絨毛染色体核型異常が判明し，胎児因
子の流産であることが示唆された。
これらの成績から，APAS 不育症に対する heparin+
aspirin 療法について，1)約 70%の生児獲得率が見込め
る有用な治療法であること，2)heparin の投与は，既往
流産週数の早い例では，
妊娠 16 週で終了しても有効であ
ることが示唆された。
6.子宮頸管長短縮例の funneling 形態と早産リスクの関
連についての検討(正本仁，大山拓真，青木陽一）
日本産婦人科学会の産婦人科診療ガイドラインでは，
経腟超音波上の頸管長短縮は高い早産率と関連すること
が示されている。しかし頸管 funneling の形態について

は言及されておらず，早産率との関連についても一定の
見解がない。子宮頸管長短縮例における funneling 形態
と早産率の関連を検討し，経腟超音波で funneling 形態
を評価することが早産リスクの推測に有効か否かを検討
した。
2006 年から 2011 年までの期間に，妊娠 16～28 週で頸
管長が 25mm 以下となり入院した 61 例を対象とした。方
法としては，入院時超音波で funneling が U 字型の例を
U 群，V 字型例を V 群， funneling を認めず頸管短縮し
た例を N 群とし，患者背景として入院時妊娠週数，入院
時の頸管培養と頸管顆粒球 elastase 値，
既往早産を調べ，
成績としては分娩週数を調べた。次いで３群間で患者背
景，分娩週数および妊娠 35 週未満早産率を比較した。成
績に関しては，3 群の症例数は各々U 群が 12 例，V 群が
14 例，N 群 35 例であった。患者背景については，既往早
産例の割合が U 群 50%，V 群 14.3%，N 群 17.1%であり，3
群で有意差を認め U 群で最も高率となっていた。年齢，
入院時頸管培養の GBS・腸内細菌陽性例の割合，頸管顆
粒球エラスターゼ値には有意な違いを認めなかった。入
院時妊娠週数に関しては U 群 24.4 週，V 群 24.5 週，N
群 24.9 週で，3 群で有意な差が無く，入院時の頸管長に
ついても U 群 16.8mm，V 群 17.8mm，N 群 17.9mm で有意な
差を認めなかった。平均の分娩週数に関しては，U 群が
33.2 週，V 群が 35.0 週，N 群が 36.4 週で，U 群は N 群に
比べて有意に早い週数での分娩となっており，妊娠 35
週未満早産例の割合については U 群が７例 58.3%，
V 群が
4 例 28.6%，N 群が 3 例 8.6%であり，3 群間でそれぞれ有
意差を認め U 群で最も高率となっていた。最も早産率の
高かった U 群における 35 週未満早産 7 例中，胎盤，卵膜
病理にて組織学的絨毛羊膜炎所見を認めた例は 2 例のみ
であった。
結論として，超音波での頸管観察では，頸管長のみで
はなく funneling の形態評価も重要で，U 字型は V 字型
や funneling の無い例に比べて早産リスクが高いこと，
これらの違いは頸管炎や絨毛羊膜炎とは別の機序に由来
する可能性があることが示唆された。
7．75g OGTT 1 point 陽性例の妊娠予後に関する検討
(正本仁，平良祐介, 金城忠嗣，青木陽一)
2009 年に国際的に統一された妊娠糖尿病(GDM)の診断
基準が提唱され，
本邦でも 2010 年に 75g ブドウ糖負荷検
査(75g OGTT)が 1 point でも陽性であれば GDM と診断す
る新基準が導入された。しかし耐糖能異常の頻度や重症
度については人種差があり，日本人を対象とした妊娠中
75g OGTT 1 point 陽性例の妊娠予後に関する報告はまだ
少ない。当科で経験した妊娠中 75g OGTT 1 point 陽性例
の無治療下での妊娠予後を検討し，本邦におけるその臨
床的特色について検討した。
GDM 新診断基準導入前の期間である 2004 年から 2010
年 7 月までの間に，妊娠時 75gOGTT 施行例中，新診断基
準である負荷前 92 mg/dl，1 時間値 180 mg/dl，2 時間値
153 mg/dl の基準点を 1point のみ超えた例で，栄養代謝
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関連の治療を受けた例を除いた残り 39 例を対象とした。
方法は，後方視的に対象の分娩週数，分娩様式，児出生
体重，出生児の合併症について調査し，これらの成績か
ら 75g OGTT 1point 陽性妊婦の妊娠予後について検討し
た。
成績に関しては，
対象 39 例のうち単胎妊娠は 36 例，
双胎妊娠は 3 例であった。平均分娩週数は 39.0 週，早産
は 6 例に認めた。分娩様式については経腟分娩が 22 例，
帝王切開例が 17 例であった。
帝王切開の適応に関しては，
児頭骨盤不均衡，巨大児，胎児機能不全，羊水過多とい
った GDM の合併症となりうる疾患が多く認められた。出
生児は 42 例で平均出生体重は 3140g，Small for date
児が 2 例(4.8%)，Heavy for date(HFD)児が 13 例(31.0%)
で，
4000g 以上の児は 3 例(7.1%)認められた。
Apgar score
5 分値 7 点以下は 1 例（2.4%）のみであった。出生児合
併症は 11 例(26.2%)に認められ，先天異常 2 例(4.8%)，
遷延する低血糖が3例(7.1%）
，
一過性多呼吸5 例(11.9%）
，
胎便吸引症候群が 1 例(2.4%）となっていた。
結論として，75g OGTT 1point 陽性例でも GDM に関連
する合併症の増加が認められること，特に HFD 児分娩率
増加との関連性が強いことが示唆された。
8．妊娠高血圧症候群を発症した SLE 合併妊娠の臨床的
解析(正本仁，新垣精久, 金城忠嗣，青木陽一)
systemic lupus erythematosus(SLE)は女性に発生率が
高く, 妊娠との合併がしばしば経験される一方で, 妊娠
高血圧症候群(PIH)の high risk とされている。SLE 合併
妊娠の PIH について発生率，病型，患者背景，妊娠予後
や分娩後長期予後を解析し, その特徴を検討した。
対象は SLE 合併の単胎妊娠のうち，
妊娠 22 週以降まで
継続した 25 例の 39 妊娠とした。方法は，まず全妊娠に
ついて PIH 発症率を調べ，PIH 例における重症型と軽症
型，早発型と遅発型の占める割合をそれぞれ調べた。次
いで対象を PIH 群と非 PIH 群に分け，妊娠予後および母
体長期予後を調べ両群で比較した。これらの成績から
SLE 合併妊娠における PIH の臨床的特色を考察した。成
績として 39 妊娠中 15 妊娠(38.5%)に PIH が発症し，
病型
に関しては重症型が 10/15 妊娠(66.7%）
，早発型が 9/15
妊娠(60%)とそれぞれ高率を占めていた。早産率は PIH
群が 11/15 妊娠(73.3%)，非 PIH 群 10/24 妊娠(41.7%)，
子宮内胎児発育不全例は PIH 群が 8/15 妊娠(53.3%)，非
PIH 群 5/24 妊娠(20.8%)で，PIH 群で有意に高かった(p <
0.05)。
産褥6 週間以内のSLE の再燃・増悪例に関しては，
非 PIH 群では 1/24 妊娠に PIH の再燃，1/24 妊娠に腎炎
の増悪を認めたのに対し，PIH 群では再燃が 3/15 妊娠，
腎炎の発症または増悪が 5/15 妊娠と，後者により多く
SLE 症状の再燃・増悪を認めていた。症例あたりの分娩
後の長期予後については，PIH 群(n=13)においては死亡
が 1 例，腎不全 2 例，網膜静脈分枝閉塞による強度の視
力低下が 1 例，steroid 副作用の大腿骨頭壊死の増悪か
ら人工関節置換術を施行した例が 1 例あり，13 例中 5 例
に長期予後に関わる重大な後障害を認めた。それに対し
非 PIH 群(n=12)では腎不全を 1 例に認めたが，これは妊

娠前からの透析例で分娩後の増悪は認めなかった。
今回の成績から，SLE 患者で PIH を発症する例は分娩
後の症状増悪のリスクが高く，長期予後も不良である可
能性が示唆され，分娩後の長期の内科的 follow up が重
要と考えられた。

本仁, 佐久本薫, 青木陽一）
妊娠中に上腹部痛, 嘔吐, 可視黄疸を呈した総胆管結
石症に対し, 内視鏡的乳頭括約筋切開術を施行した症例
を経験した。安全に行うためには, 充分な鎮静下で, 放
射線被曝を最小限に抑え, 術後の急性膵炎予防を含めた
周術期管理の施行が重要であるが, 内視鏡的乳頭括約筋
切開術は妊娠中でも安全に施行することが可能である。

9. 妊娠中に内視鏡的乳頭括約筋切開術を施行した総胆
管結石症の１例 (新田迅, 仲本朋子, 上里 忠和, 正
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泌尿器科学講座
A. 研究課題の概要
泌尿器科学講座は, 臨床に即した研究に重点をおいて
おり,毎日の臨床活動から生ずる疑問に発した新しい治
療法の開発や実験的研究を目指している。癌(前立腺癌,
腎癌, 膀胱癌, 精巣癌など), 下部尿路機能障害(神経因
性膀胱, 過活動膀胱, 前立腺肥大症, 間質性膀胱炎な
ど), 尿路感染症, 小児泌尿器科, 男性更年期障害, ED
など幅広く扱っている。尿路結石, 腎不全の病態と治療
(透析と移植), 膀胱機能と排尿障害などの基礎的臨床的
研究に関しては長い期間に培った実績がある。また, 手
術治療や腎臓移植の際の, ドナー腎摘出術についても,
県内唯一, 琉球大学では泌尿器腹腔鏡認定医が 3 名おり,
体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に行っている。特
に, 癌の中では, 最も増加率が高い前立腺癌の研究では,
骨転移の機序と腫瘍マーカーと糖鎖研究など新機軸の展
開へ向け, 準備をしている。
1.泌尿器系癌における新たなバイオマーカーの探索と
それの生物学的役割に関する研究(松村英理, 大城吉則,
斎藤誠一)
東北大学との共同研究泌尿器系癌のなかでも尿路上皮
癌や腎癌には, 前立腺癌における PSA のような臨床的に
有用なマーカーが存在しない。われわれは, 糖鎖を認識
するモノクローナル抗体が, 特定の糖蛋白にも反応する
ことを見出したため, これの血清・尿マーカーとしての
可能性を研究している。さらに, 癌治療への応用を視野
に入れ, 当該マーカーの悪性形質発現における役割につ
いて研究している。
2.腎移植の臨床的研究(大城吉則, 松村英理, 斎藤誠
一)
末期腎不全患者に対する唯一の根治治療として腎移植
術(生体, 献腎)を行っている。移植腎の生着率および生
存率を向上させるために移植手術の技術の成熟と向上,
最適な免疫抑制療法の開発が必要である。特に生体腎移
植ではドナーの身的負担を軽減するために腹腔鏡下ドナ
ー腎摘出術を 2008 年から導入し, 良好な成績をおさめ
ている。また, これまで脾臓摘出が必要であった血液型
腎移植においては抗 CD20 モノクローナル抗体を用いた
免疫抑制療法で脾臓摘出を行わなくても良好な成績を収
めている。また, 従来は予後不良とされてきた抗体関連
型の拒絶反応に対しても, 血漿交 i 換療法, ステロイド
パルス療法, IVIg 療法, デオキシススパガリンを組み合
わせて治療を行い, 治療が可能となってきている。

近年, あらゆる外科領域において低侵襲の鏡視下手術
の導入が行われている。鏡視下手術は開腹手術に較べ患
者さんに負担の少ないものの, その手術手技は難易度が
高くなっている。琉球大学泌尿器科でも主に副腎腫瘍,
腎腫瘍に対して鏡視下手術を行っているが, 症例数の増
加に伴い技術も向上してきた。最近では術中の血圧や脈
拍の変動が激しい開腹手術でも難易度の高い褐色細胞腫
や, 腫瘍サイズの大きい T2 の腎腫瘍に対しても適応を
広げている。
さらに 2008 年からはさらに難易度の高い小
径腎腫瘍に対する鏡視下腎部分切除も開始している。ま
た, 沖縄県で唯一, 泌尿器科腹腔鏡下手術技術認定医が
3 名おり後進の指導および技術の向上の研究を行ってい
る。
4.転移性腎癌の臨床的研究(大城吉則, 町田典子, 安次
嶺聡,斎藤誠一)
腎癌の唯一の根治的治療は, 腎臓に限局した腫瘍の完
全な切除(根治的腎摘出術または腎部分切除)のみである。
一方, 転移を有する腎癌の場合はこれまで免疫療法(イ
ンターフェロン療法, IL-2 療法)を行われてきたが, 奏
効率は 10%前後で満足のいくものではなかった。近年,
諸外国から転移性腎癌に対する分子標的治療薬の良好な
治療効果が報告され, 本邦でも 2008 年から分子標的治
療薬の使用が可能となってきた。ただ, 分子標的治療薬
は様々な副作用が報告されており, 副作用発現時の投与
方法,副作用に対する対処が重要であり, これらについ
て臨床的研究を行っている。
5.尿路結石に対する集学的外科治療の臨床的検討（大城
吉則,斎藤誠一）
体外衝撃波結石破砕術(ESWL)は尿路結石に対する非侵
襲的な治療法のひとつとして確立し最も一般的行なわれ
ている外科的治療であるが, 治療効果は他の外科治療
（経尿道的結石破砕術, 経皮的腎結石破砕術など）に比
較して劣ってしまう。
そのため ESWL に治療抵抗性の尿路
結石に対しては積極的に経尿道的結石破砕術, 経皮的腎
結石破砕術などを行なっている。尿路結石患者のデータ
ベースを用いて, 患者背景, 結石部位・大きさ・成分、
治療方法等のパラメーターによる統計学的解析を行ない,
尿路結石に対する最適な治療方法について臨床的検討を
行なっている。
6.前立腺がん造骨性骨転移機序の解明及び治療法に関
する検討(町田典子, 松村英理, 安次嶺聡)
前立腺がんの発生率は本邦においても近年増加傾向が
指摘されている。前立腺がんは高率に骨に転移し, 骨転
移の 80%以上において骨硬化像を呈する。骨転移を伴う
がん患者の生存期間は長いものの, がんの骨転移は骨破
壊により骨痛, 病的骨折などの合併症を引き起こし, 死
亡率にも関係しているため骨転移の予防, 抑制は非常に
重要な問題であるといえる。しかし重要な問題にもかか
わらず, がんの骨転移の予防ならびに治療に対し満足で

3.泌尿器科鏡視下手術の技術向上の研究(大城吉則, 安
次嶺聡, 松村英理, 斎藤誠一)
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きるものはない。これは転移巣形成過程におけるがん細
胞と骨の相互関係を再現するモデルが存在しないため,
がんの骨転移機序が十分に解明されていないことに起因
する。
ヒト成人骨を移植しヒト化した NOD/SCID マウスを
用いることによって, ヒト前立腺がん細胞がヒト成人骨
に転移を起こすという種ならびに臓器特異的転移モデル
の開発に成功し, 世界的に注目された。本モデルを用い
ることによって, 臨床では困難だったヒト前立腺がん細
胞がヒト骨髄に生着した初期から定時的に組織像を観察
することができる。また, 骨転移巣形成過程におけるヒ
ト前立腺がん細胞とヒト骨芽細胞, 破骨細胞, 骨髄間質
細胞の相互作用, 特に破骨細胞の及ぼす影響ならびに前
立腺がん細胞が産生する PSA や IGF, TGF-βなどの骨芽
細胞や破骨細胞に対する作用に関して検討を進めている。
以上を明らかにすることにより前立腺がんの骨転移に対
する新しい治療概念を提供できるものと考えられる。

認識されるハプトグロビンベータ鎖の検出を多数症例の
前立腺癌患者および良性前立腺疾患患者血清・尿で検討
するとともに, 前立腺癌治療後の血清・尿レベルの変化
もみることにより前立腺癌マーカーとしての臨床的有用
性を明らかにすることを目的としてする。前立腺癌組織
におけるハプトグロビンベータ鎖の発現レベルも調査す
る。

7.新しい前立腺癌マーカーRM2 抗原の前立腺癌組織・血
清における発現 mm 抗原発現の意義(松村英理, 町田典子,
斎藤誠一)
前立腺特異抗原（PSA:prostate-specificantigen）は,
現在前立腺癌の早期発見・早期診断に汎用されているが,
特異性・感度に問題があり悪性度を反映しない。このよ
うに PSA は早期診断のマーカーとしての限界を露呈して
おり, 今後, 感度や特異度がより高く, 悪性度を反映す
るような新しいバイオマーカーが切に求められている。
われわれが作成したモノクローナル抗体 RM2 の前立腺癌
細胞に対する反応レベルは悪性度（Gleasonpattern）を
反映して高いが, 良性腺管には RM2 が反映しないか, 反
応レベルが極めて低いことが判明した。後に, モノクロ
ーナル抗体 RM2 により認識される糖蛋白はハプトグロビ
ンベータ鎖と判明した。モノクローナル抗体 RM2 により

9.先天性水腎症にともなう尿管蠕動運動の研究
先天性水腎症にともない, 尿管の蠕動運動が低下する
といわれている。
尿管の蠕動運動には細胞間結合(ギャッ
プ結合)が深く関与しているといわれており, 水腎症に
ともなうギャップ結合の変化を検討している。

8.小児原発性膀胱尿管逆流症(VUR)における逆流性腎
症発症機構の解明
小児原発性膀胱尿管逆流症(VUR)のなかで, 逆流性腎
症から末期腎不全にいたる症例があるが, その機序につ
いては解明されていない。そこで, 尿中β2 マイクログ
ロブリン, アルブミンや NAG などの微量蛋白と血中イン
ターロイキンなどの液性因子を測定して発症機構の検討
をしている。

10.尿路結石の研究(WoottisinS)
尿路結石の 80%は, 蔭酸カルシウム含有結石である。
尿中の蔭酸が結石形成に最も重要な役割を果たしている。
HPCE を用いたコンピュータ制御の全自動分析装置を用
いて, 多量の尿検体を分析している。ラットにおけるシ
ュウ酸の消化管での吸収, トランスポータ,シュウ酸前
駆物質投与による代謝実験など行い, 尿中の結石形成因
子の測定とその物質の過飽和状態の測定により結石形成
のリスクファクターの解析を行っている。
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演後の４因子に影響を与える項目に関して重回帰分析を
用い調べたところ，各因子の講演後の値は base line の
それぞれの値に影響された。
『疾患モデルとしての認識』
の base line の得点は，講演後の『うつ病に対する否定
的な認識』と『薬物療法以外の治療』に影響を与えた。
標的化講演は『疾患モデルとしての認識』，『うつ病に
対する否定的な認識』，『薬物療法以外の治療』の改善
に有効であった。
本研究は一般住民に対する講演に基づく啓発による介
入において，うつ病を疾患として理解し，医療モデルに
よる治療を行うということに関して認識を十分改善しう
るものであったことを示唆し，二次的にうつ病とその治
療に対する否定的な影響を改善しうる。しかしながら，
特に若い世代における援助希求行動を改善しうる他の戦
略を考慮することが必要である。

精神病態医学講座
A. 研究課題の概要
1．社会精神医学分野における研究
自殺予防における介入活動が積極的に行われている北
欧諸国において，最も実効性のある対策の一つとして，
general practitioner の段階でうつ病の早期発見・早期
対応を行うことが最も重要であるとの指摘がなされてい
る。同様の対策を効率よく進めていくためには，現状に
おける一般医のうつ病に対する認識およびその診療対応
に対する基本的構えの実態を明らかにすることが先決で
ある。また，一般住民や将来の gate keeper としての医
学部生におけるうつ病に関する偏見誤解や啓発講演の効
果を調査することが今後の自殺予防対策につながると考
えている。
1) 一般住民に対するうつ病啓発講演の偏見・誤解に関
する研究
対象はうつ病の偏見・誤解の改善に特化した啓発講演
(標的化講演)を受けた 467 名と一般的な啓発講演(非標
的化講演)を受けた 360 名。
それぞれの講演前後でうつ病
の認識と治療に関するアンケート調査を行った。アンケ
ート項目は，恐怖・知識不足・性格面の弱さ・羞恥心・
罪悪感・現実逃避・自覚への過信・自己制御への過信と
いったうつ病の認識に関する 8 項目と対応・治療に関す
る認識として，自発的援助希求・家族相談・一般医受診・
精神科受診・カウンセリングの役割・薬物療法の必要性・
依存のリスク・薬物効果発現時期・再発予防効果・家族
の対応に関する10 項目であり，
各項目を5 段階評価した。
講演後に「自覚への過信」以外のすべての項目は有意
に改善した。各質問項目を因子分析したところ，『疾患
モデルとしての認識』(「家族の対応」「自己制御への過
信」「薬物効果発現」「再発予防効果」「知識不足」「現
実逃避」)，『援助希求行動』(「一般医受診」「家族相
談」「精神科受診」「自発的援助希求」)，『うつ病に対
する否定的な認識』(「罪悪感」「羞恥心」「恐怖」「性
格面の弱さ」，薬物療法以外の治療(「薬物療法の必要性」
「カウンセリングの役割」「依存のリスク」)の４因子が
抽出された。講演前後で４因子に与える年齢と性別の影
響は，高齢者(50 代以上)は『疾患モデルとしての認識』，
『うつ病に対する否定的な認識』において講演前後とも
低い値であった。また若い年代(20 代，30 代)は『援助希
求行動』において低い値を示した。男性は女性よりも講
演後に『うつ病に対する否定的な認識』において低い値
を示した。標的化講演は非標的化講演と比較して，『疾
患モデルとしての認識』と，『薬物療法以外の治療』，
「自覚への過信」(講演後・改善度)，『うつ病に対する
否定的な認識』(改善度のみ)において有効であった。講
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2) 一般住民の希死念慮への認識と態度：ゲートキーパ
ー資質に影響する要因についての検討
493 名の一般住民の希死念慮に対する認識と態度を
様々な側面から調査を行った。質問紙を用いて，希死念
慮の意識，問診の必要性，能動的な問診，言語化の効果，
問診への抵抗感，問診技術への自信という希死念慮に対
する知識についての 6 項目と，話題転換・楽観教示・叱
咤激励・説教・批判という項目への無効性とリスク評価
技術という対応に関する6 項目の合計12 項目を調査した。
各項目を 1(否定的な認識・態度)から 4(肯定的な認識・
態度)で自己評価し，
自殺予防のためのゲートキーパーに
ついての講演前後で質問を実施した。
実施した 12 項目について，因子分析を行ったところ，
態度表出の仕方(叱咤激励・楽観・悲観・説得)，認知的
理解(問診の必要性・希死念慮の存在・能動的な問診・言
語化の効果)，ゲートキーパー資質(問診技術への自信・
リスク評価技術・問診への抵抗感)と 3 つの因子が抽出さ
れた。すべての項目で，講演後に改善していたが，ゲー
トキーパー資質に関しては他の因子よりも改善度が乏し
かった。
属性による分析を行ったところ，60 歳以上のグループ
では講演後のすべての項目で，他の年代よりも改善が乏
しかった。また，医療従事者は 3 つの因子において，医
療従事者以外の有職者や無職者よりも講演前・後ともに
肯定的な認識・態度を有していた。医療従事者以外の有
職者は，態度表出の仕方において無職者よりも肯定的な
認識・態度を有していた。
講演後の 3 つの因子に影響する要因を分析するため重
回帰分析を行なったところ，講演後の 3 つの因子の得点
は，それぞれの因子の講演前の得点に強く影響されてい
た。その中でも，講演前の態度表出の仕方の得点は，講
演後の認知的理解，ゲートキーパー資質にも影響してい
た。
今回の研究から希死念慮に対する効果的な介入のため
には，有職者のゲートキーパー資質を活かして，知識・
対応法の向上を図っていくことの有効性が示唆された。

3) 一般医におけるうつ病と希死念慮に対する認識・対
応への啓発講演の効果に関する検討
一般医におけるうつ病と希死念慮に対する認識・対応
について，ロールプレイを併用した啓発講演の効果を評
価することを目的とした。以下のことを一般医に対して
調査を行った。①診療場面でのうつ病への基本的心構え
(n=151)，
②うつ病の認識および対応について単回の啓発
講演の効果(n=139)，
③希死念慮への認識および対応につ
いてロールプレイを用いた啓発講演の効果(n=103)。
ほとんどの一般医はプライマリケア場面でのうつ病診
療の必要性と重要性を理解していたが，臨床場面におい
て，スクリーニングツールの使用(28%)，自殺のリスク評
価(38%)，精神療法(41%)，抗うつ薬の使用(58%)に関して
は馴染みがなかった。
うつ病の診断と治療に関する単回の啓発講演では，う
つ病のイメージにおいてはわずかであったが有意な改善
を認め，一方治療に対しては認識の改善がより促進され
た(p＜0.05)。
希死念慮への認識および対応については，ロールプレ
イを用いた啓発講演によってある程度の改善がみられた
が(p＜0.05)，
希死念慮を有している人に対する問診の技
術やリスク評価に関する知識が不十分なため，啓発講演
後も一般医にとっては希死念慮を尋ねることに自信が持
てないことが示唆された。
50 歳未満の一般医では 50 歳以上の群と比較して，こ
れらの啓発講演でより高い効果が得られ(p＜0.05)，
自殺
予防へのより能動的な参加が得られることが示唆された。
最前線で自殺予防を担っていくという意欲向上のため
にも，一般医に対するより効果的な介入をさらに続けて
いく必要性がある。
上記研究は，現在論文化に向けて取り組んでいる。
4) 医学部１年生，４年生および他学部生に対するうつ
病啓発講演前後の意識調査
【目的】
医学専門教育(気分障害に関する講義)を受講前
の医学部１年生(M1)，受講済の医学部４年生(M4)，およ
び医学部以外に所属する 1 年次学生(X1)を対象に，同一
内容のうつ病啓発講演を行い，うつ病に対する認識およ
び対応に関する講演前後の意識の変化について調査し，
比較検討を行った。
【方法】本研究に同意の得られた M1 群 97 名，M4 群 89
名，X1 群 99 名を対象とし，啓発講演前後に質問紙表に
よる調査を行った。質問項目は，恐怖，知識不足，性格
面の弱さ，羞恥，罪悪感，現実逃避，自覚への過信，自
己制御への過信，など 8 項目の疾患への偏見を 5 段階評
価し，さらに，対応・治療に関する認識として，自発的
援助希求，家族相談，一般医受診，精神科受診，カウン
セリングの役割，薬物療法の必要性，依存のリスク，薬
物効果発現時期，再発予防効果，家族の対応，に関する
10 項目を 5 段階評価した。3 群間の差異は ANOVA および
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Tukey test により検討し，p<0.05 を有意とした。
【結果】講演前のうつ病への認識については，M4 群で恐
怖，知識不足，自己制御への過信の 3 項目の偏見が最も
少なく，対応に関する認識については，薬物の効果発現
時期，再発予防効果，家族の対応の 3 項目で最も優れて
いたが，M1-X1 群間にはほとんど差はなかった。講演後
も，
過半数の項目において M4 群が優位な認識を保ってい
たが，X1 群はカウンセリング，薬物療法および家族対応
などのうつ病治療に関わる項目において M1・M4 群よりも
有意に啓発効果が低かった。
【考察】M4 群では専門教育と啓発講演の相加作用により，
うつ病の疾患認識/治療対応に関する正確な情報を獲得
しやすいことが判明した。一方，X1 群においては，うつ
病治療の実際に対する認識が深まりにくく，同じく専門
知識を持たない M1 群との間にも差を認め，
知識獲得への
動機付けの強さの違いに起因するものと考えられた。
5) TEMPS-A / MPT 気質評価の臨床応用可能性に関する
研究
今日の気分障害の診断・治療は，soft bipolarity の
検出が重要である。近年，soft bipolarity の指標とし
て病前気質評価が着目されている。本研究では，気分障
害の病前気質評価スケールである Temperament Evaluation of Memphis， Pisa， Paris and San Diegoautoquestionnaire (TEMPS-A)短縮版と Munich Personality Test(MPT)の一部を使用し，気分障害の診断や抑う
つ症状への影響力を検討した。
一般健常人と気分障害に罹患している者との病前気質
を比較するため，
健常群 531 名，
大うつ病性障害(MDD)131
名，双極 II 型障害(BP II)31 名，双極 I 型障害(BP I)12
名に TEMPS-A/MPT バッテリーを施行した。その結果，①
循環，不安，メランコリー気質は，気分障害群が全般に
高い，②双極 II 型は MDD より循環気質が高い，③BP II
と BP I との間には有意差が見られないことが分かった。
ただし，③については BP I の症例が少ないため，今後は
症例数を追加して検討する必要があるだろう。
さらに，病前気質が実際の抑うつ症状の及ぼす影響を
検討するため，大学生を対象としたアナログ研究を実施
した。大学生 221 名に対して，TEMPS-A/MPT バッテリー
と抑うつ症状を評価する Self-Rating Depression Scale
(SDS)を施行した。その結果，循環，焦燥，抑うつの 3
気質は抑うつ症状と正の関連があり，このうち，循環お
よび焦燥気質は直接抑うつ症状を強める効果が認められ
た。気質と抑うつ症状との関連を媒介する認知的要因を
検討したことろ，
「自身の感情をコントロールできないと
いう恐れ」と定義される「感情への恐れ」の効果が認め
られた。このことから，抑うつ症状に対する気質脆弱性
は，感情への恐れを緩和することで減じられる可能性が
示された。今後は，病前気質評価によって抽出された脆
弱性の高い個人に対して，感情への恐れを緩和する心理
学的アプローチ(e.g.， 認知療法，マインドフルネス)
の効果を検証していく必要がある。

2．神経精神生理学に関する研究
当講座では事象関連電位(Event-Related Potentials，
ERPs)，
近赤外線分光法(NIRS)などの神経精神生理学的な
手法を用いて，統合失調症を中心とした各種精神神経疾
患の病態研究を行っている。
1) 統合失調症研究
(1) 事象関連電位 P300 成分による検討
統合失調症の生理学的異常所見として事象関連電位
P300 成分の振幅が低下が知られているが，当講座では，
統合失調症の P300 成分の頭皮上分布の異常や，
事象関連
電位の亜型ごとの異常を調べてきた。その結果，妄想型
における左側の P300 振幅低下や解体型における N200 振
幅増大がみられた。治療前後における統合失調症の事象
関連電位の変化についても調べたところ，治療前統合失
調症者の P300 振幅は小さく治療によって振幅が改善す
るものの健常者の振幅よりは小さいことが明らかになっ
た。
さらに薬物治療に伴う脳内の ERPs の発生源の変化に
ついても Low Resolution electromagnetic tomography
(LORETA)を用い，P300 cortical current density を抗
精神病薬治療前後で比較検討を行った。健常対照者では
P300 電流密度は左右の前頭〜側頭部にかけて広範囲に
み ら れ ， P300 の 前 頭 ・ 側 頭 部 を 中 心 と し た
multi-generator 説と一致したが，未治療の統合失調症
群では P300 の発生は左右共に減弱していた。
抗精神病薬
投与により P300 発生は右・前頭〜側頭部での改善を示し，
P300 発生機構の局所的な回復を認めた。記録チャンネル
数を大幅に増やした高密度事象関連電位(high density
ERPs recording system)を導入し，統合失調症者の ERPs
各成分の頭皮上分布の詳細な検討や，発生源分析等を行
い，その結果，左側側頭部と両側前頭部に位置する電極
群と，右側側頭部と両側頭頂部の電極群に特に強い P300
成分の低下とそれに関連した皮質上 P300 成分活性の低
下を認めた。(尚，当教室大学院にて研究を行った Dr.
Jijun Wang は，2004 年度中国国家優秀自費留学生奨学金
の対象となり，当講座あてに大使館公吏参事官より感謝
状が寄せられている。)これらの成果について 2007 年に
は，3 つの国際学会にて報告を行った。
今後，
遺伝子型による薬物治療反応性の精神生理学的検
討，遺伝子型の脳機能・形態に及ぼす影響など P300 成分
と他のパラメーターを併せて多角的に検討を行っていき
たいと考えている。
(2) 事象関連電位 N400 成分による検討
また言語を使った認知活動内で生成され文脈からの逸
脱に対する精神生理学的指標と考えられ N400 成分につ
いても検討をおこなっている。
統合失調症の N400 振幅は，
健常者群に比較して振幅は低下しており，これは統合失
調症の文脈情報処理異常を示していると考えられる。
LORETA 解析により N400 の脳表上電流密度を求めたとこ
ろ健常者群では N400 は，
左右両半球とも前頭前野を含む
前頭連合野，頭頂連合野，側頭葉の広い範囲で発生が推
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定された。
統合失調症では，
同様の分布をとりながらも，
全体的に N400 電流密度は減弱していた。
これらの部位に
は，感覚的な言語理解に関わるウェルニッケ言語中枢が
含まれており，定量的 MRI による精神分裂病の脳形態学
的研究において思路障害との関連の報告が示された部位
とも重なっており興味深い。
(3) P50 中 潜 時 聴 性 誘 発 電 位 に よ る 検 討 -Sensory
gating (感覚遮断) を用いた補助診断法としてP50 中潜時聴性誘発電位(以下 P50) は音刺激から約
50 msec 後に発生する陽性電位である。P50 は i) 睡眠
レベル依存性(覚醒および REM 睡眠時に出現，徐波睡眠
時に消失); ii)急速な慣れ現象 または感覚遮(sensory
gating); iii) アセチルコリン阻害薬 scopolamine の
静注による振幅減少または消失という 3 つの特徴を有す
る。 REM 睡眠は中脳・橋接合部網様賦活系の一構成要素
である脚橋核 (pedunculopontine nucleus，PPN) のコリ
ン作動性ニューロンとの関連が深く，それゆえ P50 は
PPN ニューロンの一部を発生源とするものと推定される。
近年，網様賦活系(特に PPN)と精神疾患との関連が指摘
されており(Garcia-Rill，1997)，精神疾患を有する患者
の脳内機構の非侵襲的モニター法として P50 の有用性
が注目されている。Sensory gating は正常に機能してい
る脳の重要な特性の 1 つである。Sensory gating とは有
害あるいは無意味な感覚刺激を "filtering" する働き
を意味し，入力過剰を防止し，より有意義な情報に集中
するための自動的機能と推定されている統合失調症患者
の「刺激が洪水のように押し寄せてきてどうすることも
できない」との訴えは sensory gating の障害によるも
のと推定され，精神症状もこの障害から派生している可
能性がある (McGhie and Chapman， 1961) 。一対音刺激
法を用いた記録により 正常者で認められる P50 の
sensory gating が種々の精神疾患を有する患者では減
少している(すなわち，
"filtering" が十分でない)こと
が判明し，その障害の程度を客観的に定量化できること
が示されている (Adler et al， 1982; Buchwald et al，
1991; Skinner et al，1999)。このように比較的単純な
電気生理学的指標 (P50) を用い統合失調症および種々
の精神疾患の病態の一部を解明できる可能性がある。
(4) MRI 解析を用いた病態研究
統合失調症の精神症状のうち思路障害と左上側頭回の
容積低下との相関が報告され，統合失調症の神経発達障
害仮説との関連で注目されている。当講座でも Harvard
大学医学部と共同で研究を行い同部位の容積低下や大脳
基底核組織の容積の増加について報告を行った。現在，
文部科学省科学研究補助金として「ＬＯＲＥＴＡ及びＳ
ＰＭ法を用いた初発統合失調症における脳機能・形態異
常の検討」が採択され，SPM(Statistical Parametric
Mapping) の 手 法 を 用 い た MRI 解 析 と LORETA(Low
Resolution electromagnetic tomography)による事象関
連電位 P300 成分の発生源異常との関連について検討を
行っているところである。
(5) 近赤外線分光法(NIRS: Near Infra-Red Spectro-

scopy) による検討
NIRS は，プローブより導出された近赤外線光を頭皮に
照射することにより脳表上での局所脳内酸素化度の変化
を計測するもので，非侵襲的で簡便な脳機能計測法とし
て注目されている。当科では 24ch NIRS を用いて
Wisconsin Card Sorting Test 中の統合失調症の前頭前
野機能などについて検討を進めているところである。

灰白質に対する萎縮の割合が大きいことが示された。前
頭前野，海馬では性差が認められ女性の体積が有意に大
きかった。海馬，内嗅領皮質では左右差を認め，海馬の
体積は右側が，内嗅領皮質の体積は左側がそれぞれ有意
に大きかった。
VSRAD(Voxel-based Specific Regional analysis
system for Alzheimer’s Disease)では，MRI 脳画像を
標準化した後に健常者と比較することで，海馬・海馬傍
回の萎縮の度合いを表示することが可能となり，認知症
補助診断としての有用性が注目されているが，当講座で
も同法を用いた認知症研究がスタートしている。

2)うつ病研究
うつ病の認知障害についても聴覚 oddball 課題による
事象関連電位を用いて検討を行った。その結果，脳表上
にみられる P300 の発生源は健常群では両側前頭・側頭部
に強い電流密度がみられたが，うつ病群では同部位の密
度低下が見られた。N100 は両群とも両側側頭部に電流密
度分布が認められた。差波形の N2b については健常群で
両側前頭部にみられた電流密度分布がうつ病群では右前
頭部で減弱していた。これらの所見はうつ病の病態にお
ける，認知障害を精神生理学的に反映したものと考えら
れる。
3) 認知症研究
沖縄県は長寿な地域と考えられるが，健常高齢者にお
ける事象関連電位 P300 成分と各脳組織容積の変化との
関連についても検討を行っている。これにより高齢に至
っても，健常な認知機能を維持し続けるこの一群の神経
生理学的，脳機能形態学的な特徴を明かにできるものと
期待される。 事象関連電位 P300 成分の潜時は加齢に伴
って延長する。しかし，年齢と P300 潜時の直線関係が，
どの年齢層まで成り立つのかを，多数の高齢者で検討し
た報告は少ない。60 歳以上 92 歳までの，Mini-Mental
State24 点以上，頭部 MRI で 5mm 以上の梗塞巣を含む脳
器質的異常のない健常高齢者 57 名を対象に，
聴覚オドボ
ール課題遂行中の事象関連電位を記録し，同時に頭部
MRI(1.5Ｔ)を冠状断 1.5mm 厚で撮像し，三次元再構成し
て volumetry を行った。その結果，高齢者は若年者に比
し，P300 潜時が延長しているものの，高齢者群内では，
年齢との相関は認められなかった。男性高齢者群では，
年齢と全脳体積(頭蓋補正)との有意な負の相関が認めら
れ，
全脳体積(頭蓋補正)は P300 潜時と有意な負の相関を
示した。女性高齢者群では，年齢，全脳体積(頭蓋補正)，
P300 潜時のいずれも相互に有意な相関を示さなかった。
沖縄に在住している活動性の高い在宅の高齢者で，精
神，身体疾患を認めない健常高齢者を対象とし，全脳，
灰白質，前頭前野，海馬および海馬傍回の内嗅領皮質の
各体積を，Statistical Parametric Mapping 法を用いた
自動測定と従来の定量解析の手法である Region of
Interest 法を用いた手動測定によって MRI 定量解析を行
った。頭蓋内腔体積で補正した全脳，灰白質，前頭前野，
海馬および内嗅領皮質の各体積は年齢と有意な負の相関
を示した。灰白質体積で除した海馬体積は年齢との相関
を認めず，加齢による萎縮が灰白質と同等であったが，
前頭前野，
内嗅領皮質の各体積は年齢と負の相関を示し，
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3．臨床精神神経薬理学に関する研究
1) Dopamine system stabilizer である aripiprazole
に関する薬理遺伝学的研究
抗精神病薬は統合失調症の急性期における治療および
慢性期の再発防止に必要不可欠である。抗精神病薬療法
の主流は，より高い有用性および安全性を示す非定型抗
精神病薬あるいは dopamine system stabilizer 中心の薬
物療法にシフトしつつある。しかしながら，日常臨床で
は薬物投与前に適切な薬物の選択および投与量の設定が
困難である。
結果として経験的な推論に頼らざるを得ず，
副作用の出現が患者に負担となり，ノンアドヒアランス
の大きな原因となるばかりか，薬物療法さらには精神科
受診への忌避に直結し，デメリットがあまりに大きい。
そこで将来的な精神科薬物療法のオーダーメイド化を
念頭に置き，薬物動態学的および薬力学的視点から，統
合失調症の合理的薬物療法の探求を主なテーマとして取
り組んでいる。以下にこれまでの概要を示す。
Dopamine system stabilizer である aripiprazole は，
部分的 dopamine D2 受容体アゴニストというこれまでに
ない特異な薬力学的作用を特徴とすることから，最も注
目を集めている抗精神病薬である。Aripiprazole は脱ア
ルキル化，水酸化，脱水素化を受ける。うち，脱水素化
により活性代謝産物である dehydroaripiprazole が生成
される。これらの代謝経路には，主に肝臓の代謝酵素で
ある cytochromeP450(CYP)2D6 および CYP3A4 が関与して
いる。
CYP2D6 の活性は遺伝的に規定されており，
CYP2D6 活性
に影響を与える種々の遺伝子多型が明らかとなっている。
CYP2D6 活性を欠損させる CYP2D6*5 は，ほぼ人種を問わ
ず約 5%の頻度で存在するが，日本人を含む東洋人では，
その活性を低下させる遺伝子 CYP2D6*10 は約 50%と高頻
度である。我々は日本人統合失調症患者において
aripiprazole と active moiety(aripiprazole plus
dehydroaripiprazole)の定常状態血漿濃度は CYP2D6*10
を一つ有する患者群で，有さない群と比較し有意に高値
であった。以上の結果より，日本人において CYP2D6 遺伝
子多型は少なからず aripiprazole と active moiety の定
常状態血漿濃度に影響を受けると考えられた。この研究
結果は平成 23 年 2 月 Therapeutic Drug Monitoring に受
理された。

統合失調症患者のうつ症状，強迫症状および陰性症状
の改善目的に，抗うつ薬パロキセチンが併用されること
がある。一方，paroxetine は CYP2D6 活性の強力な阻害
作用を有する。そこで，aripiprazole にて治療中の統合
失調症患者を対象に，paroxetine の 10～20 mg/日の併用
を行った。Paroxetine 併用で，その投与量依存性に
aripiprazole の血漿濃度が上昇し，
それに伴って active
moiety も上昇した。血漿濃度が上昇したにも関わらず，
錐体外路性副作用は出現しなかった。
よって，
paroxetine
の少量併用は aripiprazole で治療中の統合失調症患者
に用いられる可能性が示唆された。この研究結果は平成
24 年 3 月 Therapeutic Drug Monitoring に accept され
た。
CYP3A4 は抗てんかん薬 carbamazepine によって酵素活
性が誘導される。一方，carbamazepine は統合失調症の
興奮状態にも用いられる。そこで，aripiprazole 服用中
の統合失調症患者を対象に carbamazepine を併用し，
aripiprazole と dehydroaripiprazole の血漿動態を追う
と伴に，精神症状と副作用の推移をみた。Carbamazepine
併用はaripiprazole とdehydroaripiprazole の血漿濃度
を約 70%低下させたが，精神症状と副作用の両面を有意
に改善させた。以上より，aripiprazole 服用中の統合失
調症患者への carbamazepine 併用は有用であると考えら
れた。この研究結果は，平成 21 年 6 月 Therapeutic Drug
Monitoring に受理された。
Aripiprazole 治療におけるプロラクチン反応は，他の
抗精神病薬とは異なりプロラクチン値が正常より低下す
る場合もある。これは，部分的 dopamie 受容体アゴニス
トという薬力学的特性に起因している。そこで，
aripiprazole に対するプロラクチン反応と抗精神病薬
のプロラクチン反応に関与することが報告されている薬
理遺伝学的遺伝子多型との関連を検討した。しかし，
Dopamine 受容体の密度や機能に影響を与える Taq1 A，
-141C Ins/Del 遺伝子多型，下垂体の薬力学的組織感受
性に関与する CYP2D6 遺伝子多型とも，aripiprazole の
プロラクチン反応に有意な関係はなかった。よって，こ
れらの遺伝子多型は aripiprazole のプロラクチン反応
に影響を与えないと考えられた。この結果は Psychiatry
and Clinical Neuroscience に投稿中である。
下垂体の dopamine 受容体はプロラクチン分泌に抑制

作用を有している。多くの抗精神病薬はその dopamine
受容体を遮断し，高プロラクチン血症をもたらす。高プ
ロラクチン血症は女性に顕著であり，短期的には月経異
常・乳汁分泌などをもたらし，長期的には乳がん・骨粗
鬆症の危険因子となる。抗精神病薬治療により高プロラ
クチン血症が生じ，かつそれに関連した症状が出現して
いる統合失調症患者を対象に，
少量の aripiprazole 追加
投与を行った。興味深いことに，aripiprazole 追加によ
り全例でプロラクチン濃度は低下し，約半数の症例で月
経異常などの症状が消失した。精神症状および副作用は
出現しなかったことから，薬剤性高プロラクチン血症に
治療上有用な選択肢の一つであると考えられた。この研
究は，平成 22 年に Clinical Neuropsychopharmacology &
Therapuetics に受理された。
2) 治療抵抗性うつ病に対する薬物療法について
原則的には，うつ病は病前まで回復し寛解すると言わ
れている。しかし，標準的薬物療法に反応しないうつ病
患者は少なからず存在し，その後何名かは治療抵抗性を
示すに至ってしまう。実際に，いくつもの抗うつ薬を用
いた包括的アルゴリズム研究である STAR*D では，2 段階
以上の薬物療法に反応しない患者では，その後の寛解率
が劇的に低下し，寛解に至らない患者は，より頻回なう
つ状態を呈してしまうことを論証した。そこで我々は，
治療抵抗性うつ病に対し，新たな治療戦略開発すべく，
ドーパミン作動薬である ropinirole や気分安定薬であ
る lamotrigine を強化療法として用い，興味深い結果を
得ている。
症例報告ではあるが，ropinirole は抗うつ薬に治療抵
抗性を示すばかりでなく，その鎮静作用に非常に過敏な
患者に対し，副作用を生じずに寛解をもたらした。この
研究結果は平成 22 年に Progress in Neuro- Psychopharmacolgy & Biological Psychiatry に受理された。
また，lamotrigine を 3 種類以上の抗うつ薬や気分安定
薬に対し治療抵抗性を示したうつ病患者に併用したとこ
ろ，治療反応者が約 50％，うち寛解者が 13％と好成績を
収めた。
この研究は，
平成 22 年に Clinical Neuropsychopharmacology & Therapuetics に受理された。
現在，lamotrigine の特性ならびに強化療法に治療反
応性を示す患者群の特徴について検討を続けている。
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放射線による高次脳機能障害の原因として, 海馬歯状回
の神経新生能との関連が示唆されている(Monje ら。
Nature Med.2002, Science 2003)。当科では, HBO 併用
放射線化学療法施行患者の海馬神経新生能および高次脳
機能に着目して解析を行い, HBO の放射線治療脳におけ
る認知と情動, 神経新生に対する作用を解明したいと考
えている。また中枢神経系への放射線照射によって生じ
る高次脳機能障害の予防法の開発をめざしている。琉球
大学医学部脳神経外科で加療をしている悪性脳腫瘍患者
を対象に, 琉球大学教育学部神経心理学富永大介教授が
開発した神経心理解析バッテリィーを用いた高次脳機能
の 評 価 お よ び 非 侵 襲 的 に 磁 気 共 鳴 装 置 (3T MRI
Discovery750 GE 社)を用いたプロトン MR スペクトロス
コピーによる海馬歯状回の神経幹細胞の同定および機能
的 MRI による海馬機能の活性動態解析をおこなった。臨
床研究では, ヒトにおける放射線障害を時間軸(治療前
から加療後 2 年間)から正確に捉え, 損傷脳に対する脳
賦活に関する基盤的情報を獲得した。尚, 本研究は HBO
併用放射線化学療法に対する臨床第Ⅱ相試験, および磁
気共鳴装置を用いた脳腫瘍患者の脳機能に関する疫学研
究として施設内の倫理審査を受け承認されている。

脳神経外科学講座
A. 研究課題の概要
脳神経外科では, 「脳科学を基盤とする脳神経外科学
の発展」を目標に, 若い研究者や医師らが脳科学の魅力
を共有し, 脳腫瘍・脳血管障害に関する疾患の病態生理
の解明と新規治療剤の開発及び脳外科疾患に伴う脳機能
障害の病態解明・障害された脳機能の賦活獲得に関する
脳賦活科学の構築を研究課題として活動しています。
平成 23 年度に獲得した外部資金及び文部科学省特別
経費プロジェクト課題は以下の通りです。
A)平成 23 年度科学研究費・基盤 B「放射線抵抗性がん
の克服―放射線増感性遊走阻害剤の開発」
B) 平成 23 年度科学研究費・基盤 B「がんに対する重
粒子線治療の治療法確立のためのトランスレーショナル
研究」
C) 平成 23 年度科学研究費・基盤 C「グリオーマ幹細
胞バンクの構築と”stem cell phenotype”の構築」
D) 平成 22 年度 高松宮妃癌研究基金「神経膠芽腫の
階層的構築の解明-発生母細胞から浸潤最先端細胞まで
の細胞系譜学的解析」
E) 平成 23 年度 文部科学省特別経費プロジェクト
「沖
縄県における難治性悪性腫瘍の地域特性・治療抵抗性機
序の解明と新規診断法・治療法の開発」
F) 平成 23 年度 文部科学省特別経費プロジェクト
「沖
縄における急速な疾病構造の変化の中に健康長寿社会復
興の鍵を見出す」
１．脳腫瘍に対する放射線治療の生物学的解析の概要
放射線治療は重要ながん治療の手段であるが中枢神経
系に対する副作用として, 海馬歯状回の神経新生機能の
低下に起因する高次脳機能障害を引き起こすことが知ら
れている。
本研究では当施設で高気圧酸素療法(HBO)を併
用し放射線化学療法を施行した患者に対して(臨床第Ⅱ
相試験), 認知機能および海馬神経新生能評価を行い
HBO がもたらす認知と情動に関する影響について解析す
る。
悪性神経膠腫に対する治療成績は改善の傾向を示し,
神経膠芽腫では生存平均期間で見ると 18 ヶ月, 2 年生存
率では 40%程度である。Temozolomide を用いた放射線化
学療法が標準治療となり従来と比較して 5 年以上の長期
生存者の出現も認められている一方で根治は依然困難で
あり, また治療後の患者の高次機能障害の評価および生
活の質に関しては生命予後を優先し十分に解析されてい
ないのが現状である。当施設では, 腫瘍の放射線治療抵
抗 性 の 克 服 を 目 的 に 高 気 圧 酸 素 療 法 (Hyperbaric
Oxygenation Therapy:HBO)を併用した臨床第Ⅱ相試験を
施行している(Int. J.Radiation Oncology Biol.Phys.
2011)。HBO 併用治療による安全性は確立しているものの,
高次脳機能に対する影響に関しては不明である。近年,
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２．グリオーマに関する研究
1.発生母細胞に関する研究
最新の研究(Sanai et al., Nature 2004)によれば脳腫
瘍細胞の発生母細胞は側脳室前角の腹側外側部および側
頭葉の海馬歯状回に局在する神経幹細胞と考えられてい
る。興味深いことにこれ等の部位には霊長類では存在し
マウスにはない外側脳室下帯がありここで爆発的な興奮
性ニューロンが産生され神経回路網の形成に寄与してい
る(Hansen et al., Nature 2010)。我々はイオン型グル
タミン酸受容体の一つであるカルシウム透過性 AMPA 型
受容体が悪性神経膠腫の増殖と遊走に重要な役割を担う
こと解明してきたが(Nature medicine 2002), 本研究で
はこの glutamatergenic lineage に着目し神経膠芽腫の
発生母細胞から浸潤最先端細胞までの多様性を示す腫瘍
の階層的構築の細胞系譜学的解析を行いグリオーマの発
生及び腫瘍形成のメカニスムの解明を継続中である。
2.新規治療剤に関する研究
神経膠芽腫は, 中枢神経系で最も悪性度が高く, 治癒
困難な疾患である。手術, 放射線治療, 化学療法を組み
合わせた現在の標準的治療法では, 平均生存期間 9－15
ヶ月と極めて予後不良であり, 新たな治療法の開発が切
望されている。我々は, 神経膠芽腫摘出術中に得られた
標本を培養して, cell line を確立し, 分子標的薬を用
いた治療効果を判定している。
近年, 神経膠芽腫の増殖,
浸潤に Akt が深く関与していることが解明され, Akt を
標的とした分子標的療法が注目されている。チロシンキ
ナーゼ受容体/P13K (phosphatidylinositol 3-kinase /
Akt pathway)は, 腫瘍細胞の増殖, 成長, 生存に大きく
関与しており, 現在, この経路を抑制する治療薬は臨床

応用されている。神経膠芽腫の治療には, multiple
signaling pathways を標的とした治療が必要であると考
えられている。グルタミン酸受容体であるカルシウム透
過型 AMPA 受容体が, 神経膠芽腫細胞に発現し, カルシ
ウム透過型 AMPA 受容体を介する細胞内カルシウム濃度
の上昇による Akt のリン酸化が神経膠芽腫の増殖, 浸潤
に 関 与 す るこ と が 解明 され , こ の 経 路 は PI3K-Akt
pathway とは独立した経路であることが判明している(J
Neurosci 2007)。我々の研究では, ヒト神経膠芽腫細胞
に AMPA 受容体拮抗薬とチロシンキナーゼ受容体拮抗薬
とを組み合わせて投与し, Akt を介する抗腫瘍効果につ
いてin vitro で解析し, 更にヌードマウスの皮下または
脳内に移植した xenograft model を用いて, 併用投与に
よる抗腫瘍効果を in vivo で解析している(J Neurosurg
in press)。
３．脳賦活学構築のための試み
1.小脳腫瘍の神経心理学的解析－大脳実行機能との関
連に着目－
人間の高次機能は大脳皮質が担っていると従来考えら
れてきたが, 近年腫瘍や脳血管障害などの様々な脳疾患
による小脳損傷においても認知機能障害を呈するという
報告が続いている。しかし小脳病変を有する認知機能障
害に関するこれまでの報告には, 疾患や病巣部位に統一
性がなく, 経過の記載がなされていないといった問題点
を有しており, 小脳病変の認知機能障害の具体的な様相
においてはコンセンサスが得られておらず, 小脳の
cognitive topographyは未だ不明確である。そこで現在,
神経回路の不可逆的損傷を伴わないテント下の腫瘍性病
変で尚且つ良性腫瘍に疾患を限定し, その認知様相を明
らかとすることを目的とし, 解析を進めている。小脳－
大脳半球間の神経回路の一旦を担う深部小脳核の損傷を
伴わず, 小脳半球を限局的に圧迫している疾患を対象と
することが, 最も明白に小脳半球の認知機能への関与を
示すことを可能にすると考えている。小脳半球の機能局
在に関して検討するため, 各種の認知様相を評価する神
経心理学的検査を実施しており, 認知機能評価として琉
球大学版簡易神経心理検査バッテリーを使用している。
現在までのところ, 右小脳半球のPosterior superior
fissure近傍のCrusⅠ(上半月小葉)領域の腫瘍による圧
迫が実行機能の低下と関連する傾向にあり, 小脳外側領
域の認知機能への関与が示唆される。本研究から得られ
る認知機能における小脳の関与に関する知見は, 小脳の
機能不全が認められている統合失調症や自閉症, 注意多
動性障害といった他疾患の病態メカニズムの解明にも貢
献しうると考えられる。また, 本研究の脳損傷研究によ
り得られた知見は, 発達過程における小脳の機能的役割,
その重要性に関しても認識を新たにすると考える。
2.内発的動機づけに関与する神経基盤メカニズムの解
明
大脳基底核や前頭眼窩野などの辺縁系の損傷は患者の
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意欲的行動を減退させる（Habibi 2004）
。近年の動機づ
け研究の成果により, 扁桃体や線条体, 帯状回, 前頭眼
窩野が報酬獲得に関連した生理的・二次的動機づけ行動
に関与することが明らかとなっている(O’Doherty 2003,
2004)。
扁桃体はその他に表情の評価, 声の情動的抑揚な
どにも関与することが報告されており（Killcross 1997,
Toyamitsu 2002）扁桃体は外界対象の生物学的価値に関
与することが示唆されている（LeDoux 2000）
。当研究室
は機能的磁気共鳴画像法(以下 fMRI)を用いヒトの内発
的動機づけ行動下における神経基盤の解明に取り組み,
特定の目標を達成するための道具使用を動機づけ行動と
して応用し, fMRI を用いてその脳活動を捉えた結果, 偏
桃体・線条体・帯状回・島回の同時的活性化を確認した
(Neuroreport 2009)。この成果を踏まえ, 内発的動機づ
け行動の目標の提示が, ヒトの行動を惹起する際の影響
について fMRI を用いて, 脳活性化状態を調べた。
内発的
動機づけ行動の目標を提示された時と目標達成に向けた
行動を実行している時の健常被験者の脳活動を比べた。
目標達成するために行動を実行している時の脳活動部位
は, 中心前回, 中心後回, 小脳であったのに対し, 目標
を提示された時の脳活動部位は, 扁桃体, 線条体, 帯状
回, 黒質, 側頭頭頂接合部であり, これらの領域が目標
の提示に関連して活性化することが判明した。さらに目
標の提示によって適切な行動を選択できたことからも,
これらの領域は動機づけ行動を開始する上で重要な役割
を担っていると思われる。この成果については, 国際誌
への発表を準備している。
さらにこれらの成果を踏まえ,
ヒトの価値判断に関する神経システムについての研究を
計画している。
3.脳腫瘍患者の上肢運動機能・言語機能・記憶機能に対
する脳機能解析
良性・悪性脳腫瘍患者を対象に fMRI を用いた上肢運動
機能・言語機能・記憶機能に関する術前検査を行ってい
る。これらの機能に関する脳活性化領域の同定は, 手術
戦略の構築のための情報提供だけでなく, 神経可塑性の
観点からも興味深い結果が得られている。一般的に健常
者は上肢の運動に関連して運動と対側の中心前回・中心
後回が活性化するのに対し, 良性・悪性脳腫瘍患者の多
くは明らかな運動麻痺を呈していないにもかかわらず,
運動している上肢と対側の中心前回・中心後回だけでな
く, 運動と同側の中心前回・中心後回や小脳, 前頭野な
どの様々な脳領域が活性化することが分かった。この結
果は, 脳腫瘍による神経学的症候が明らかでなくとも,
脳内において従来の運動機能を補完する代償機構が働き,
運動中枢以外の脳領域が活性化していることを示唆して
いると思われる。また, 言語機能に関しては, 健常者の
およそ 99％が左半球に言語中枢があると言われている
が, fMRI による言語機能検査の結果, 良性・悪性脳腫瘍
患者の多くは, 左半球だけでなく, 右半球にも活性化を
示す。この結果は, 脳内において従来の言語機能を補完
する代償機構が働き, 言語機能を保っているとも考えら

れる。我々は, 言語優位半球同定のための独自の数理判
定方法を導入し, 言語課題の活性化部位から言語優位半
球の言語優位半球指数を算出している。
今後は, 脳領域の活性部位の機能的結合に関する解析
を取り入れ, 脳内の神経ネットワーク可塑性について研
究を進める。

venous indocyanine green(ICG)videoangiography
髄膜腫摘出術において, 術後合併症を回避するために
静脈を温存することは極めて重要である。特に, 腫瘍が
静脈洞に浸潤している症例や皮質静脈が腫瘍内を貫通し
ている症例では, 静脈を温存する手技が極めて重要とな
る。我々は, 術中に ICG videoangiography を用いて, 腫
瘍周辺の静脈や静脈洞の走行を評価して静脈の温存を行
っている。方法としては, 手術中に摘出の前後で, ジア
グノグリーン 10－15mg を静脈内投与し, Carl Zeiss 社
製手術顕微鏡 OPMI Pentero INFRARED 800 system (Carl
Zeiss Co., Tokyo, Japan)を用いて評価している。①静
脈洞と腫瘍との関係を描出して静脈洞を温存する, ②静
脈洞内を含めて摘出するか否かの決定をする, ③腫瘍内
に皮質静脈が貫通している症例で, 静脈の同定と静脈を
温存するか否かの判断をするなどすることで, 腫瘍周囲
の皮質静脈の走行と静脈灌流の方向を確認する際に
venous ICG fluorography は極めて有用あり, 術後静脈
梗塞が回避可能となっている。

4．急性期ニューロリハビリテーションの効果に対する
神経生理学的検証
脳血管障害や脳腫瘍などの中枢神経障害性の運動機能
障害に対し, 急性期からニューロリハビリテーションを
実施している。特に, 穿通枝梗塞による内包後脚, 放線
冠領域の損傷による上肢運動機能障害の改善は困難であ
ることが多く, 治療に難渋する。脳への直流刺激を行う
と, その刺激の極性に応じて神経細胞の発火頻度が変化
する場合があることは古くから知られている。1990 年代
後半から, この原理を非侵襲的に応用して, 頭皮上から
微弱な直流電気刺激を行うことで脳機能を変化させる手
法が導入され, 神経科学の研究および精神神経疾患の治
療目的などに使われるようになった。経頭蓋直接電流刺
激は, 運動皮質を電気刺激することで, 電流停止後も運
動皮質の反応性を高めることが報告されている。
そこで,
運動機能障害の回復を促進する目的で術後早期または脳
卒中発生直後から経頭蓋直接電流刺激法を用い, 運動皮
質を刺激し, その有効性と安全性を検討する。患側を刺
激する際には陽極刺激を行い運動野の興奮を促進させ,
健側を刺激する際には陰極刺激を行い, 健側から患側へ
の半球間抑制を抑制することで運動機能の回復を図って
いる。fMRI を用いて運動課題時の脳活性化状態と安静時
の脳活動状態を評価し, 上肢運動機能の回復と脳可塑性
との関係を解明している。今後は下肢運動機能障害に対
す る ニ ュ ー ロ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と し て , Hybrid
Assistive Limb(ロボットスーツ HAL®福祉用, CYBERDYNE
株式会社)を使用した下肢運動機能・歩行訓練を実施し,
歩行動作の回復とその神経基盤について神経生理学的検
証を計画している。

3.神経膠腫摘出術における ICG videoangiography
神経膠腫を摘出する際に, 皮質動脈, 皮質静脈の灌流
方向, 灌流範囲を評価することで, 安全な皮質切開の範
囲, 部位を決定している。この方法を併用する事で腫瘍
の摘出度および手術の安全性の向上の評価を解析中であ
る。
4.HTLV1 キャリアにおける脳腫瘍の発生頻度
HTLV1(Human T Lymphotropic Virus Type I)はATL(成
人T細胞白血病)の原因ウイルスとして知られており, か
つては九州, 沖縄に高頻度で発生したが, 近年全国的な
拡大が認められている。HTLV1はATL以外の様々な悪性腫
瘍の病態への関与が指摘されているが, 原発性脳腫瘍へ
の関与は不明である。
当科ではHTLV1キャリアの各種脳腫
瘍の発生頻度の解析と腫瘍形成に関する影響を, Tax蛋
白及び炎症反応の成立, 維持に関与するOX40、
OX40L, 制
御性T細胞の特異的マーカーであるFoxp3に対する抗体を
用いて免疫組織学的に解析中である。
対象は2009年6月か
ら2012年2月末日までに入院しHTLV1抗体検査を行った
325人。
内, 脳腫瘍症例は235人, 非脳腫瘍症例(外傷, 血
管障害その他)が90人であった。入院患者全体でのHTLV1
抗体陽性率は7.4%であり, 内, 脳腫瘍症例では陽性率
8.5%, 非脳腫瘍症例では陽性率4.4%であった。腫瘍種別
で見ると, Gliomaで陽性率5.8%(4/69人), 神経系腫瘍で
陽性率4.5%(1/22人), 間葉系腫瘍で4.8%(1/21人)で,
Meningiomaで陽性率12.0%(6/50人), CNS Lymphomaで陽性
率 44.4%(4/9人)と高値を認めた。鞍上部腫瘍(下垂体腫
瘍16例, 頭蓋咽頭腫3例)では陽性率0%(0/27人)であった。
免疫組織学的解析を行った21例において, Tax蛋白はキ
ャリアおよび非キャリア患者の区別無く6例が陽性とな
り, Gliomaでは異型度の強い浸潤細胞でTax蛋白の発現
を認め, 腫瘍浸潤との関連が示唆された。Foxp3, OX40
は全例陽性となるも, OX40L陽性例は1例であり, 再発無

４．臨床研究
1.術中運動誘発電位モニタリングのための hand motor
area の決定法
運動野近傍脳腫瘍摘出術や脳血流遮断を要する動脈瘤
クリッピング術において, 術中運動誘発電位モニタリン
グは, 運動機能温存のため必要不可欠な手技である。術
中に安定した運動誘発電位を得ることは, わずかな変化
を見逃さないためにも非常に重要であり, より精度の高
いモニタリングを行う上では, 適切な刺激部位の決定と
適切な電極の選択が必要な条件となる。現在我々は, 運
動野近傍脳腫瘍摘出術において, hand motor area を
mapping することで, hand motor area の位置を計測し,
適切な刺激部位の検出と電極の開発を行っている。
2.髄膜腫摘出術における術中静脈温存を目的とした
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く経過良好で推移している症例が存在することから, T
細胞による免疫応答が腫瘍制御に関与している可能性が

推測される。
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4.先天性橈尺骨癒合症における骨形態の検討および前
腕回内外運動の動態解析（仲宗根素子, 金谷文則, 普天
間朝上, 金城政樹, 堀切健士, 仲宗根哲, 金城忠克）
先天性橈尺骨癒合症は近位橈尺骨間が前腕中間位から
回内位で軟骨性もしくは骨性に癒合する比較的希な疾患
である。われわれその癒合部の分離および分離部への脂
肪弁挿入により, 授動術が可能であることを報告してき
た。術後成績に影響を与える因子のひとつとして, 橈骨
の湾曲や橈骨頭の後方脱臼, 尺骨の回旋変形などの先天
的な骨形態の異常があげられるが, その計測方法は確立
しておらず, 病態は不明な点が多い。3DCT を用いた骨形
態の検討と, 授動術後の回内外運動の動態解析を行い,
本症の病態を解明するとともに, より効果的な手術方法
を検討していきたい。

整形外科学講座
A. 研究課題の概要
1. 微小外科(マイクロサージャリー)を用いた四肢再建
(金谷文則，普天間朝上，堀切健士, 小浜博太)
微小外科の進歩により小径血管の吻合も可能になり四
肢欠損への修復に応用が可能となった。本教室では
1)外傷性，2)腫瘍切除後，3)骨髄炎に対する根治的切除
後，4)先天異常などによる四肢欠損や機能障害などの従
来の方法では再建が極めて困難な症例に対してマイクロ
サージャリーを用いた血管柄付き腓骨移植や遊離広背筋
皮弁などの組織移植術を行っている。組織移植術を用い
て機能的ばかりでなく整容的にも良好な四肢再建が可能
となった。
2. 運動・知覚神経の選択的再生能に関する実験的研究
(普天間朝上, 金谷文則)
末梢神経損傷例において神経縫合部で運動神経が知覚
神経に，知覚神経が運動神経に再生する misdirection
がおきると神経線維の過誤支配がおこり機能的な回復が
得られない。
私たちはこの misdirection をおこさない対
策として近位及び遠位神経断端の運動神経束と知覚神経
束を組織化学的に同定し運動神経束同士と知覚神経束同
士を縫合している。再生神経に運動・知覚神経への選択
的再生能がありそれを助長することができれば
misdirection の減少により良好な機能回復を得られる。
私たちはラット大腿神経を切断，縫合しその遠位の運動
枝と知覚枝の CAT(choline acetyl transferase)活性を
測定した結果，運動神経線維に選択的再生能はないが運
動神経枝に再生した運動神経は知覚枝に再生したものに
比べて成熟(maturation)した結果を得た。
3. 先天性橈尺骨癒合症の分類とその骨形態における病
態の検討 (金城政樹, 金谷文則, 普天間朝上，堀切健士,
小浜博太）
先天性橈尺骨癒合症は近位橈尺骨間が前腕中間位から
回内位で軟骨性もしくは骨性に癒合する比較的稀な疾患
である。その癒合部を解離しても高頻度に再癒合をきた
すために，機能的肢位に前腕の位置を矯正する矯正骨切
り術が行われてきた。われわれは分離部への遊離血管柄
付き筋膜脂肪弁移植を考案し，授動術が可能なことを報
告した。本法では安定した成績が得られ，他施設からの
症例報告でも同様の結果を示しているが，術後成績を反
映する分類の報告はない。本疾患の特徴である前腕回内
強直位，合併する橈骨弯曲や橈骨頭脱臼などの術後影響
を及ぼすと考えられる因子を検討して，術後成績を反映
する分類の提案を行い，さらにその骨形態や骨間膜の形
態を画像的に解析し，病態を解明していきたい。
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5. 屈筋腱断裂における新しい縫合法の基礎研究 (大久
保宏貴, 金城政樹, 堀切健士, 金谷文則)
屈筋腱損傷に対する治療法は縫合法と早期運動療法の
開発により，手の外科専門施設における術後成績は改善
している。しかし，専門的なリハビリの管理や長期入院
が必要である。これは早期に自動運動を行うことで縫合
部の癒着が防げる反面，断裂例も増加するためである。
もし，早期自動運動療法に耐えうる強度の縫合法を開発
できれば，専門施設以外でも良好な術後成績が期待でき
る。私たちは新しく考案した腱縫合法の組織学的，力学
的評価を行い臨床応用を目指している。
6. 環軸椎亜脱臼の治療 (三好晋爾, 我謝猛次,大城義
竹, 米嵩理)
環軸椎亜脱臼は歯突起骨，関節リウマチ，外傷（歯突
起骨折，横靭帯損傷など），特発性などの原因で環椎と
軸椎間で亜脱臼を来す疾患である。
亜脱臼の整復の可否，
亜脱臼の動態，椎骨動脈走行を画像的に解析し，より効
果的かつ安全な手術方法とその治療成績を検討した。そ
の結果，術後の頚椎可動域制限を最小限とし，至適整復
位での固定が可能な環軸関節貫通スクリューを使用する
Magerl法と後方ワイヤリング（Brooks法）の併用を第一
選択としてきた。2007年より環椎外側塊スクリューと軸
椎椎弓根スクリューを使用した固定法も行っている。両
者の術式を比較検討し，今後は環軸椎亜脱臼の発生機序
や手術のさらなる安全性，術後の長期成績などについて
解明していきたい。
7. 腰部脊柱管狭窄症手術例における黄色靱帯での TNFα発現（米嵩理, 三好晋爾, 大城義竹, 我謝猛次）
腰部脊柱管狭窄症(以下 LCS)は黄色靱帯の肥厚，椎間
板ヘルニアなどによる脊柱管の狭窄のため馬尾神経が圧
迫され，腰痛，下肢痛，間欠跛行を主な症状とする疾患
である。われわれは馬尾神経モデル圧迫モデルラットを
用いて，圧迫後の馬尾神経で血管内皮増殖因子が増加す
ることを示した(Tadashi Y et al; SPINE 2008)。痛みの
機序として肥厚した靱帯による後根神経節(以下 DRG)の

圧迫が考えられている。しかし，脊柱管狭窄があっても
症状を呈しないことも多く，症状発現の原因は未だ明ら
かではない。また動物を用いた実験で後根神経節の圧迫
が DRG の Tissue Necrosis Factor-1α(TNF-1α)の発現
を増加させ，痛みを引き起こすことが報告されている
(Olmarker K et al; SPINE 1993)。臨床的には手術の際，
症状を起こしている当該レベルの黄色靭帯は肉眼的に変
性し，硬膜外の脂肪層が消失し，硬膜との癒着を認める
例も少なくなく，黄色靭帯で何らかの炎症が起こってい
ることも予想される。
われわれは症状を引き起こす例では DRG 内で TNF-1αの
発現が増加しており，黄色靭帯に波及し，炎症を引き起
こし，黄色靭帯の変性へと進行すると仮説を立てた。通
常，LCS に対する除圧術では当該レベルの黄色靭帯を全
て切除する。切除した黄色靭帯を真ん中から二分し，神
経症状を呈する側の黄色靭帯と反対側の黄色靭帯の
TNF-1α発現を半定量化し，これを比較し，仮説通り症状
側の黄色靭帯に TNF-1αが多く発現しているかを調べ，
明らかにする。

あると考えられる。今後は術後の骨化巣の増加の有無や
長期成績について検討していきたい。
10. 悪性骨腫瘍に対する液体窒素処理(前原博樹, 當銘
保則, 田中一広)
骨肉腫に代表される悪性骨腫瘍の生存率は，近年化学
療法の進歩により飛躍的に向上した。しかし化学療法の
みによる治療だけでは完治させることは難く，手術療法
が不可欠である。
術式としては 1970 年以前は切断術が主
流であったが，1980 年以降患肢温存術が積極的に行われ
るようになった。患肢温存を行うためには，腫瘍用人工
関節や処理骨を用いた手術が必要である。腫瘍用人工関
節においては，耐久性や感染の問題があり，再置換術を
余儀なくされる事が多い。処理骨とは，罹患骨に腫瘍細
胞を死滅させる処理を施し，再度骨欠損部へ戻す方法で
ある。罹患骨を処理する方法には，放射線処理，オート
クレーブ処理，パスツール処理（切除した罹患骨を熱処
理することにより腫瘍細胞を死滅させてから患部に戻
す）などの方法が試みられてきた。これらの処理では，
感染が多く，またオートクレーブ処理やパスツール処理
では骨伝導能（処理骨が新生骨に置換されるための骨形
成の足場）は温存されるものの，加熱により骨形成因子
の失活が生じ骨誘導能
（処理骨へ骨形成細胞を誘導する）
の消失が起こるため骨癒合には不利である。そこで熱処
理とは逆に，罹患骨を液体窒素で冷却処理することで再
建に用いる液体窒素処理が考案された。液体窒素の沸点
は約-196℃と極低温であり，オートクレーブ処理やパス
ツール処理と比べて処理中の温度管理が容易で，器材も
断熱容器さえあればよい。液体窒素処理骨では，骨形成
因子も温存され，骨癒合の点でも有利である。また，従
来の処理骨に比べ感染にも強く，良好な成績が期待され
る。

8. アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚髄症の治療 (我謝猛
次, 三好晋爾, 大城義竹, 米嵩理)
アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚髄症は絶え間ないアテ
トーゼ運動が脊椎に加わるため治療に難渋する疾患であ
る。
当科では 2004 年までは椎弓形成術とハローベストに
よる外固定を施行してきた。部分的に椎間癒合する症例
を認めたため，2005 年より椎弓形成術の側溝部に腸骨を
多く移植し，instrument を使用しない後方除圧固定術に
変更した。両術式の手術成績を検討した。
形成群と固定群ともに神経学的な改善は比較的良好で
有意差はなかった。固定群では椎間癒合率は 83%と
instrument を使用していないが比較的高い骨癒合率で
あり，癒合していない椎間も制動されていた。両術式の
利点は高価な instrument や特別な技術を必要としない
ことである。隣接椎間障害について，形成群には認めな
かったが，固定群に環軸椎亜脱臼と環椎骨折を生じたた
め，今後は形成術を行う方針である。しかし制御できな
いアテトーゼの影響が永続するため更なる経過観察と治
療法の検討が必要である。

11. 高悪性度骨軟部腫瘍に対するカフェイン併用化学
療法（前原博樹, 當銘保則, 田中一広）
高悪性度骨軟部腫瘍に対する治療は術前化学療法が導
入され，5 年生存率は概ね 70％前後まで上昇してきたが
未だ満足できる治療成績ではない。悪性骨軟部腫瘍に対
する抗がん剤は 1970 年代後半から 1980 年代にかけてア
ドリアシン，シスプラチン，メソトレキセート，イフォ
マイドの 4 剤が導入され種々のプロトコールが改善され
てきたが，それ以降は新薬が出現していないのが現状で
ある。
カフェインは DNA 修復阻害作用を有し，DNA 損傷を引き
起こす抗がん剤との併用で抗がん剤の殺腫瘍細胞効果を
高めることが期待される。1980 年代後半より抗がん剤と
カフェインを組み合わせた化学療法が考案され，現在ま
でに初回治療時に肺転移を有しない骨肉腫の 5 年生存率
は 90％，
悪性軟部腫瘍の 5 年生存率は 81％と飛躍的に改
善した治療成績が報告されている。
当科でもカフェイン併用による抗腫瘍効果に着目し，高
悪性度骨軟部腫瘍に対してカフェイン併用化学療法を取

9. 胸椎後縦靭帯骨化症の治療(大城義竹, 我謝猛次,
三好晋爾, 米嵩理)
胸椎後縦靭帯骨化症に対する手術法として前方法や後
方法，前方後方併用法など各種の治療法が行われている
が，合併症や術後に神経症状の悪化を来すことも報告さ
れており，確立された手術法はない。私たちは
instrument 併用後方除圧固定術を行っている。術後神経
症状の悪化を来した症例はなく，髄液漏を 1 例に生じた
が他に重篤な合併症はなかった。同術式の手術成績は比
較的良好で，直接骨化巣を切除する必要がないため，術
後の神経症状悪化のリスクが低く，安全で有用な術式で
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り入れ，さらなる治療成績の向上を目指す。
12. 骨肉腫におけるミッドカインの抗腫瘍効果（前原博
樹, 當銘保則, 田中一広）
骨肉腫における抗腫瘍効果を示す薬剤
（分子標的薬剤）
の探索は重要である。
これまでヘパリン結合性増殖因子ミッドカインが骨肉腫
で高発現しており，その発現強度が予後予測因子となり
うる可能性，抗ミッドカイン抗体およびにミッドカイン
siRNA による骨肉腫細胞の in vitro での増殖抑制効果に
ついて報告してきた。
既に骨肉腫細胞を大腿部皮下に移植した実験モデルでは，
非治療群において，腫瘍体積は増加（30 倍〜50 倍）し，
血清 ALP 値は上昇したが，これに対し，治療群において
は，腫瘍体積（10 倍未満）
，血清 ALP 値ともに有意に低
下し，著効例では腫瘍の消失を確認している。８週後の
腫瘍組織は，非治療群に比べ，有意に血管新生，増殖因
子発現の低下が認められた。
今後は，より骨肉腫の形態を反映するため脛骨内に骨肉
腫細胞を移植したモデルを作製し，同様にミッドカイン
siRNA の抗腫瘍効果について検討したい。
13. 骨肉腫における新規治療標的分子の探索（前原博樹,
當銘保則, 田中一広）
骨肉腫は，原発性悪性骨腫瘍の中で，最も頻度が高く
小児〜思春期に好発する悪性腫瘍であるが，未だ約 20〜
30％は不幸な転帰をたどり，特に肺転移を認める症例，
化学療法が有効でない症例の治療成績は依然低いと言わ
ざるを得ない。骨肉腫，特に肺転移骨肉腫における治療
成績向上のため，腫瘍の増殖・転移に重要な標的分子に
対する治療法を開発することを目標に研究を行っている。
本研究は，骨肉腫の悪性度判定に重要な因子として既
に当学で見出されたミッドカイン，およびそのシグナル
伝達経路を中心に，次世代シーケンサー解析を駆使し，
詳細な発現解析により有効な新規治療標的分子を見つけ
ることを目的とする。
14. 骨肉腫における遺伝子伝達による肺転移能の獲得
（當銘保則, 前原博樹, 田中一広）
骨肉腫の転移のメカニズムを解明することは骨肉腫患
者の生命予後を改善するためには重要な課題である。こ
れまで癌細胞同士が遺伝子伝達することによって癌細胞
の増殖能や薬剤耐性を獲得することが報告されていた。
私たちは骨肉腫の肺転移能の獲得においても腫瘍細胞同
士の遺伝子伝達が関与しているのではないかと考え，骨
肉腫細胞同士の遺伝子伝達を，蛍光蛋白を用いた生体イ
メージングで解析を進めてきた。
高い肺転移能を有する骨肉腫細胞株と低い肺転移能を有
する骨肉腫細胞株を有する 2 種類の骨肉腫細胞株にそれ
ぞれ異なる色の蛍光蛋白を導入してマウスの脛骨に移植
したモデルでは転移能の低い細胞株が高い確率で転移し
ていることを蛍光イメージングで捉えた。また転移を起

こした転移能の低い細胞株には転移能の高い細胞株の遺
伝子が伝達されていることを遺伝子解析で確認した。
今後は，このモデルをさらに発展させてどの遺伝子が伝
達されるかを網羅的に解析するとともにどの遺伝子が伝
達された場合に転移能が上昇するか解析をすすめていき
たい。
15. 骨肉腫肺転移におけるαv インテグリンの in vivo
分子イメージング（當銘保則, 前原博樹, 田中一広）
細胞接着分子の一つであるインテグリンはα・βのサ
ブユニットからなり，種々の癌・肉腫で様々なサブユニ
ットの発現が上昇しており，その発現が予後と相関して
いると報告されている。
私たちは種々のインテグリンサブユニットが骨肉腫の肺
転移に関与しており，それらのインテグリンサブユニッ
トを特異的にブロックすることで骨肉腫の肺転移が抑制
することを実験で明らかにした。興味深い事に，骨肉腫
の肺転移においてはαvβ3 インテグリンの発現有意に増
加していることを見出した。
上述の研究結果を踏まえて，肺転移に関与するインテグ
リンサブユニットの一つであるαv インテグリンの骨肉
腫細胞での発現様式を in vivo 分子イメージングで生体
内での発現様式を明らかにする。
緑色蛍光蛋白（GFP）で標識したαv インテグリン発現ベ
クターをヒト骨肉腫細胞株へ形質導入して，αv インテグ
リン-GFP を恒常的に発現するヒト骨肉腫細胞株を樹立
する。コンフォーカルレーザー走査型顕微鏡を用いて 2
次元培養，3 次元培養，ヌードマウスの肺転移巣におけ
るヒト骨肉腫細胞株のαv インテグリンの発現様式を分
子イメージングで検討する。
16. αリン酸三カルシウム骨ペーストにおける薬剤徐
放特性の検証（田中一広, 前原博樹, 當銘保則）
骨髄炎や化膿性関節炎といった骨・関節の感染におけ
る治療に対して従来，抗生剤混入骨セメントが広く用い
られているが，その徐放特性から数回にわたる骨セメン
トの入れ替えが必要となる場合がある。
骨セメントに代替しうる新たな drug delivery system
として á リン酸三カルシウム骨ペースト（α—TCP（バイ
オペックス®−R アドバンスタイプ）を用いて硫酸ジベカ
シン等各種抗生剤の徐放特性ならびに黄色ブドウ球菌を
用いた抗菌効果，組織毒性を検証する。
17. 骨粗鬆症と大腿骨近位部骨折（堀苑英寛, 親川知,
共同研究 大湾一郎）
大腿骨近位部骨折には大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部
骨折の 2 つが含まれ，
どちらも高齢者に多い骨折である。
脳卒中に次ぐ寝たきりの原因疾患として注目されている。
一般に 75 歳までの前期高齢者には頚部骨折が多く，80
歳以降になると転子部骨折が多くなる。沖縄県内での
2004 年の 1 年間に発生した大腿骨近位部骨折は 1,267 例
で，このうち頚部骨折は 611 例，転子部骨折は 656 例で
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あった。通常，転子部骨折の発生件数は頚部骨折の 1.5
倍程度と報告されているが，沖縄県では他の地域と比較
して頚部骨折の割合が高い。このような差違がなぜ生じ
るのかを明らかにするために，沖縄県の高齢者における
骨粗鬆症の罹患率と程度について検討する予定である。
また大腿骨近位部骨折罹患後の予後調査や，罹患前後の
ADL や QOL の変化について調査したい。将来的には大腿
骨近位部骨折を予防するために，どのような具対策が必
要なのかを検討する。
18. 靭帯再建術における骨と腱との癒合に対するビス
フォスフォネート製剤の影響の検討（神谷武志, 新城宏
隆, 金谷文則）
自家腱を用いた膝関節靭帯再建術において，移植腱を
挿入する骨孔の拡大は臨床成績の不良因子の一つである。
一方，破骨細胞に抑制的に作用する Bisphosphonate（BP）
が骨孔内に挿入したインプラントの固定性を上昇させる
ことが知られている。私たちは腱挿入兎脛骨を用いて，
BP が腱と骨との修復過程を促進し，骨孔拡大を抑制する
という仮説を証明するため，組織学的，生化学的，生体
力学的および X 線学的に検討を行っている。
19. 血友病性関節症に対する人工膝関節置換術および
リハビリテーションの有用性についての検討（新城宏隆,
松田英敏, 新垣和伸）
血友病性関節症は膝・足・肘関節に多く見られ，中で
も膝関節の障害は日常生活に高度な支障を来しやすい。
本疾患は，整形外科に加え内科を含めた複数の診療科体
制で治療を行う必要があり，現状では一般病院での治療
が困難である。そのためか障害があるにもかかわらず，
整形外科的な治療を受けていない患者が比較的多く見ら
れる。当院では内科医の協力のもと，進行した関節症に
対して手術治療を行っている。血友病患者の ADL 改善，
高い QOL の獲得を目的とし，30～40 代の患者に対して人
工膝関節置換術を行い，積極的なリハビリテーションを
行っている。これまで変形性膝関節症に対する人工関節
置換術の有用性は確立されているが，血友病性関節症に
対する人工関節置換術の評価はあまり行われておらず，
問題点，疑問点も多い。そこで当科では，術前後の X 線
学的評価，日常生活における下肢機能評価および患者満
足度評価を行い，人工関節置換術およびリハビリテーシ
ョンの有用性，問題点などにつき検討している。
20. 関節リウマチに関する抗ミッドカイン療法（堀苑英
寛，親川知, 新城宏隆，前原博樹）
滑膜炎が主体であり多発性関節痛と腫張を主症状とす
る関節リウマチ（以下 RA: Rheumatoid Arthritis）は，
未だ原因不明の全身性疾患である。RA は抗炎症薬や抗リ
ウマチ薬などの薬物療法を行っても，
関節破壊が進行し，
手術療法が必要となる例が少なくない。近年では，
infliximab や etanercept といった炎症に関与する
tumor necrosis factor-α（以下:TNF-α）を阻害する生
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物製剤の出現により，RA の治療方法は劇的に改善した。
しかしながら，
この生物製剤に対する薬剤耐性や副作用，
経済的側面といった問題があり，全ての患者に導入でき
ず，本邦では約 5%の導入率と報告されている。一方，ミ
ッドカインは消化器癌，肺癌，肝癌などで発現し，炎症
や細胞増殖に関与すると言われており，滑膜炎を主体と
する RA との関与が報告されている。
このような背景の下，
抗ミッドカイン療法が抗 TNF-α薬と並ぶ治療法になり
うる可能性があるかどうかを検討するために本研究を考
案した。本研究ではラットの滑膜炎モデルを用いて，ミ
ッドカインの発現を抑制する干渉 RNA を関節内投与する
ことにより，その効果を評価する。
21. 下肢人工関節の長期有用性についての検討（新城宏
隆, 堀苑英寛, 山内貴敬, 仲宗根哲）
四肢関節の種々の疾患に対する人工関節置換術は整形
外科的治療の中で近年著しく進歩してきた領域である。
特に変形性関節症や関節リウマチなどにより破壊された
下肢関節（主に股・膝）では，人工関節により疼痛の軽
減および日常生活の改善が得られる症例が多く，さらに
その需要は増加していくものと推測される。しかし，そ
の歴史はまだ浅く，人工関節のゆるみや感染，再置換と
いった問題と取り組みながら長期の経過観察を要してい
るのが現状である。様々な機種の人工関節が登場する中
で当教室では骨セメントを用いないセメントレス人工関
節を股関節および膝関節の手術に使用している。術後は
定期的にＸ線学的評価および骨塩定量による評価を行い，
ゆるみの早期発見や術式，使用機種の有用性について検
討する。さらに，人工関節登録センターを設立し，沖縄
県内で施行された人工関節置換術のすべての症例につい
て，予後調査を施行する。
22. 人工膝関節置換術後の疼痛コントロールについて
の検討（新城宏隆, 山内貴敬, 堀苑英寛, 新垣和伸）
人工膝関節置換術は，変形性膝関節症や関節リウマチ
に対して行われ，痛みと歩行能力を改善し，患者の生活
の質の向上をもたらす手術である。近年その需要が増加
するにつれ，早期リハビリテーションに対する意識が高
まっている。早期リハビリテーションには術後の疼痛コ
ントロールが不可欠で，そのコントロール方法について
様々な議論がなされている。当科では，疼痛コントロー
ルとして硬膜外麻酔や大腿神経ブロック，クーリング，
消炎鎮痛剤などを使用し，早期リハビリテーションを行
っている。これらの疼痛コントロールの安全性と効果を
比較し，より良い疼痛コントロールの方法について検討
する。
23. 3 次元動作解析装置を用いた前十字靱帯損傷膝の動
作解析 (新城宏隆, 神谷武志, 新垣和伸, 松田英敏,
金谷文則)
膝前十字靱帯(以下 ACL)損傷はスポーツ外傷の中でも
っとも多い疾患のひとつである。損傷により膝関節の不

安定性が出現し，様々な障害をきたすことが知られてい
る。ACL 損傷に対する手術療法は年を追うごとに改良さ
れ，手術成績も安定しつつある。しかし現在の手術成績
は，画像や徒手検査などについての評価であり，実際の
スポーツにおけるパフォーマンスを評価する方法はほと
んどない。また赤外線反射マーカーをもちいた 3 次元動
作解析方法は，
ジャンプやダッシュ，
ストップやターン，
カッティングなどの動作を解析することができるシステ
ムである。本研究ではこれらの装置を用いて，膝関節の
動態解析を健常膝，ACL 不全膝，ACL 再建術御膝に対して
行うことである。その結果から，より成績の安定した，
手術方法やリハビリテーションの改善につながると考え
ている。

しているのが現状である。長期成績を良好にする要因の
一つに，理想的な位置に人工関節が設置されることがあ
げられる。当院では，理想的な位置に人工関節を設置す
るために，コンピュータナビゲーションシステムを導入
し，手術を行うようにしている。術後は X 線学的に設置
角度などの詳細な評価を行い，さらに長期にわたりゆる
みや破損などについて調査を続け，ナビゲーションシス
テムの有効性について検討していく。
25. CT osteoabsorptiometry 法を用いた関節病の病態解
析（神谷武志, 新垣和伸, 山内貴敬, 仲宗根哲, 松田英
敏）
変形性関節症やスポーツなどによる障害は，一定の動
作を繰り返すことによって起こる。これまで，関節に対
する負荷や変化を定量的に評価することが困難であった。
当科では，2007 年より CT osteoabsorptiometry 法を導
入し,肩関節(腱板損傷肩)，
股関節(臼蓋形成不全症)に対
して解析を行ってきた。
CT osteoabsorptiometry 法とは，
軟骨下骨の CT 値を計測することにより長期の関節への
負荷を推測する方法であり，定量的に評価が可能な技法
である。今後，肩・股・膝・足関節の加齢に伴う変化や
手術後の効果判定に使用し，正確な病態把握・治療効果
判定に努めたい。

24. 人工関節置換術におけるナビゲーションシステム
の有効性についての検討 (堀苑英寛, 新城宏隆, 山内
貴敬, 仲宗根哲, 新垣和伸)
変形性関節症や関節リウマチなどにより破壊された関
節に対し，人工関節に置換することで疼痛の軽減および
変形が改善されるため ADL が著しく向上する。人工関節
置換術は整形外科治療の中で近年著しく進歩してきた領
域である。しかしその歴史は浅く，人工関節のゆるみや
破損，再置換といった問題と取り組みながら経過観察を
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PD11031: 東 千夏: 治療に難渋した多剤耐性の Nocardia による化膿性足関節炎の 1 例. 第 39 回日本関節病学
会, 横浜市, 2011.11.
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PD11032: 新城宏隆, 新垣和伸, 東 千夏, 山内貴敬, 大湾一郎, 金谷文則: 慢性労作性コンパートメント症候
群に対し鏡視下筋膜切開を行った 1 例. 第 3 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 札幌市,
2011.6.

その他の刊行物
MD11001: 金谷文則: AAOS DVD Library vol.52 肘関節の理学検査とテスト テストのメカニズムをよりよく理
解するための屍体標本との比較[DVD], 金谷文則(監修)(訳). アステラス製薬, 東京, 2011.
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もに, 涙液の性状その他眼表面疾患との関連も検討を行
う予定である。
さらに久米島町の調査結果を, 本邦全土の疫学調査と
対比, 比較することにより日本全土の翼状片の病型分布
について比較検討することを目的に, 大規模疫学調査を
実施している。

眼科学講座
A. 研究課題の概要
1. 久米島における緑内障疫学調査(新垣淑邦, 酒井寛,
澤口昭一)
緑内障は 40 歳以上の人口の 5％程度に発症している。
緑内障は本邦における失明原因の第 1 位にランクされて
いる。その病態は不可逆性であるため早期発見が重要と
なっている。
様々な種類の緑内障のうち, 以前より, 沖縄では臨床
的に閉塞隅角緑内障が多いとされているが, そのはっき
りとした全体像はつかめてなかった。
今回, 沖縄全体の代表として久米島町で, 40 歳以上の
住民約 5000 人全員を対象とする緑内障疫学調査が日本
緑内障学会より企画され, 実施した。
久米島町民にとっては緑内障の有病率を把握し, 緑内
障の早期発見治療を可能とする。さらに久米島町の調査
結果を本邦全土の緑内障疫学調査と対比・比較すること
により, 日本全国の緑内障の病型分布について比較検討
することを目的に, 最新の緑内障診断機器を利用した調
査も行っている。
2. 久米島における翼状片疫学調査(照屋明子)
翼状片は, 眼科領域疾患として非常にポピュラーな疾
患の１つで, 結膜から膜用物が角膜を覆うように伸展し,
様々な程度の視力障害をきたす疾患である。以前より亜
熱帯気候である沖縄は, 有病率は高いとされていた。
今回, 久米島町という特定の領域の住民全体を対象と
した大規模な疫学調査を実施し, 有病率を把握するとと

3. 超音波生体顕微鏡(UBM)の新規ソフトウェアの開発
(酒井寛, 澤口昭一)
超音波生体顕微鏡(UBM)は高周波を用い精密な前眼部
画像を取得出来る機器であり緑内障診療において非常に
有用である。今回, あらたな定量的解析の開発を目指し
て東京大学, トーメーコーポレーションと共同で新規ソ
フトウエア作成の共同研究を行っている。
4. 機能的隅角閉塞の臨床的意義の研究（酒井寛、澤口
昭一）
原発閉塞隅角症および原発閉塞隅角緑内障は, 沖縄県
において頻度が高く, 失明原因となり得る疾患であり重
要である。
今回, 超音波生体顕微鏡(UBM)を用いて原発閉
塞隅角症における機能的隅角閉塞の果たす役割を評価す
るあたらしい手法を考案した。今後, 学会発表, 論文の
作成を行う予定である。
5. 23 ゲージ硝子体手術の臨床的研究
硝子体手術では従来の 20 ゲージから, 23 ゲージおよ
び 25 ゲージへと小切開化してきている。
しかし, その適
応となる疾患や病態はまだ不明瞭であり, 本邦でも統一
されていない。今回, 23 ゲージおよび 25 ゲージシステ
ムを導入し, 手術適応, 術式の問題点を明らかにしてい
く。

B. 研究業績
著
書
BD11001: 酒井 寛, 他：眼科学(第 2 版). 文光堂, 2011.

(B)

BD11002: 新垣淑邦, 澤口昭一：副交感神経作動薬. 眼科診療クオリファイ 11 緑内障薬物治療ガイド, 174-177, (B)
2011.

原
著
OI11001: Sakai H, Sawaguchi S, et al. Anterior segment optical coherence tomography analysis of (A)
clinically unilateral pseudoexfoliation syndrome: evidence of bilateral involvement and
morphologic factors related to asymmetry. Invest Ophthalmol Vis Sci, 29;52(8):5679-5684, 2011.
OI11002: Sakai H, Sawaguchi S, et al. Comparison of ultrasound biomicroscopic configurations among (A)
primary angle closure, its suspects, and nonoccludable angles: the Kumejima Study. Am J
Ophthalmol, 151(6):1065-1073, 2011.
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OI11003: Higa A, Sakai H, Sawaguchi S, et al.Prevalence of and risk factors for cornea guttata in a (A)
population-based study in a southwestern island of Japan: the Kumejima Study. Arch
Ophthalmol, 129(3):332-336, 2011.

総
説
RD11001: 澤口昭一：日本における緑内障疫学. あたらしい眼科, 28(1):36-40, 2011.

(B)

RD11002: 澤口昭一：緑内障診療の新たな展開-眼科画像解析機器の進歩と診療への応用-. MEDICAMENT NEWS, (B)
2011.

国際学会発表
PI11001: Sawaguchi S: Long Term Efficancy and Safety of Latanoprost Mono-Therapy on PAC eyes after Laser
Iridotomy. World Glaucoma Association, Paris, France, 2011.
PI11002: Sakai H: シンポジウム. ASIA ARVO, Singapore, 2011.
PI11003: Sakai H: シンポジウム. World Glaucoma Association, Paris, France, 2011.
PI11004: Sakai H: 招待講演. 香港眼科講演会, Hong Kong, China, 2011.
PI11005: Sakai H: 教育セミナー. インドネシア眼科学会, Manado, Indonesia, 2011.
PI11006: Arakaki Y: シンポジウム. World Glaucoma Association, Paris, France, 2011.

国内学会発表
PD11001: 澤口昭一：緑内障・視神経症 最近の話題 2-OCT の緑内障への応用. 日本眼科学会, 東京, 2011.
PD11002: 澤口昭一：久米島スタディにおける前房隅角・虹彩形状の特徴. 緑内障学会, 秋田, 2011.
PD11003: 澤口昭一：LI 後の原発閉塞隅角症(緑内障)に対するタフルプロストの有効性と安全性. 臨床眼科学
会, 東京, 2011.
PD11004: 酒井 寛：教育セミナー. 日本眼科手術学会, 京都, 2011.
PD11005: 酒井 寛：片眼性偽落屑症候群における前眼部 OCT；非対称病態に関与するリスクファクターの検討.
日本眼科学会総会, 東京, 2011.
PD11006: 酒井 寛：原発閉塞隅角と第４のメカニズム(水晶体後方因子). 日本緑内障学会, 秋田, 2011.
PD11007: 酒井 寛：前眼部画像診断、緑内障診療への応用. 日本緑内障学会, 秋田, 2011.
PD11008: 酒井 寛：画像診断と緑内障手術. 日本臨床眼科学会, 東京, 2011.
PD11009: 酒井 寛：緑内障手術の落とし穴にはまらないために. 九州眼科学会, 沖縄, 2011.
PD11010: 新垣淑邦, 他：持続性β遮断薬点眼液の交差比較についての検討. 日本眼科学会, 東京, 2011.
PD11011: 新垣淑邦, 他：粘弾性物質前房置換線維柱帯切除術の術後成績. 日本緑内障学会, 秋田, 2011.

173

PD11012: 與那原 理子, 他：原発閉塞隅角症・原発閉塞隅角緑内障に対する超音波乳化吸引術の検討. 日本緑
内障学会, 秋田, 2011.
PD11013: 力石洋平, 他：スウェプトソース前眼部 OCT と超音波生体顕微鏡による隅角閉塞診断の一致性. 日本
緑内障学会, 秋田, 2011.
PD11014: 下地貴子, 他：ネット通販でコンタクトレンズを購入し末期緑内障に至った１例. 日本緑内障学会,
秋田, 2011.
PD11015: 大橋和広, 他：ラタノプロスト点眼により円錐角膜の発症・進行が疑われた１例. 九州眼科学会, 沖
縄, 2011.
PD11016: 力石洋平, 他：Churg-Strauss 症候群に眼疾患を併発した 2 例. 九州眼科学会, 沖縄, 2011.
PD11017: 野口宏江, 他：Pigment dispersion syndrome の 3 例. 九州眼科学会, 沖縄, 2011.
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耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
A. 研究課題の概要
1. 扁平上皮癌抗原(SCCA)を用いた鼻副鼻腔乳頭腫，上
顎悪性腫瘍の診断に関する研究(長谷川昌宏，鄧沢義，
喜友名朝則，真栄田裕行，鈴木幹男)
良性腫瘍である鼻副鼻腔乳頭腫は再発しやすく，約
10%に癌化がみられる。
また一部の例でヒト乳頭腫ウイル
ス(HPV)が検出され，
血中 SCC 抗原が高値を示すとの報告
が散見される。国内ではまとまった報告例がこれまでな
いため，手術治療をおこなった鼻副鼻腔内反性乳頭腫 22
例について SCC 抗原測定，SCCA 遺伝子発現測定をおこな
った。
81.8%の乳頭腫症例で SCC 抗原が異常高値を示した。
高値を示す症例では術後 1 週間以内に正常化したことか
ら乳頭腫では SCC 抗原を分泌していることがわかった。
ROC 解析をするとカットオフ値 1.45 で感度 81.0%，特異
度 100%，陽性的中率 100%，陰性的中率 84.6%，area under
the curve は 0.926 と SCCA 値により内反性乳頭腫を診断
することができた。Real-time PCR を用いて，SCC 抗原の
サブタイプであるSCCA1 及びSCCA2 の発現を検討すると，
炎症性鼻腔粘膜と比べ内反性乳頭腫では 20 倍以上の遺
伝子発現を示した。SCCA2/1 の比は上顎癌では 0.20 であ
ったが，内反性乳頭腫は 0.12，炎症性鼻腔粘膜では 0.11
であった。
すなわち内反性乳頭腫では SCCA の分泌が盛ん
に行われているが，SCCA2/1 比は炎症性疾患と同じであ
ることが判明した。SCCA2/1 比を用いた ROC 解析ではカ
ットオフ値 0.11 で感度 91.7%，特異度 66.0%，陽性的中
率 39.3%，97.1%，area under the curve 0.76 で上顎悪
性腫瘍の同定が可能であった。この研究は科学研究費補
助金(基盤 C)より助成を受け行っている。
2. 内反性乳頭腫，上顎悪性腫瘍におけるヒト乳頭腫ウ
イルスの感染に関する研究(長谷川昌宏，鄧沢義，喜友
名朝則，真栄田裕行，鈴木幹男)
内反性乳頭腫，上顎悪性腫瘍，炎症性疾患の生検，手
術サンプルを用いてヒト乳頭腫ウイルスの検出を試みた。
内反性乳頭腫では 41.6%，上顎癌では 27.3%，炎症性鼻粘
膜では 7.6%で陽性であった。このことから内反性乳頭腫
の形成にヒト乳頭腫ウイルスの関与が示唆された。HPV
の型では HPV-16 が最も多く検出され，上顎悪性腫瘍，乳
頭腫＋上顎悪性腫瘍では，ウイルス量が多く，また，宿
主ゲノムへの integration を示した。このことから，内
反性乳頭腫の癌化のメカニズムには HPV が関与している
可能性が示唆された。さらに他大学と協力して過去の内
反性乳頭腫と上顎悪性腫瘍が合併している症例の手術標
本を解析し，乳頭腫ウイルス感染を調査中である。この
研究は科学研究費補助金(若手 B)より助成を受け行って
いる。
3. 頭頸部癌発症に関与するヒト乳頭腫ウイルスの研究
(長谷川昌宏，鄧沢義，喜友名朝則，真栄田裕行，鈴木
幹男)
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頭頸部扁平上皮癌 150 症例から採取した標本を用いて，
ヒト乳頭腫ウイルス感染を検討した。鼻副鼻腔癌，上咽
頭癌，中咽頭癌，口腔癌(舌癌含む)，下咽頭癌のサンプ
ルを検討すると，29.9%で陽性であり，特に中咽頭癌では
50%の例で陽性であった。またサブタイプでは HPV-16 が
87%を占め，頭頸部では産婦人科領域と異なり HPV-16 が
感染の中心を占めることが判明した。HPV 陽性頭頸部癌
の無再発生存率を解析すると中咽頭癌だけでなく全頭頸
部癌 HPV 陽性者では有意に予後が良好であった。すなわ
ち，HPV の感染有無は頭頸部癌の予後を決める因子とな
りうることを見いだした。HPV 陽性頭頸部癌では P53 変
異が少ないことが報告されており，各種治療に反応しや
すいと考えられた。さらに，HPV の宿主ゲノムへの
integration site の研究を進めており，予後との関連を
調査している。この研究は科学研究費補助金(基盤 C)よ
り助成を受け行っている。
4. 頭頸部癌の予後と扁平上皮癌抗原の研究(鄧沢義，長
谷川昌宏，喜友名朝則，真栄田裕行，鈴木幹男)
頭頸部扁平上皮癌新鮮例 121 例を用いて，SCCA の遺伝
子発現と予後のとの相関を調べ，さらに HPV 感染との関
係を明らかにした。
SCCA のサブクラスにはSCCA1 とSCCA2
があり，SCCA1,SCCA2,SCCA2/1 比と予後の相関を調べた。
この結果，SCCA2/1 比が高い症例では有意に予後が悪く
なっていた。またこの予後との相関は HPV とは独立して
おり，頭頸部扁平上皮癌では HPV 陽性・SCCA2/1 低値が
最も予後が良く，HPV 陰性・SCCA2/1 高値が最も予後が悪
いことが判明した。特に下咽頭癌では SCCA2/1 比は無再
発生存率，
疾患特異的生存率に有意の影響を与えていた。
この研究は科学研究費補助金(基盤 C)より助成を受け行
っている。
5. 頭頸部癌発症に関与するアルコール代謝関連遺伝子，
喫煙関連遺伝子の研究 (山下懐，鄧沢義，長谷川昌宏，
喜友名朝則，真栄田裕行，鈴木幹男)
頭頸部癌発症，重複癌発症にアルコール代謝に関わる
ADH1B, ALDH2 の酵素活性が関係するとの報告がみられる。
当科で治療をおこなった頭頸部癌新鮮例 252 例，良性疾
患で手術をおこなった症例でアルコール代謝に関わる遺
伝子多型，たばこ中に含まれる喫煙による有害物質排泄
に関与する遺伝子多型を調査している。2011 年度でほぼ
データ解析が終了したため，現在臨床データとの相関を
検討している。この研究は科学研究費補助金(基盤 C)よ
り助成を受け行っている。
6. 高圧酸素治療を用いた頭頸部悪性腫瘍化学放射線同
時併用療法副作用軽減に関する研究(山下 懐，鈴木幹
男)
2010 年度に引き続き症例を蓄積している。現在までは
有意の差を認めない。
7. 沖縄県における難聴遺伝子に関する研究 (我那覇
章,鈴木幹男)
難聴遺伝子が 1990 年代から多く発見された。しかし,
変異部位は多岐にわたり効率的な検索方法は確立されて

いない。このため，信州大学と共同研究を行い，インベ
ーダー法による難聴遺伝子検索が有用であることを示し
た。高度医療として認可され，さらに 2012 年から保険医
療に収載された。沖縄県では，内耳奇形の一種である前
庭水管拡大症が多く，
これまで独立した 13 家系の解析を
おこなった。この結果，日本本土と異なり， SLC26A4
IVS15＋5G＞A の遺伝子変異が多くみられた。これらの症
例では SLC26A4 の遺伝子発現が，IVS15＋5G＞A ヘテロ症
例では正常人の半分に，ホモ症例では遺伝子発現を認め
ず，IVS15＋5G＞A が沖縄県でみられる前庭水管拡大症の
原因遺伝子の多くを占めることがわかった。この研究は
科学研究費補助金(若手 B)より助成を受け行っている。

ラチン，ドセタキセル，5-Fluorouracil を経静脈的に全
身投与し，期待される抗腫瘍効果が高濃度酸素環境下に
おかれた状況の中でどのような抑制効果をもたらすのか
を検討する。さらには高濃度酸素環境下における癌細胞
と担癌個体レベルにおける癌生物学的特質の変化につい
ての関連性を分子生物学的に検討する。たとえば低濃度
酸素条件下で発癌が多くなるとされている HIF1αや
LOX-1 などのタンパク質発現との関連性を明らかにする。
これらの検討で高濃度酸素環境を利用した新規の頭頸部
癌治療の方法を確立させるための指標を獲得する。

8. functional MRI を用いた聴覚, 前庭覚, 味覚, 嚥下
機能, 喉頭機能，顔面神経機能の研究 (喜友名朝則, 新
垣香太, 鈴木幹男)
functional MRI による脳機能解析は 1991 年に初めて
報告され, 優れた空間分解能と時間分解能, 被爆がない
ことから急速に研究が進んでいる。頭頸部領域には感覚
器が多く含まれ, 感覚器障害が生じた場合の中枢での感
覚受容メカニズムを解明することは臨床上重要である。
functionalMRI を用いて聴覚, 嗅覚, 前庭覚, 嚥下機能,
味覚, 喉頭機能について解析を進めている。対象は健常
人ボランティア及び耳鼻咽喉・頭頸部領域の感覚・運動
障害を持つ患者(難聴, めまい, 嚥下障害, 発声障害,
味覚障害，
顔面神経麻痺など)で, 本研究に同意をえられ
たヒトである。実施場所(MRI 撮像)は, 当院放射線部の
協力を得て医学部附属病院 MR 室でおこなう。
データ解析
は耳鼻咽喉・頭頸部外科に設置したワークステーション
を用いておこなっている。2011 年は，原因不明の音声障
害である痙攣性発声障害の解析を進め，
特に補足運動野，
小脳，
皮質下核の活動が正常人と異なることを証明した。
また顔面運動にともなう脳活動を解析中である。顔面運
動の解析は，2012 年度には麻痺患者を対象にして実施し，
正常人との差，麻痺発生時と改善時の比較を行う予定で
ある。この研究は科学研究費補助金(若手 B)より助成を
受け行っている。
9. 頭頸部悪性腫瘍に対する高気圧酸素療法の効果に関
しての実験的研究(赤澤幸則，真栄田裕行)
癌の増殖および抑制は腫瘍本体および周囲の環境の酸
素濃度に影響を受けることが知られている。本研究はコ
ンベンショナルラットおよび遺伝子改変ラットを用いて，
高濃度酸素環境下における悪性腫瘍(舌癌)の増殖速度の
変化や抑制効果の有無について検討する。また抗腫瘍薬
の悪性腫瘍に対する抑制効果に及ぼす高濃度酸素環境に
ついて検討する。具体的には舌癌モデルラットにシスプ

10. 頭頸部癌治療における LOX-1 発現に関する検討(真
栄田裕行，赤澤幸則)
Lysyl Oxidase type-1(以下 LOX-1)は低酸素濃度の環
境下で誘導される遺伝子および遺伝子産物として知られ
ている。
頭頸部扁平上皮癌において高頻度に発現し,予後
やリンパ節転移の予測因子になり得ることが報告されて
いる。本研究は LOX-1 の臨床応用を目指しており，最終
的には頭頸部癌に有効な新規治療方法を確立することを
目的としている。
具体的にはヒト LOX-1 の cDNA クローニ
ングを行い，種々の方法で結合タンパク質の探索をする
と共に，抗 LOX-1 抗体を作製して LOX-1 の細胞内発現や
局在を確認する予定である。さらに頭頸部癌細胞株ある
いは組織における LOX-1 の発現解析を順次施行する。こ
の研究は科学研究費補助金(基盤 C)より助成を受け行っ
ている。
11. 頭頸部癌細胞におけるリゾフォスファチジン酸受
容体 LPA4 発現の意義に関する研究(又吉宣)
リゾフォスファチジン酸(LPA)は生体内において細胞
の増殖能や遊走能の亢進，抗アポトーシス作用等様々な
生理活性を有する脂質メディエーターである。その受容
体のサブタイプは，
以前より知られている LPA1-3 に加え，
近年遺伝的系譜を異にする LPA4-6 に関する研究が進ん
でいる。我々は，ヒト喉頭癌細胞株 SQ20B，ヒト咽頭癌
細胞株 Detroit562，ヒト子宮脛癌細胞株 HeLa 等を用い
LPA 受容体の発現様式や LPA 刺激に対する増殖応答，遊
走，抗アポトーシス作用に関する変化を調べた。SQ20B
では増殖，遊走能において LPA 刺激に対する応答がみら
れ，
アデノウイルスベクターを用い LPA4 を過剰発現させ
た細胞株ではその作用が減弱した。LPA1 と LPA4 の下流
のシグナリングが拮抗することが示唆され，現在その下
流のシグナリングについて解析中である。この研究は
2012 年度から科学研究費補助金(若手 B)から助成を受け
引き続き実施する予定である。
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植を行い，犬歯の誘導，歯牙欠損部へのインプラントの
植立，顎裂に伴う外鼻形態の改善について検討を行って
いる。また，成長発育終了後に，上顎骨の劣成長に伴う
歯列不正を呈する相対的な下顎前突症の発現を認める症
例には，積極的に顎矯正手術を行って咬合の改善を図る
よう検討を進めている。

顎顔面口腔機能再建学講座
A. 研究課題の概要
1. 口唇口蓋裂に関する研究(砂川, 新垣, 天願, 牧志，
前川)
口唇口蓋裂児は，出生直後から審美障害のみならず
種々の機能障害が認められる。特に乳幼児の哺乳障害な
らびに手術の適用時期，さらに手術後の幼児期，学童期
における言語障害や歯列不正にともなう咀嚼障害など，
各年齢において解決しなければならない様々な問題があ
る。そのため個々の患者に対して出生後から成人までの
長期間にわたる継続的な治療体系が重要である。当科に
おいては, このような治療体系を確立し，口腔外科医の
みならず言語療法士，歯科矯正医の他，小児科，耳鼻科，
麻酔科などの協力の下に一貫治療を行っている。そこで
おのおの年齢層で問題となる障害に対して，その障害を
解決すべく，以下の研究を系統的に行っている。 1) 口
唇口蓋裂児の周術期管理，手術法と術後機能に関する研
究，口唇口蓋裂児の出生直後より顎口蓋披裂部を口蓋床
によって補綴することにより顎口腔機能を十分に引き出
すことを目的に，Hotz型口蓋床(Hotz床)の装着をしてい
る。その結果，哺乳量や哺乳時間などが改善し，家族の
心理的, 時間的負担の軽減に大きく役立っている。
また，
Hotz床は各形成手術まで装着することによって口唇形成
術，口蓋形成術を容易にし，術後顎発育に良好な結果を
もたらすことが明らかとなった。また，初診時より扁平
化した鼻形態を修正する目的で比較的早期よりレティナ
やNasoalveolar molding(NAM)plateを使用することで口
唇修正術後，良好な形態を得ることが可能になった。口
蓋形成術に関しては，顎発育抑制の少ない粘膜弁変法を
採用し，従来より多くの施設で行われている粘膜骨膜弁
法との比較検討を行ってきた。その結果，粘膜骨膜弁法
が上顎骨の劣成長やcollapseを生じるのに対し，当科で
用いている粘膜弁変法を行った患者に良好な顎発育を示
すことが明らかとなった。術後の言語機能に関しては術
前の披裂形態と軟口蓋の動きを考慮することにより，口
蓋形成法の大きな目的である鼻咽腔閉鎖機能獲得時期を
あらかじめ予測することが可能となった。その成績に関
しても概ね良好な結果が得られていることを既に報告し
ている。また，いったん言語治療が終了した後でも顎発
育抑制による新たな構音障害が出現することも示唆され
ており，
歯列形態との関連を解析しているところである。
これらのことより，口蓋部の瘻孔閉鎖や比較的早期の歯
列矯正による咬合改善などを積極的に行っている。その
効果については現在解析中である。 2) 二次的自家腸骨
海綿骨移植術ならびに咬合改善手術に関する研究，顎裂
によって分離された歯列の連続性の回復，永久歯列の形
態と咬合の安定を目的として, 8歳時(犬歯萌出前)の患
者に口蓋形成術後の顎裂部への二次的自家腸骨海綿骨移
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2. 口腔癌に関する研究 (砂川，新崎，仲宗根，仁村, 喜
名、砂川(奈))
(1)口腔領域悪性腫瘍のうち，
最も頻度の高い扁平上皮癌
を対象に，根治性を高め，かつ顎顔面形態と口腔機能の
温存を図る目的で1985年より各症例の臨床病理学的悪性
度とinduction chemotherapy の臨床効果に応じて切除
範囲を設定する体系的治療を行っており，2011年12月ま
でにこれらの体系的治療を行った口腔扁平上皮癌630例
のdisease specificの5年累積生存率は79.3%と良好な治
療成績が得られている。
しかし、
UICCのStage別ではStage
l：95.4%, Stage Ⅱ：85.3%, StageⅢ：79.9%, StageIV：
60.3%, と原発巣の進展，
癌の進行に伴って生存率の低下
が認められた。現在，更なる治療成績の向上のために、
Stage IVおよび高悪性症例に対する集学的治療の確立を
目指してprospective study を継続中である。
(2)HPV感染発癌に関する研究
我々は、炎症反応が発癌や癌の進展に大きく関与して
いると考え，炎症反応の際に放出される過酸化水素に着
目している。これまでに，過酸化水素が癌細胞にアポト
ーシスを誘導するのみならず，血管新生因子の放出を促
すことを報告している（Regulation of Chemokine
Production via Oxidative Pathway in HeLa Cells. Kina
S, Toshiyuki N, Hiroyuki T, Akira M, Shoko M, Nao S,
Fexin L, Thongsavanh H, Hajime S.Mediators of
Inflammation Volume 2009,1-5(2009).）
。さらに過酸化
水素は癌遺伝子 c-fos の発現を上昇させることを見出し
ており，この反応には EGFR および HPV(ヒトパピローマ
ウィルス)タンパク質が関与している (HPV16E6 –dependent c-fos expression contributes to AP-1 complex
formation in SiHa cells. Feixin Liang, Shinichiro
Kina, Hiroyuki Takemoto, Akira Matayoshi, Thongsavanh Phonaphonh, Nao Sunagawa, Keiichi Arakaki,
Akira Arasaki, Hai Kuang, and Hajime Sunakawa.
Mediators of Inflammation, Volume 2011, 1-7(2011),
Article ID 263216）
。HPV 感染癌細胞の活性酸素感受性
を調べて得られた実験結果より，HPV 感染の有無が分子
標的薬投与の指針となる可能性について検討している。
(3)抗癌剤治療依存的な腫瘍進展経路の解明
我々は現在，
SiHa 細胞に対して過酸化水素刺激を与えた
際に，
Met の発現上昇が誘導されることを確認している。
Met の発現上昇を誘導する因子が過酸化水素依存的に癌
細胞から放出されていると仮定している。過酸化水素刺
激の際に様々な抗増殖因子抗体を培養液中に添加して，

Met の発現を減弱させる抗体を検討することで，Met の
発現上昇に関与している細胞外分泌因子を探索する。臨
床研究としては，癌治療後の血液中の PDGF の濃度を計
測し，癌患者のその後の再発，後発転移との相関関係を
調べる予定である。抗癌剤依存的な Met の発現上昇にお
ける PDGF-BB の寄与を検討するために，PDGFR-αを阻害
して，Met の発現が減弱するか検討している。臨床分野
で広く使用されている PDGFR 阻害剤 imatinib(Gleevec)
(cisplatin と併用した場合には相乗的に肺癌細胞にア
ポトーシスを誘導することが報告されている(Molecular
Cancer 2003, 2:1)を使用して，CDDP 依存的な PDGFR の
チロシンリン酸化活性が抑制されるか検討中である。
我々は抗癌剤依存的に Met タンパクが発現上昇するこ
とを既に見出している。この発現上昇に，活性酸素が関
与しているか検討した結果，抗酸化剤である NAC で前処
理を行った細胞では，抗癌剤依存的な Met の発現上昇が
抑制された。現在は酸化ストレス依存的に活性化される
Met の発現上昇に PDGFR が関与しているか検討してい
る。PDGF-BB は PDGFR-αに対するリガンドとして知られ
ており，autocirne な PDGF-B シグナルは EMT に寄与す
ることが明らかになっている（Andrae J et al. Genes Dev.
2008;22:1276-1312）
。Met も同様に EMT を誘導する機能
を有する(Nature Reviews Cancer 6, 392-401 (May 2006)）
。
PDGF-BB で SiHa 細胞を刺激したところ，Met タンパク
の発現が上昇することが確認された。我々は，酸化スト
レス依存的な PDGFR の活性化こそが，既存の分子標的薬
治療も含めた癌治療の耐性化を誘導していると考え，抗
癌剤依存的な PDGFR の活性化の観察，およびその後に生
じる癌細胞の機能解析を行い，新規治療戦略を構築する
ことを目的としている。
3. 顎変形症の治療に関する研究 (砂川，新崎，新垣，
天願，澤田)
当科では 1990 年以降，
顎変形症患者に対し外科的矯正
治療を施行し，臨床的検討を行い、以下の結果を得た。
1).1990 年１月から 2011 年 12 月までの 22 年間に当科で
顎矯正手術を施行した症例は，249 例(男性 80 例，女性
169 例)であった。 2).男女比は，1.0:2.1 であった。 3).
当科初診時平均年齢は 22.4 歳で，
男性 22.2 歳，
女性 22.5
歳であった。また、手術時平均年齢は 24.5 歳で，男性
24.2 歳，女性 24.7 歳であった。 4).手術時年齢は，男
女ともに 20 代に最も多く認められた。5).紹介元別では，
歯科(歯科口腔外科：15 例:8.8%、
矯正歯科：81 例:47.4%，
一般歯科：75 例:43.9%)では 171 例：68.7%，無し:70

例:28.1%，医科：8 例:3.2%であった。出身地別にみると
県内 226 例，県外 23 例であった。 6).県内での内訳をみ
ると，本島の南部地区：103 例，中部地区：92 例，北部
地区：12 例であり，離島では宮古地方：14 例で多い傾向
がみられた。 7).主訴による内訳では，審美障害：54 例
が最も多く，ついで不正咬合：35 例，咀嚼障害：15 例で
あった。 8).病脳自覚時期では，小学生時：115 名：46.2%，
中学生時：78 名:31.3%で合計 77.5%と大半を占めていた。
ついで高校生時：23 名：9.2%，18 歳以上：32 名：12.9%
であった。
9).臨床診断名別では，
多い順に下顎前突症:91
例：36.5%，下顎前突症＋非対称：46 例：18.5%，下顎前
突症＋開咬症:38 例:15.3%，下顎前突症十下顎非対称＋
開咬症:29 例:11.6%，
下顎非対称:27 例:10.8%などであっ
た。 10).術式別にみると，下顎枝矢状分割:195 例:78.3%，
下顎枝矢状分割十 Le Fort l 型骨切り 40 例:16.1%であ
った。 11).下顎枝矢状分割術における入院期間は 12.6
±6.5 日，顎間固定期間 5.0±3.0 日，出血量 197.3±
310.4ml，手術時間 3 時間 42 分±1 時間 23 分であった。
12).下顎枝矢状分割術十 Le Fort l 型骨切り術における
入院期間は 15.9±6.7 日，顎間固定期間 6.4±3.1 日，
出血量 351.8±323.6ml，手術時間 5 時間 55 分±1 時間
26 分であった。 13).顎矯正手術術後，/ie/音，/ie/列
音の舌出しの改善が認められない症例に後戻りの傾向が
認められた。 また，当科では唇顎口蓋裂患者の上顎劣成
長に対し，Le Fort l 型骨切り術や上顎骨延長術を適用
した外科的矯正治療や小下顎症が原因で閉塞性睡眠時無
呼吸症候群を呈した症例に対して下顎骨延長術を適用し，
良好な結果を得ている。一方，唇顎口蓋裂患者の上顎劣
成長については，一貫治療の中で粘膜弁変法により従来
に比べ上顎劣成長に対し外科的矯正治療の適応となるよ
うな症例は減少しており，矯正歯科専門医による歯科矯
正治療により早期に上下顎の正常な被蓋関係を獲得した
ことで外科矯正治療を回避できた症例も少なくない。こ
のように，顎変形症の病態は多岐にわたっており，より
安全で安心な外科的矯正治療の確立を目指している。最
近では，沖縄県内離島のみならず，奄美以南の離島患者
を離島一般開業歯科医との連携を保ちつつ顎矯正手術の
成功に導き，さらにアクロメガリ―に起因する骨格性下
顎前突症患者の治療に関しても，術中の困難さを工夫し
ながら施行してきている。このように当科では，島嶼県
ならではの地理的・経済的な治療難渋者への加療を工夫
しながら行ってきている。最後に，当科では，本疾患に
関し，当科ホームページや市民公開講座等，情報公開を
積極的に行い周知を図っている。
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微生物学・腫瘍学講座
A. 研究課題の概要
当講座では感染病原体を一つのツールとして捉え，
「がん」や「炎症」の発症や進展機構の解明に取り組ん
でいる。研究対象をウイルス感染症に限定せず，非感染
性の「がん」の発症や進展機構に関しても解析を進めて
いる。
「細胞」を用いて試験管内実験で確認した結果を
「動物」や「ヒト」でも検証し，よりインパクトの強い
研究を目指している。さらに，
「ヒト」や「動物」を含
む集団社会における医学・病理学としての「疫学」の視
点からの感染症研究も重視している。感染病原体として
は，発がんウイルスや新興・再興感染症ウイルスに加え，
ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)やレジオネラ(L.
pneumophila)なども取り扱っている。最終目標は「研究
を通じて，人類の幸福と福祉に貢献する」ことであり，
そのためにワクチンや抗ウイルス薬，がんの予防・治療
薬の開発に取り組んでいる。それら候補薬の中には，沖
縄県の天然資源も含まれ，産学官共同事業としての発展
を目指している。
1. ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型(HTLV-1)研究
a. 発がん機構(森，木村)
現在，HTLV-1 感染者は全国に 108 万人存在すると試算
されており，50 年以上の潜伏期間を経て 5％の感染者が
成人 T 細胞白血病(ATL)を発症する。毎年 1000 名を超え
る方が全国で亡くなられており，
沖縄県でも毎年 80 名の
死亡が確認されている。効果的な治療法が少ないことか
ら，発がん機構の解明が望まれる。
細胞ゲノムの不安定性の誘導はがん化に必須の基盤で
あり，HTLV-1 の Tax タンパク質も細胞の DNA 修復機構の
阻害や細胞周期のチェックポイント制御の逸脱を誘導す
ることが知られている。Activation-induced cytidine
deaminase(AID)はシチジン脱アミノ活性をもち，ヒトの
免疫グロブリン遺伝子を改変する能力を有する遺伝子編
集酵素である。最近の研究で抗体遺伝子だけでなく，そ
の他の遺伝子にも変異を導入し，発がんとの関連が示唆
されるようになってきた。
我々は HTLV-1 感染 T 細胞株や
ATL 白血病細胞が AID を恒常的に発現していることを見
出し，Tax が T 細胞に AID の発現を誘導し，その誘導に
は転写因子 NF-κB や CREB の活性化が重要であることを
明らかにした。NF-κB 配列に結合しているタンパク質は
転写活性化能をもたない p50 のホモ二量体であり，
Bcl-3
と複合体を形成することにより，p50 は AID 遺伝子転写
活性化に関与していた(Ishikawa et al. Carcinogenesis.
2011;32:110-9)。
ATL 発症には NF-κB の活性化が極めて重要である。
NFκB は，発がんを促進する多くの因子の遺伝子発現を誘
導する一方で，発がんを抑制する因子の遺伝子発現にも
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関与する。したがって，NF-κB の活性化による発がんの
誘導に，NF-κB と協調して遺伝子発現の特異性を決定す
る因子の存在を予想した。そこで，NF-κB の転写活性化
を正負に制御する NF-κB 結合補因子 IκB-ζに着目し，
IκB-ζ遺伝子の発現制御機構を解析した。
HTLV-1 感染 T
細胞株および ATL 細胞において，
IκB-ζ遺伝子の発現が
亢進していることを見出した。
また，
感染 T 細胞株では，
Tax が IκB-ζ遺伝子を活性化することを明らかにした。
Tax による IκB-ζ遺伝子の活性化には，NF-κB の活性
化が必須であることが分かった。
IκB-ζ遺伝子のプロモ
ーター領域には，NF-κB 結合配列が 3 つ存在する。この
うち Tax による遺伝子の活性化には，中央の結合領域が
極めて重要であることが明らかとなった。
その他，発がんに関与する分子として，新型 PKC に属
する PKCδ，セリン/スレオニンキナーゼ Pim-3，bZip 型
転写因子 ATF3，ミトコンドリア内膜に局在するアスパラ
ギン酸・グルタミン酸輸送体シトリン，レセプター/チロ
シンキナーゼファミリーの一つである Eph receptor A4
とそのリガンドである ephrin-A3 の発現異常や活性化を
見出し，発現制御機構や機能の解析を行っている。
b. 臓器浸潤の分子機構(森，木村)
ATL の特徴として多臓器浸潤があり，予後にも影響し
ている。Matrix metalloproteinase(MMP)は細胞外マトリ
ックスの分解に寄与し，細胞の増殖や運動，血管新生，
がん細胞の転移・浸潤などと深く関わっている。MMP の
多くは間質細胞によって産生されるが，MMP-7 を含む限
られた MMP はがん細胞自身に発現している。HTLV-1 感染
T 細胞株や ATL 細胞で MMP-7 の発現が亢進しており，
HTLV-1 感染は MMP-7 の発現を誘導した。Tax は AP-1，特
にJunD の活性化を介してMMP-7 遺伝子の転写を亢進させ
た。JunD の活性化には ERK や JNK によるリン酸化が不可
欠であった。HTLV-1 感染 T 細胞株は非感染 T 細胞株に比
べて浸潤能が亢進しており，MMP-7 の中和抗体や JunD の
ノックダウンは感染 T 細胞株の浸潤能を低下させた
(Nakachi et al.Biochim BiophysActa.2011;1813: 731
-41)。
また，ATL 細胞の遊走にはケモカインの重要性が知ら
れている。CCL19 は ATL 細胞のリンパ組織浸潤への関与
が報告されている CCR7 のリガンドであり，LFA-1 を活性
化し，
ローリング状態のリンパ球と ICAM-1 との強固な結
合を誘導する。CCL19 は HTLV-1 感染 T 細胞株で選択的に
発現がみられ，ATL 患者検体においてリンパ節および皮
膚へ浸潤した ATL 細胞に CCL19 発現が認められた。Tax
による CCL19 の発現誘導が観察され，CCL19 遺伝子プロ
モーターの Tax 応答領域を解析したところ，363/354
bp と62/52 bp にある 2 つの NF-κB 結合配列のうち，
62/52 bp の NF-κB 結合配列がTax 応答領域であった。
c. ATL のバイオマーカーの探索(森)
CD150 は麻疹ウイルスレセプターであり，未熟胸腺細
胞，成熟樹状細胞，活性化 T 細胞，B 細胞，単球などの
免疫系細胞に発現している。HTLV-1 感染 T 細胞株の一部
でRT-PCR およびフローサイトメトリーにてCD150 の発現

が確認できた。また，IL-2Rα鎖よりは遅れるものの，Tax
による誘導も認められた。今後，発現制御機構や発現意
義に関して検討する予定である。また，CD69 は膜貫通型
タンパク質であり，activation inducer molecule とし
て T または B リンパ球の活性化後，非常に早い段階で発
現する。CD69 刺激は TGF-βの産生を誘導することで T
細胞の分化や抗原提示を抑制し，免疫抑制的に働くこと
が報告されている。
Tax 発現 HTLV-1 感染 T 細胞株は CD69
を細胞表面に恒常的に発現していた。Tax は NF-κB 結合
配列，EGR，CRE を介して CD69 遺伝子の転写を活性化し
た。リンパ節や皮膚に浸潤した ATL 細胞も表面に CD69
を発現していたが，
末梢血の ATL 細胞は mRNA レベルでは
CD69 を発現していたが，タンパク質レベルでの高発現を
示す症例は稀であった。CD69 の発現には翻訳後のアセチ
ル化修飾も関与していることが明らかになった。
d. HTLV-1 関連肺疾患の発症機構(森)
HTLV-1 が感染する場合，フリーのウイルスは感染効率
が悪く，細胞-細胞接着が必須である。肺上皮細胞への
HTLV-1 感染には，感染 T 細胞と肺上皮細胞との接着が重
要であると推測される。感染 T 細胞株が分泌する IL-1α
が肺上皮細胞株の ICAM-1 発現を誘導することを見出し，
ICAM-1 の感染 T 細胞と肺上皮細胞との接着への関与を認
めた。ICAM-1 の発現誘導は NF-κB 依存性であった。ま
た，HTLV-1 は感染 T 細胞から肺上皮細胞に接着を介して
感染するが，
その際も肺上皮細胞に ICAM-1 の発現が誘導
された。しかしながら，IL-1αによる誘導と比較すると
軽微であった。関連肺疾患症例の肺胞洗浄液中細胞に，
IL-1α mRNA の発現を認め，肺胞洗浄液中の IL-1αが高
値の症例も存在した。さらに関連肺疾患症例や Tax トラ
ンスジェニックマウスの肺組織において IL-1 αや
ICAM-1 の 発 現 を 確 認 し た (Nakayama et al. J Med
Microbiol. 2011;60:1750-1761)。
e. 動脈硬化と HTLV-1(森，玉城)
動脈硬化症の成立には炎症が関与するとされる傷害反
応仮説が一般に受け入れられるようになっている。炎症
を引き起こす危険因子として肺炎クラミジア感染が注目
されているが，HTLV-1 も炎症を引き起こすため，動脈硬
化 症 と の 関 連 を 解 析 し た 。 脈 派 伝 播 速 度 (PWV) が
1400cm/s 以上の頸動脈硬化群では，抗 HTLV-1 抗体陽性
率が高く，
ロジスティック回帰分析にて HTLV-1 感染は動
脈硬化症の危険因子となる確率が高いという結果を得た。
一方，抗肺炎クラミジア抗体の陽性率は，頸動脈硬化群
と正常群の間で差がなかった。冠状動脈由来正常ヒト平
滑筋細胞や内皮細胞に HTLV-1 が感染することを証明し，
NF-κB や AP-1 の活性化の結果，種々のサイトカイン/ケ
モカインの産生が誘導されることを明らかにした。
2. ホジキンリンパ腫(HL)およびバーキットリンパ腫
(BL)の発症機構(森)
CD30 は HL 細胞株，
L-428 をマウスに免疫して得られた
モノクローナル抗体，Ki-1 抗体が認識する膜タンパク質
として報告され，TNF レセプターファミリーに属する。
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CD30 シグナルは細胞増殖から細胞死に至る多様な作用
をもたらし，HL では CD30 過剰発現がリガンド CD30L に
依存せず，
自己活性化を起こして NF-κB を活性化するこ
とが知られている。
HL 細胞は ATF3 を過剰発現しており，
細胞増殖にも関与していることが報告されているが，
ATF3 の発現制御機構は不明である。CD30 が ATF3 の発現
を ATF/CRE 配列を介して誘導することを見出し，解析を
進めている。また BL 細胞株や BL リンパ節における ATF3
の過剰発現も見出し，その発現制御機構や機能について
解析中である。
カベオラの主要構成タンパク質として同定されたカベ
オリン-1 は scaffolding domain を介してさまざまなシ
グナル伝達分子と結合し，細胞増殖などの機能制御を行
っている。HL 細胞株や HL リンパ節ではカベオリン-1 が
高発現しているが，同じ B 細胞性悪性リンパ腫である BL
ではそのような現象はみられないことを見出した。CD30
は NF-κB の活性化を介してカベオリン-1 遺伝子の転写
を活性化することを確認しており，詳細なカベオリン-1
の発現制御機構や機能について解析を行っている。
3. 白血病・悪性リンパ腫の発症予防法ならびに新規治
療薬の開発(森，仲間)
分裂期キナーゼの1 つであるAurora キナーゼファミリ
ーには，3 つのホモログ，Aurora-A，-B，-C が存在する。
HL や BL で Aurora-A，-B が異常発現し，活性化している
ことを明らかにし，Aurora-B 阻害剤 AZD1152 の HL およ
び BL 細胞株に対する in vitro および in vivo での抗腫
瘍効果ならびにその作用機序について解析した。
そして，
AZD1152 はサバイビン発現を抑制し，アポトーシスを誘
導するという新規の分子機構を提唱した(Mori et al.
Biochem Pharmacol. 2011;81:1106-15)。
サンゴ礁生物由来ヒップリスタノールは真核生物翻訳
開始因子 eIF4A と結合し，eIF4A と mRNA の結合を阻害す
る翻訳阻害物質である。eIF4A の発現は，HTLV-1 感染 T
細胞株では高く，ヒップリスタノールの選択的な抗 ATL
効果を in vitro および in vivo で認めた。その作用機序
として，IKKα，IKKγや JunB，JunD の翻訳阻害による
NF-κB と AP-1 の不活化に加えて，carbonic anhydrase
type II(CA II)の翻訳阻害が示唆された。CA 阻害剤によ
る HTLV-1 感染 T 細胞株の増殖抑制効果も認めており，
分
子標的としての CA II の可能性についても検討している
(Tsumuraya et al. Biochem Pharmacol. 2011;81:713-22)。
また，
原発性体腔液性リンパ腫(PEL)細胞に対する抗腫瘍
効果も見出し，その作用機序を解析している。その他に
デュアル PI3K-mTOR 阻害剤 BEZ235 が抗 ATL 効果や抗 BL
効果を示すことを明らかにし，現在，PI3K 阻害剤 BKM120
や mTOR 阻害剤 RAD001 との効果の比較や詳細な作用機構
の解析を行っている。
オカダ酸は有毒渦鞭毛藻より産生される毒素であり，
治療薬としての応用は不可能であるが，
セリン/スレオニ
ンホスファターゼ PP2A 阻害活性を有することから PP2A
阻害剤の ATL 治療への応用という観点からオカダ酸につ

いて検討した。オカダ酸は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL
細胞に選択的毒性を示した。ホスファターゼ阻害作用に
より MAPK 活性や IKK 活性を増強したが，NF-κB の DNA
結合を阻害し，細胞周期促進タンパク質やアポトーシス
阻害タンパク質の発現を抑制した。さらに，細胞周期停
止タンパク質の発現を増強した。アポトーシスの誘導に
は，MST1-H2AX の活性化も関与していた。上記のオカダ
酸の作用には ROS の誘導も関与しており，PP2A のノック
ダウンは HTLV-1 感染 T 細胞株の増殖を抑制した。
以上の
結果は，PP2A が ATL の新規治療標的であることを示唆し
ている。
ATL の発症には長期の潜伏期間を要するため，発症予
防も重要であるが，確立された方法はない。予防には経
口の天然物質が適するという考えのもと，宮古島のタチ
アワユキセンダングサである宮古ビデンス・ピローサ
(MMBP)の抗 ATL 活性について検証した。MMBP の熱水抽出
物は in vitro および in vivo で強い抗 ATL 効果を認め，
IKKβのリン酸化阻害や ROS の産生誘導による NF-κB の
不活化ならびに JunB，JunD の発現抑制による AP-1 の不
活化がその作用機序であった(Nakama et al. Int J Oncol.
2011;38:1163-73)。
天然物質としてはマグノリア(モクレ
ンの類)の成分ホノキオールの抗 ATL 効果とその薬理作
用も明らかにした(Ishikawa et al. Biochim Biophys
Acta. 2012;1820:879-87)。その他，カロテノイドである
ペリジニンやシホナキサンチンエステルに選択的な抗
ATL 効果を見出し，細胞生存シグナルに及ぼす影響を詳
細に解析している。
また，ワカメやオキナワモズクより抽出したカロテノ
イドであるフコキサンチン(FX)，フコキサンチノール
(FXOH:FX の消化管内での加水分解産物)の PEL 細胞株に
対する効果を in vitro および in vivo で解析した。FX
や FXOH は NF-κB，AP-1，Akt の不活化により，細胞周期
促進タンパク質やアポトーシス阻害タンパク質の発現を
抑制した。その結果，G1 期での細胞周期停止とカスパー
ゼ依存性のアポトーシスを誘導した。FX や FXOH により
発現が抑制されたタンパク質は Hsp90 のクライアントタ
ンパク質であり，
プロテアソーム阻害剤は FXOH によるタ
ンパク質の発現抑制を解除したことから，FX/FXOH は
Hsp90 阻害作用があることが示唆された。
PEL のマウスモ
デルで FX の効果を検証でき，
予後不良の PEL の新規治療
薬としての可能性を示すことができた(Yamamoto et al.
Cancer Lett. 2011;300:225-34)。また，FX や FXOH の BL
や HL に対する NF-κB 不活化と抗腫瘍効果についても明
らかにした(Tafuku et al. Oncol Rep, in press)。なお，
前述したペリジニンやヒストン脱アセチル化酵素阻害剤
にも抗 PEL 作用があることを見出しており，今後の解析
を予定している。
4. 天然物質の抗ウイルス効果と抗腫瘍効果(森，玉城，
仲間，木村)
MMBP の抗ウイルス活性を検討した。単純ヘルペスウイ
ルス１型(HSV-1)および HSV-2 に対して MMBP は中和活性
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を有し，プラーク形成抑制試験ではウイルスの吸着，侵
入，複製過程を阻害した。またアシクロビルやホスホノ
酢酸耐性 HSV 株にも効果を示した。マウス感染モデルで
経口投与による皮膚病変の抑制効果も確認できた(特許
出願中)。MMBP 抽出物に含有されるカフェ酸にも中和活
性を認めた。MMBP はマウスマクロファージの iNOS 発現
を NF-κB 依存的に誘導し，
抗ウイルス作用が報告されて
いる NO 産生を増強したが，NO 産生誘導効果は抗 HSV 効
果 に は 関 与 し な か っ た (Nakama et al. Evid Based
Complement Alternat Med. 2012;2012:413453)。興味あ
ることに，MMBP は LPS 誘導性 iNOS 発現を逆に抑制する
ことを見いだしており，この二機能性についても解析を
進める予定である。後述するように，NO 産生はマウス肉
腫細胞株 S180 に対する抗腫瘍効果に関与しており，
MMBP
の S180 に対する抗腫瘍効果についても検討を行う予定
である。一方，C 型肝炎ウイルス(HCV)のレプリコンシス
テムを用いて，抗 HCV 活性を検討したところ，有効であ
り，その作用機序について解析中である。今後は，MMBP
抽出物の分画による作用解析を行い，有効成分の同定も
視野に入れている。
また，
オキナワモズクより抽出したフコイダン(フコー
スを主成分とし，このフコースに硫酸基やウロン酸がつ
いた多糖)の抗日本脳炎ウイルス(JEV)作用についても検
討した。フコイダンは JEV に対して弱い中和活性を有し
ており，この中和活性には硫酸基が重要であった。プラ
ーク形成抑制試験やフォーカス形成抑制試験の結果，フ
コイダンの作用点は吸着過程が最も強く，侵入過程以降
にも作用することが分かった。なお，この場合も硫酸基
が重要であった。フコイダンには抗 HCV 活性をレプリコ
ンシステムで認めており，HCV 感染者にフコイダンを投
与する臨床試験において，ウイルス量の低下と肝機能の
改善を一過性に認めた症例が存在した。IFN-α誘導効果
はなく，免疫学的機序を含めた生体内での作用機構につ
いて解析が待たれる(Mori et al. World J Gastroenterol.
2012;18:2225-30)。
フコイダンの抗腫瘍効果についても検討しており，フ
コイダンはマウスマクロファージにおいて NF-κB の活
性化を介して iNOS 発現を誘導し，NO 産生を増強した。
産生された NO はマウス肉腫細胞株 S180 に細胞周期停止
やアポトーシスを誘導した。
ヌードマウスに S180 を移植
したモデルではフコイダン投与群で著明な腫瘍増殖抑制
効 果 を 観 察 し た (Takeda et al. Int J Oncol.
2012;40:251-60)。なお，フコイダンの iNOS 誘導効果に
おける硫酸基やウロン酸の関与について解析を行ったと
ころ，ウロン酸の重要性を示唆する結果が得られた。一
方，低分子化やナノ化の効果も検討したが，iNOS 誘導効
果はむしろ減弱した。しかしながら，マウスにおける
S180 の増殖抑制効果はナノ化フコイダンで増強してお
り，ナノ化による吸収効果を検討予定である。
アフリカ原産の帰化植物であるベニバナボロギクの熱
水抽出物の S180 に対する抗腫瘍効果についても明らか
にした。
マクロファージから産生された NO が抗腫瘍効果

を発揮することや抽出物中に存在するイソクロロゲン酸
の関与を示した(Tomimori et al. BMC Complement Altern
Med. 2012;12:78)。
5. H. pylori 研究(森)
H. pylori は胃炎，胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃がんの
原因細菌である。前述した発がんに関連すると思われる
ATF3 やカベオリン-1 の発現が H. pylori 感染により胃上
皮細胞に誘導されることを見出し，病原因子 cag PAI，
CagA，VacA との関連や，発現制御機構ならびに機能の解
析を行っている。
また，胃炎の発症機構の解析のため，胃上皮細胞と T
細胞における H. pylori 感染に対する細胞応答を H.
pylori の病原因子とシグナル伝達経路の解析から検討
している。IL-8 の発現誘導に関しては胃上皮細胞と T 細
胞とでは異なっており，現在，詳細なシグナル伝達経路
の解析を行っている。また，CD4＋T 細胞における H.
pylori 感染による CD69 発現制御機構についても解析を
行った。免疫組織染色を行い，H. pylori 陽性の慢性胃
炎症例の胃粘膜組織においてリンパ球やマクロファー
ジに CD69 の発現を検出した。Cag PAI 陽性 H. pylori
や CagA の分泌に重要な virD4 欠失株は Jurkat 細胞株
に CD69 の発現を誘導したが，cag PAI 欠失株は CD69 の
発現を誘導できなかった。H. pylori は PBMC や CD4＋T
細胞にも CD69 の発現を誘導した。H. pylori による CD69
遺伝子プロモーターの活性化は NF-κB 依存性であり，
プロモーター上の2つのNF-κB 結合配列が重要であった。
T 細胞における cag PAI 依存性の CD69 の発現誘導は H.
pylori の感染の持続に関与している可能性が示唆され
た(Mori et al. World J Gastroenterol.
2011;17:3691-3699)。
6. L. pneumophila 研究(森)
L. pneumophila はエアロゾルの吸入によって肺胞内に
到達し，肺胞マクロファージに貪色されるが，その殺菌
機構を逃れて，細胞質内で増殖する。L. pneumophila を
肺上皮細胞株に感染させると，マクロファージの走化性
因子であるMCP-1 のmRNA 発現や分泌が増強することを見
出した。この増強作用は鞭毛の構成タンパク質の一つで
ある flagellin 依存性であった。今後は MCP-1 遺伝子発
現制御機構について flagellin からのシグナル伝達経路
の解析を中心に研究を進めて行く予定である。

かった。MMP-1 は I 型コラーゲンを分解するコラゲナー
ゼ活性を有し，
細胞の浸潤機構に関与する。
したがって，
骨肉腫の肺転移には，MMP-1 による骨肉腫細胞の浸潤，
および肺への特異的転移機構の存在が示唆された。そこ
で本研究では，MMP-1 依存的な骨肉腫細胞の浸潤，およ
び骨肉腫細胞における MMP-1 遺伝子発現の転写制御機構
を解析した。143B の細胞浸潤は MMP-1 に依存しており，
MMP-1 遺伝子の発現にはプロモーターに存在する AP-1 結
合配列が重要であった。143B 細胞では AP-1 結合配列に
c-Jun と Fra-1 がヘテロ二量体を形成しており，
c-Jun/Fra-1 はリン酸化されていた。
c-Jun/Fra-1 の上流
キナーゼである JNK と ERK もリン酸化されており，各種
阻害剤や c-Jun/Fra-1 のノックダウンの実験結果より，
MAPK/AP-1/MMP-1 が肺高転移骨肉腫細胞の浸潤機構にお
いて重要な役割を果たしていることを明らかにした
(Kimura et al.BiochimBiophysActa.2011;1813:154353)。
b. 発症予防および治療薬の開発
カロテノイドである FX/FXOH，ペリジニン，β-カロテ
ン，アスタキサンチンについて骨肉腫細胞株に対する細
胞毒性を検討したところ，FX/FXOH とペリジニンに強い
細胞生存率抑制効果を認めた。FXOH は G1 期での細胞周
期停止とアポトーシスを誘導し，その機序は Akt の不活
化による細胞周期促進タンパク質やアポトーシス阻害タ
ンパク質の発現抑制であった。MMP-1 の発現抑制や細胞
浸潤・遊走の抑制効果も認め，マウスモデルにおける FX
の肺転移抑制効果や腫瘍増殖抑制効果を検証した。Akt
が治療標的となることが判明したため，デュアル
PI3K-mTOR 阻害剤 BEZ235 の新規治療薬としての可能性の
検討やフコイダンの抗骨肉腫効果についても解析を計画
している。
8. 渡り鳥での新興感染症病原体に対する抗体反応性解
析・評価(只野)
新大陸には存在しないとされていたウエストナイルウ
イルス(WNV)が，1999 年にニューヨークに侵入したのを
起点に，北米大陸では鳥類と蚊類の間で自然環を形成し
てしまい，中米を経て南米に分布域を拡大しつつある。
これまで，マイルドであると認識され軽視される傾向の
あった WNV の病原性であるが，北米大陸におけるアウト
ブレイクの経験から，WNV は鳥類に強い病原性を持ち，
ヒトやウマに対しても脳炎などの重篤な症状をひきおこ
す公衆衛生学上重要な人獣共通かつ節足動物媒介性の病
原ウイルスであることが再認識されるに至った。本ウイ
ルスの日本への侵入は未だ確認されていないが，いった
ん侵入すれば北米同様に自然環が容易に形成され，定着
してしまうことが危惧される。ウイルスの自然環で鳥類
は重要な増幅動物であり，長距離を移動できる渡り鳥は
侵淫地からのウイルスの運び屋となり得る。
日本に飛来してきた水鳥に WNV に対する抗体が検出さ
れたという報告がある。しかし，調査された水鳥は蚊類
が吸血活動しない冬期に捕獲されたもので，その陽性率

7. 骨肉腫研究(森，木村，六角)
a. 肺転移の分子機構
骨肉腫は骨原発性悪性腫瘍の中では最も発生頻度が高
い。骨肉腫の好発転移部位は肺であり，現在でも肺転移
の有無が予後を大きく左右する。まず，ヒト骨肉腫細胞
株 TE85 から樹立した肺高転移株 143B と肺低転移株
MNNG/HOS のマイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解
析を行った。その結果，MNNG/HOS に比べて 143B では，
MMP-1 の遺伝子発現が 100 倍以上増強していることが分
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も極めて低かった。それに対して，蚊類が吸血活動する
春から秋の時期に WNV 侵淫地から日本に飛来する渡り鳥，
たとえばシギやチドリ類の WNV 感染状況を知ることは非
常に重要である。また，北米における流行の経験から，
鳥類における WNV 感染は種によって比較的マイルドな感
染から致死的な感染まで様々であることが知られている。
WNV が日本に侵入して自然環を形成してしまった場合，
絶滅に瀕しているような希少鳥類に対する WNV の病原性
を前もって知っておくことも重要である。
本研究では(a)日本に飛来するシギ・チドリ類を捕獲し，
それらから得られる微量血液材料について，特異性と感
度の点において優れている中和試験で抗体を測定し，捕
獲された鳥類の WNV 感染状況を明らかにした。次に，(b)
鳥類由来初代培養細胞における WNV 増殖について解析し，
由来する鳥類個体に対するウイルスの病原性の指標とな
り得るか否かを検討した。
a. 渡り鳥(シギ・チドリ類)血液材料の中和試験
2009 年から 2011 年の 3 年間の調査期間に北海道東部
で捕獲されたシギ・チドリ類 (2009 年:152 個体，2010
年:145 個体，2011 年:110 個体)，2010 年に沖縄県に飛来
したシギ・チドリ類 77 個体，宮城県で 2010 年と 2011
年に捕獲されたオナガガモ(8 および 4 個体)，北海道に
て歩哨動物として飼育されたアイガモの検体が中和試験
に供された。その結果，すべての検体に WNV 抗体は検出
されず，本実験で検討した渡り鳥によるウイルスの持ち
込みの可能性は低いと考えられた。
b. 鳥類由来初代細胞の WNV 感受性試験
国立環境研究所から提供されたニワトリ，ハト，カラ
スおよびヤンバルクイナ由来細胞に WNV を接種・吸着さ
せ，経時的に培養上清を採取して培養液中に放出される
子孫ウイルスの感染価を測定した。
これまでの報告から，
他のフラビウイルスと比べて WNV の宿主域は極めて広く，
吸血性の蚊類さえ生息すれば存続可能であると思われた。
本研究でもニワトリ，ハト，カラスに由来するそれぞれ
の初代培養細胞は WNV を効率的に増殖させ，ウイルス感
染に耐過するニワトリと致死的感染するカラスの間の違
いを培養細胞レベルでクリアに再現することはできなか
った。しかし，ヤンバルクイナに由来する細胞ではウイ
ルスの増殖が，ほぼ制限されることが見出された。たと
え WNV が侵入してもヤンバルクイナは生き延びることが
できるのだろうか？そこで，抽出精製した WNV 遺伝子を
直接細胞内に導入する実験を試みたが，結果は上記感染
実験と同様に，細胞内における増殖過程のいずれかが制
限されると推察された。感染実験の結果を確認するため
に，再度の実験を試みたところ，わずかに増殖可能なヴ
ァリアントがウイルス材料中に存在することを見出した。
現在，ヤンバルクイナ由来細胞で増殖可能なヴァリアン
トの遺伝子塩基配列の決定を急いでいる。
9. 日本脳炎ウイルス(JEV)の疫学的研究-感染，侵入の
リスク評価の一環として-(斉藤)
a. 生態学的検討
191

JEV は蚊媒介性フラビウイルスに属し，近年，分布域
を拡大しているため，新興・再興感染症の病原体として
認識されている。JEV は蚊，鳥類，哺乳類での感染，増
殖が可能である人獣共通感染症であるため，気候や経済
活動を伴う環境要因が疾病の発生，分布域，ウイルスの
移動に大きく影響する。JEV により発症する日本脳炎に
は有効な治療薬はないため，サーベイランスによる現状
把握や，リスク評価が大変重要である。
当講座では，沖縄県の JEV の生態学的研究を長年に渡
り行なっている。沖縄県を含む日本において，媒介蚊の
激減，増幅動物であるブタの農場集約化，ワクチンの普
及により，
日本脳炎の患者は激減した。
特に沖縄県では，
日本脳炎の流行予測に用いられるブタの抗体保有率が，
2000 年以降低下し，JEV の活動低下が強く示唆されてい
た。しかし，2011 年に 13 年ぶりに沖縄島での患者発生
が報告され，JEV の生態変化の把握と，JEV 低活動状況下
のリスク評価が沖縄県で求められている。そのため，ヒ
ト，ブタ，野生哺乳類，鳥類，蚊での調査を行ない，生
態解明と，それに基づくリスク評価を試みている。
2011 年には，沖縄県中北部在住の未就学児童 189 名の
日本脳炎抗体保有状況と聞き取りによる疫学因子の検討
を行った。ワクチン接種歴有群と無群での中和抗体の保
有状況の顕著な差と，抗原性の異なる JEV 株，特にワク
チン株と野生株に対する中和動態に差が見られた。
また，
乳児における移行抗体を評価，
鑑別する方法が示された。
ワクチン接種歴無群での抗体保有状況から，JEV の自然
感染は低いが，存在していることが示されたため，さら
に検討を加える予定である。本研究は国立感染症情報セ
ンターとの共同研究である。
b. 分子疫学的研究
当講座には長年に渡り，沖縄島で分離した JEV の大変
貴重な生物学的試料がある。現在，多数の研究者により
JEV の遺伝的検討が行なわれ，データの蓄積がある
envelope タンパク質の全領域の遺伝子配列を決定し，沖
縄島の JEV の変遷，国内外の JEV 株との分子系統上の位
置関係を系統樹解析により検討している。1992 年以前の
検討した株全ては遺伝子型 3 型に属し，2002 年以降の株
全ては遺伝子型 1 型に属していた。したがって，この間
に外来性のウイルスが移入，定着し，沖縄島独自の分集
団を形成していることが明らかになった。また，1985 年
以降 1992 年までの株は沖縄島株に特有の分集団を形成
したが，同定点，同日に分離された株の中で，異なる分
集団に属し，アジア株に近縁な株が存在することが確認
された。JEV は RNA ウイルスであり，進化速度が速く，
また，沖縄島が地理的に島嶼であるため，沖縄島での解
析は JEV の遺伝的多様性，均一化を理解する手がかりに
なる可能性がある。また，ウイルスの移入，移出経路，
頻度等を類推することにより，JEV を含むフラビウイル
スのリスク評価も試みている。
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てきている。抗生物質に対する耐性菌の問題は今後も根
本的な解決法が見つかることなく続くと思われる。なぜ
なら，病原細菌のほうが我々人類よりもはるかに長い歴
史があり，その世代時間も圧倒的に短いからである。し
たがって抗生剤に対抗する手段を驚くほど早く獲得して
いく。もちろん抗生剤は現在もっとも強力な治療手段で
あることに変わりはないが，病原細菌の感染メカニズム
を明らかにしていきながら新しい治療薬，ワクチンとい
った様々な手段も考えていく必要があると思われる。

細菌学講座
A. 研究課題の概要
細菌学講座では病原細菌の感染の分子メカニズムとこ
れらの感染に対する宿主の応答機構を明らかにし，感染
や発症の制御に必要な技術的基盤を構築するための新し
い知見を取得することを目指している。病原細菌が惹き
起こす疾患(感染の結果)は臨床上明らかな特徴が出るも
のが多くわかりやすいが，感染から発症までにいたる分
子レベルでの機序は未だ不明な点が多いといえる。しか
しながら，病原細菌学の最近の進展によって，グラム陰
性細菌には特殊に分化した分泌装置が備わっており，こ
れによって様々な作用を持つ機能性タンパク質（エフェ
クター)が宿主細胞へ注入され感染が進行するという概
念が確立されてきた。これらエフェクターは単独で細胞
に外側から作用させても何も起こらないが宿主細胞内へ
直接注入させると細胞高次機能に直接介入していく。た
とえば細胞骨格制御系に作用し細胞に貪食作用を誘導す
ることによって細菌の細胞侵入を惹き起こす，あるいは
遺伝子発現系に干渉して宿主の炎症性サイトカイン産生
を抑制することによって宿主の防御システムを破綻させ
ることが明らかになってきた。この類いの研究にはエフ
ェクター機能と宿主標的分子の同定およびシグナル伝達
系の解析といった従来の細菌学を超えた研究スキルが必
要である。相手(宿主)があって初めて病気(感染症)がお
こる。したがって感染の成立を考える場合には病原体と
宿主の両面から解明していく必要がある。宿主の自然免
疫機構の分子機構が近年急速に明らかになるにつれ，病
原細菌の感染の初期過程すなわち細菌と宿主免疫担当細
胞が出会う場面における様々な事象が分子レベルで解析
できるようになってきた。多くの遺伝子欠損・導入マウ
スが作製され，これらのマウスあるいはその細胞を使う
ことによって感染における宿主因子機能の解析が可能で
ある。また，年を追うごとに様々な抗生剤耐性菌が現れ

具体的に以下の 2 テーマがある。
1. 粘膜病原細菌の感染と宿主免疫応答の分子機構
我々の研究室では，粘膜病原細菌(ビブリオ，エロモ
ナス，サイトロバクター等)の粘膜上皮付着，侵入とい
ったイベントの分子メカニズムの解明とそれに伴って
惹き起こされる宿主上皮細胞の炎症誘導性反応の研究，
また感染に対して最前線で戦うマクロファージや抗原
提示を行う樹状細胞といった貪食細胞に対する病原細
菌の攻撃・回避戦略や炎症誘導の機構を研究している。
さらに，得られた知見をもとに腸管感染症マウスモデル
の作成を行い，マウス及び各種遺伝子改変マウスを用い
ることによって，腸管感染症におけるサイトカインの誘
導，病態形成における宿主応答のメカニズムの解明を行
っている。その他に新しい動物感染モデルの作成や新規
ワクチン開発も視野に入れて研究にとりくんでいる。
2. 人獣共通感染症の原因菌であるレプトスピラの研究
亜熱帯地域である沖縄では，げっ歯類が宿主となり，
人に感染を起こすレプトスピラ感染症が全国に比べて高
頻度で報告されている。レプトスピラは遺伝子操作が難
しくその感染メカニズムや病原因子についてはまだ不明
な点が多いというのが現状である。そこで，病態形成に
関与する宿主応答のメカニズムを明らかにするためにマ
クロファージ等各種細胞に対する感染の様式を細胞生物
学的手法により解析する。また，マウス(各種遺伝子改変
マウスを含む)を用いた感染実験により感染における免
疫応答システムを明らかにしていく。
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OI11002: Toma C, Okura N, Takayama C, Suzuki T. Characteristic features of intracellular pathogenic (A)
Leptospira in infected murine macrophages. Cell Microbiol 2011;13:1783-92.
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医化学講座
A. 研究課題の概要
1. Ras 類縁分子 Rap2 を介する新規細胞内シグナル伝達
経路の探索と解析
細胞内シグナル伝達経路の構成分子群は，分子間結合
ドメインでネットワークを形成し多彩な細胞機能を時間
的･空間的に制御する。
私共は，
分子間結合を手がかりに，
未知の伝達経路と構成分子の機能を解明する探索研究を
進めている。
癌遺伝子産物でもある低分子量 G 蛋白質 Ras は，代表
的シグナル伝達分子として詳しく解析されている。Ras
は標的分子との結合により下流にシグナルを伝達するが，
標的分子 Raf は RBD と呼ばれる Ras 結合ドメインを持つ。
一方，私共は数年前に Yeast Two-Hybrid(YTH)スクリー
ニングで線虫から Ras の新規標的 plc210/plc-1/ PLCepsilon (PLCe)を見出し，ヒト PLCe も世界で最初に単離
した。PLCe は RBD に似た立体構造の Ras 結合ドメイン
(RAD)を持っていた。
そこで私共は RAD を欠く遺伝子変異
線虫を作成して，PLCe が実際に細胞内 Ca2+を介する生体
機能を制御することなどを示してきた [Kariya et al.,
Dev Biol 274, 201-10, 2004; Hiatt et al., MBC
20,3888-95,2009]。
Ras の類縁分子についても Rap1 をはじめとして機能解
明が進んでいるが，Rap1 の標的結合領域は Ras と同一で
ある。これに対し，機能不明であった Rap2 の標的結合領
域はアミノ酸が 1 つ異なる(F39)。そこで私共は Rap2 結
合分子を YTH やアフィニティー精製/質量分析で探索し，
Rap2 の特異標的を複数同定し機能を解析してきた
[Machida et al., JBC 279, 15711-4, 2004; Taira et al.,
JBC 279, 49488-96, 2004; Myagmar et al., BBRC 329,
1046-52, 2005; Nonaka et al., BBRC 377, 573-8, 2008]。
このうち 3 つの類縁キナーゼ(NIK, TNIK, MINK)の Rap2
結合ドメインは，
F39 を認識するが RBD や RAD を含まず，
Ras と結合しない。
この新規ドメインはヒトゲノム上 NIK,
TNIK, MINK 以外に無く，私共は Rap2-effector-kinases
(REK)1-3 とも呼ぶべきキナーゼ群を網羅したと考えて
いる。線虫 YTH でも Rap2-REK 系を見出しており，進化を
越えて保存された重要な系と考えているが，3 種の REK
を持つのは哺乳動物のみで，機能の分担と重複が認めら
れる。例えば海馬神経細胞で TNIK を足場とする Nedd4-1
により Rap2 がユビキチン化により不活化されると Rap2REK 系全体が機能を失うが，TNIK を排除して Nedd4-1 に
よる Rap2 の不活化を解除すると，TNIK が無くとも MINK
により Rap2-REK 系が機能することを明らかにした
[Kawabe et al., Neuron 65, 358-72, 2010]。
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Ras が｢MAP3K｣である Raf を標的として｢古典的｣MAP キ
ナーゼ ERK を制御するのに対し，Rap2 は｢MAP4K｣の REK
を標的として｢ストレス応答性｣MAP キナーゼ JNK を制御
する。これらの相違点のうち JNK の制御がよく引用され
るが，
私共は Rap2-REK 系の JNK 非依存的機能にも注目し
ている。特に，TNIK による細胞形態と接着の制御や，TNIK，
MINK による神経シナプス足場分子 TANC1 のリン酸化は
JNK 非依存的機能と考えている。また，Rap2 が PLCe を活
性化することが報告されているが，Rap2 は Ras の標的と
結合出来ても活性化出来ないことが多く，PLCe は例外的
な Rap2 標的かもしれない。最近では Rap2-REK 系による
Wnt 経路の制御もあいついで報告されている。
一方，
Rap2 は Ras と同様に C 末端が脂質修飾されるが，
私共はパルミチン酸修飾を受けた Rap2 がリサイクリン
グ小胞(RE)と呼ばれる細胞内小胞に局在すること，この
局在が細胞接着制御などTNIK のJNK 非依存的機能に必要
であることを見いだした [Uechi et al., BBRC 378,
732-7, 2009]。RE は小胞輸送のセンターの一種として細
胞膜やシナプスのシグナル伝達，細胞接着や運動など多
彩な細胞機能の調節に関与するため，引きつづき解析を
行っている。また，Rap2-REK 系に関与する分子群のコン
ディショナルノックアウ（cKO）マウスの作成も進めてお
り，完成したものから解析を開始している。
2. 臨床講座等との研究交流
上記 Rap2-REK 系の機能解析のために確立したプロテ
オーム・トランスクリプトーム解析法を，緑内障
[Shinzato et al., Ophthalmic Res 39, 330-7, 2007;
Miyara et al., Jpn J Ophthalmol 52 84-90, 2008]，
皮膚扁平上皮癌(cSCC)，皮膚リーシュマニア原虫症，子
宮頸癌などに応用してきた。cSCC は表皮ケラチノサイト
の形質転換に由来する。放置すると基底膜を超えて浸潤
癌となり，転移を含む深刻な予後に結びつく例が少なく
ないが，形質転換ケラチノサイトの浸潤･転移機構の詳
細は不明である。そこでマウスに移植しても転移能の低
い｢低転移株｣と低転移株由来の｢高転移株｣をプロテオ
ーム・トランスクリプトーム解析で比較したところ，高
転移株のみで単層上皮ケラチンペア(Krt8/18)の異所性
共発現が見出された。基底膜浸潤能を in vitro で評価
すると高転移株のみが基底膜浸潤能を示したが，低転移
株に Krt8/18 をレトロウイルスで共発現させると基底膜
浸潤能を獲得した。また，cSCC 症例について免疫組織染
色法で検討したところ，Krt8/18 の異所性共発現と基底
膜浸潤との間に有意な相関が認められた[Yamashiro et
al., BBRC 399, 365-72, 2010]。また，本学以外の施設
についても，沖縄科学技術研究基盤整備機構(沖縄科学
技術大学院大学, OIST)との交流も進めている(線虫、cKO
マウス等のモデル生物についての大学院共同演習科目
等)。
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在が確認されたことから分泌タンパクであることが明ら
かとなった。さらに, ヒトにおける胎盤組織内局在は, 合
胞体栄養膜細胞(syncytiotrophoblast)または 絨毛外栄
養膜細胞(extravillous cytotrophoblast)に確認してい
A. 研究課題の概要
る。これら基礎的実験をもとに仮説をたて, いくつかの検
証実験を行った結果, HERV-Fb1 タンパクは, 細胞融合を
当講座では, ヒトに関する分子遺伝学的研究のすべ
抑制する細胞融合抑制タンパクであることが明らかにな
てを研究対象としているが, 特にトランスポゾンの一つ
った。世界でこれまでに報告のない, 細胞融合を抑制する
であるヒト内在性レトロウイルス(HERV)に着目して研究
初めてのタンパクであることから , このタンパクを
を行っている。
Suppressyn と命名している。(現在投稿中)
HERV はヒトゲノム中の約 8%を占めており, 多くは変
Suppressyn は, 胎盤組織でみられる合胞体形成に関与
異や欠損により転写活性能を失っているが, 逆にウイル していることが示唆され, 妊娠中の胎盤形成維持に重要
ス粒子を作る能力を保持しているものも見出されている。 な働きを持つと考えられる。さらに,その特徴的な機能か
また, これら配列が, 進化の過程で宿主ゲノムに新規の ら, 胎盤の形成不全を伴う各種疾患への関与が示唆され
機能を付与するという, 重要な役割を果たしていること る。現在, Suppressyn タンパクの融合抑制メカニズムの
が明らかとなってきている。胎盤に発現する内在性レトロ 詳細な解析を進めており, これら各種胎盤性疾患との関
ウイルス由来タンパク syncytin-1 はそのひとつであり, 連を明らかにするため, 患者解析を計画している。本研究
胎盤における細胞融合(合胞体形成)に関与している。
解析は, ヒト胎盤の生理的機能だけにとどまらず, 生物
これまで, 我々は正常組織で発現している HERV の包括 学全般においても学術的な価値が予想される。このタンパ
的な探索・解析を行い, 胎盤で特異的に発現する HERV を クに関する抗体並びに詳細な知識・解析法を有するのは世
3 つ(HERV-Fb1, HERV-HML6c14, HERV-H7/F(XA34))同定し
界中で本研究室のみであり, 積極的な研究の推進, 報告
た。胎盤は HERV 発現においても DNA メチル化において
を行いたいと考えている。
も他の組織と異なった挙動を示す興味深い器官であり,
これら HERV の胎盤での何らかの役割(機能)が期待された。 2. 核局在型 HERV: HERV-HML6c14 の機能・構造解析
HERV-Fb1 に関しては,これまで報告のない新規の細胞融
HERV-HML6c14 mRNA には全長型とスプライス型があり,
合抑制タンパクであることを明らかにした。現在，より詳 培養細胞を用いた実験から全長型は核内に, スプライス
細な機能解析を進めるとともに, 胎盤の形成不全を伴う 型は主に細胞質に局在することが分かってきた。全長型に
ような各種疾患発症との関連を明らかにしようと考えて おける核内局在決定配列の同定を目的とし, その手始め
いる。HERV-HML6c14 はその転写産物が核内に局在する非 にスプライス・コンセンサス配列の変異による非スプライ
常に興味深い胎盤性 HERV である。ノンコーディング RNA スコンストラクトの作成を試みた。しかし, 新規のドナー
としての機能を推察しており, 詳細な構造・機能解析を進 サイトまたはアクセプターサイトの出現により, 16%程度
めている。
スプライス型を減少させることしかできなかった。現在は,
5 種類の欠損型のコンストラクトおよびそこから作られる
1. 細胞融合抑制タンパク・Suppressyn の機能解析
非スプライス型の転写物を検出できる各種プローブとの
我 々 は , 胎 盤 で の 強 い 遺 伝 子 発 現 を 特 徴 と す る 組み合わせにより, 核内局在決定配列同定の作業を進め
HERV-Fb1 に着目し, そのタンパクの機能解析を行った。 ている。
HERV-Fb1 の転写産物は, ウイルス配列のエンベロープ部
位に由来するスプライス型の 2.7kb の遺伝子であり, ゲ
内在性レトロウイルスの研究は, その解析の複雑さか
ノム配列は 21 番染色体(21q22.3)に座位する。また, この ら非常に労力のかかる研究課題である。しかし, 本講座が
遺伝子はヒトといくつかの霊長類ゲノムのみに存在し, これまで積み上げてきた研究成果がようやく具体的なも
マウス, ラット, 牛, など他のほ乳類にはその配列を見 のとなってきた。現在解析中のこれら胎盤性 HERV の生理
いだす事ができなかった。HERV 配列が霊長類の進化に寄 的な機能, 各種疾患への関与が明らかになれば, 疾患の
与したと考えられる一事象であり, 進化の面でも興味深 治療法, 診断法などの新しい側面への応用が可能になり,
い。さらに, このタンパクの発現と機能解析のため, 特異 産婦人科領域のみならず医学全般への貢献は重要なもの
的なポリ/モノクローナル抗体を作製し解析を進めた。ヒ になると考える。
ト絨毛細胞株由来の細胞を用いた発現解析から, 細胞中
に 14kDa の翻訳産物を確認し, また培養上清中にその存
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呼吸器では感染症の他に，肺癌，びまん性肺疾患（間
質性肺炎）
，気管支喘息，COPD（慢性閉塞性肺疾患）等さ
まざまな疾患に関して診療，及び研究を行っている。

A. 研究課題の概要

研究の概要
これまでブレオマイシン（BLM）肺炎モデルマウスを使
っての間質性肺炎，肺線維症の発症病態や治療法の研究
や，本邦では沖縄，九州に多い“HTLV-1”に 関連する肺
疾患，特に細気管支炎様陰影（DPB 様陰影）
”の病態・発
症機序に関する研究をトランスジェニックマウスを用い
た基礎研究や患者 BALF 検体を用いての臨床に即した研
究等を行ってきた。今後とも臨床研究，基礎研究ともに
ますます発展させていく予定である。
HTLV-1 関連肺疾患に関してはさらに症例数を重ね，詳
細な検討 を加えていく。
家族性間質性肺炎に関しては東
北大学，埼玉医大との共同研究（IPF/UIP の遺伝子解析
のための homozygosity fingerprinting 法等）
，東北大学
との共同研究（家族性間質性肺炎の SP-C 遺伝子等）を行
っている。また”
（生体）肺移植”可能な症例を早めに見
い出し，患者さんの QOL を高める.(これまでに 2 症例施
行済み。) その他広く“びまん性肺疾患”に関しての診
療，教育，研究を行っているところである。

1）呼吸器感染症の病態・疫学・治療に関する研究
呼吸器感染症の重症化の機序を分子レベルから解析す
る研究を行っている。レジオネラ肺炎における肺胞上皮
細胞障害の機序とその制御の重要性を報告した。自然免
疫における肺胞上皮細胞の役割について検討をすすめて
いる。
沖縄県における市中肺炎の疫学調査から,HTLV-1 感染
が危険因子となることを示した。透析患者における結核
の実態について検討報告した。
現在,国際ワクチン研究所
との共同研究による我が国における市中肺炎疫学調査を
行っている。また,那覇市医師会などと連携し,亜熱帯に
おけるインフルエンザの疫学調査を継続的に実施してい
る。
また,種々の新規抗菌薬の有用性に関する臨床試験に
参画している。
当科では全ての感染症において起炎菌の確定診断に注
力しているが，特に呼吸器感染症の起因病原体診断のた
めに multiplex PCR とマイクロチップ電気泳動装置を用
いて各種細菌，ウイルス，非定型病原体などの検出をお
こなっている．2012 年はヒト・メタニューモウイルスの
大量集団感染事例を診断し，詳細が不明な同感染症の病
態像を解析し報告した．

肺癌は年々増加しており，大学病院には常に肺癌患者
が入院している。当グループでは，主に進行肺癌患者を
担当しており，診断及びステージの決定を行った上で第
二外科（呼吸器外科）
，放射線科，麻酔科，整形外科など
の科と連携し，最善と考えられる治療を行っている。ま
た，必要に応じて，地域の医療機関とも連携している。
抗癌剤は毒性が強いため，その使用にあたっては十分
な経験を持つ医師のもとで適正に行うことが義務づけら
れている。最近，地方におけるがん治療成績の格差が問
題となっており（実際はそのような格差は少ないと思わ
れるが）
，がん治療専門家の養成が課題となっている。将
来的にはすべてのがん化学療法に精通した腫瘍内科医の
養成を行うことになるが，当面は各臓器の専門家ががん
診療に当たることになる。琉大病院は日本臨床腫瘍学会
専門医制度認定施設であり，希望があれば臨床腫瘍学会
専門医を取得できる体制を整えている。

2）HIV 感染症に関する基礎的および臨床的研究
当院は都道府県単位で指定されているエイズ中核拠点
病院としては西日本で最も多い 200 人強の患者の診療実
績がある。診療では感染症教室として日和見感染症の診
断に特に注力しており,臨床検査部および外科や病理部
との連携で高い確定診断率を達成している。国内初の症
例も数多く報告している。臨床研究では現在，HIV 領域
で 注 目 を 集 め る HIV Associated Neurocognitive
disorders の診断実績では国内トップであり，神経心理
検査および画像検査，バイオマーカーをの観点から数多
く報告しており,その成果は国内でも高く評価されてい
る。
ニューモシスチス肺炎における KL-6,βD グルカンの
血清マーカーの診断的意義も最初に報告した。基礎的研
究では免疫再構築症候群の病態生理,ＭＡＣ症の進展機
序を世界で初めて報告している。

消化器グループ
診断においては，内視鏡検査，消化管造影検査だけで
なく，超音波内視鏡検査や超音波内視鏡下穿刺術，拡大
内視鏡検査を行っている。早期癌であれば内視鏡的治療
（EMR，ESD）を行い，切除不能進行癌の場合は抗癌剤治
療および症状緩和（がん性疼痛管理）に務めている。切
除不能な進行胃癌や大腸癌に対しては日本および世界の
標準的抗癌剤治療を行い，食道癌においては放射線療
法・化学療法を中心に治療を行っている。
また癌患者個々
のニーズに応えられる診療をめざして，関連施設と連携

3）院内感染対策
感染対策室と共同して,インフルエンザ対策や種々の
院内感染対策について,その有効性を検証している。
イン
フルエンザでは予防内服の評価，百日咳では難しいとさ
れる抗体診断法を論文報告した．またレジオネラの病院
内環境汚染調査も定期的に論文報告している．
呼吸器グループ
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しながら外来治療を中心とした抗癌剤の投与も行ってい
る。標準的抗癌剤治療だけでなく，全国的な多施設共同
Phase I/II study にも参加し臨床試験薬の投与も行うな
ど，
最先端の臨床データに基づいた医療を実践している。
1)糞線虫症
糞線虫グループでは沖縄県における糞線虫の感染状況
とヒト T 細胞向性ウイルス 1 型（HTLV-1）の関連を検討
し,HTLV-1 感染者においては,非感染者と比較し,①有意
に糞線虫感染率が高い,②血清 IgE 値,末梢血好酸球数が
有意に低い,および③イベルメクチンによる駆虫率が有
意に低いことを明らかにした。HTLV-1 感染時には Th2
型の免疫応答が低下することにより,糞線虫の駆除に重
要である好酸球,および IgE の低下が引き起こされると
考えられた。
このような糞線虫の疫学的検討に加え,糞線虫が寄生
する十二指腸周囲の癌について検討を行い,糞線虫感染
者においては非感染者と比較し 2.7 倍胆道癌に罹患する
リスクがあることを明らかにした。
しかし,本来寄生虫はヒトと共存し生活するものであ
り,糞線虫に何らかの利点はないのであろうか。近年,自
己免疫が関与した疾患は増加の一途にある。その原因と
して衛生環境がよくなることにより免疫状態に変化が起
き自己免疫疾患,アレルギー疾患が起こるという
「衛生仮
説」が言われている。これまでに当グループでは肝臓に
おける自己免疫性疾患
（自己免疫性肝炎,原発性胆汁性肝
硬変,原発性硬化性胆管炎）
患者においては有意に糞線虫
陽性率が低いこと,および自己免疫が関与していると推
測されている炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎,クローン病）
においても糞線虫陽性率が低い傾向にあることを明らか
にしてきた。これらの結果は「衛生仮説」を支持するも
のである。
その他,重症および難治性糞線虫症の治療法を確立し,
重症例の画像所見の解析などもこれまで行ってきた。今
後は糞線虫感染時の免疫応答の性差に関し検討を行う予
定である。
2) H.pylori
沖縄県における消化性潰瘍（胃潰瘍・十二指腸潰瘍）
の比率は，本土とは異なり高齢者においても十二指腸潰
瘍の比率が高く，欧米と同様な傾向であることが知られ
ている。また，胃癌の死亡率，集団検診発見率において
は，本土平均の半分以下であり疾患構造が異なることが
指摘されている。
これらの上部消化管疾患における H.pylori の作用機
序は全世界的に解明されつつあり，大きく関与している
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ことは間違いない。われわれは，平成 4 年・7 年に一般
住民の H.pylori 感染率を本土と比較し感染率には有意
差が無いことを示した。感染率には差が無いのに疾患構
造が異なる？ H.pylori―宿主との免疫応答の違い・菌
体側（病原因子）の違い，双方の視点から研究を進めて
いる。
治療に関しては，
消化性潰瘍に対する HP 除菌療法はも
とより，MALT リンパ腫，内視鏡的粘膜切除術後・粘膜下
剥離術後の胃癌症例また特発性血小板減少性紫斑病に対
する除菌療法も取り組んでいる。1 次除菌失敗例に対す
る 2 次除菌に対しても患者さんの同意を得た上で積極的
に行っており，高い成功率を維持している。
3) 下部消化管
臨床・教育重視であるが，炎症性腸疾患の厚生労働省
研究班関連施設として研究活動も臨床研究を中心に活発
に行っている。独自に行っている難治性潰瘍性大腸炎に
対するスクラルファート混合ベクロメタゾン注腸療法や
免疫抑制剤・白血球除去療法の適切な使用，クローン病
に対する抗サイトカイン療法，大腸腫瘍における最新の
拡大内視鏡による pit pattern 診断を用いた質的診断の
向上と治療への応用などを主な研究テーマにしている。
基礎研究では潰瘍性大腸炎モデルの T cell receptor
knock out mouse を用いて，病因の根幹となる自己抗原
が大腸上皮内に存在する糖結合蛋白の galectin-4 であ
ることを初めて解明した。根本療法への突破口として更
に病態解明を図っていきたいと考えている。
4) 肝疾患
沖縄県はウイルス性肝疾患における肝炎ウイルスの分
布が日本本土と違い特徴的で，特に B 型肝炎ウイルスや
デルタ肝炎ウイルスに関する調査研究が行われている。
沖縄県における B 型肝炎ウイルス感染者の分布は特異
的で，ウイルス感染者の割合が日本全体の平均に比べて
高率であるにも関わらず，B 型慢性肝疾患（肝硬変・肝
癌）の死亡率が低率である。そのため B 型肝炎ウイルス
感染者におけるその自然経過や予後に関する研究を行っ
ている。また本邦では稀とされているデルタ肝炎ウイル
スの高浸淫地区も存在しているので，デルタ肝炎に関す
る臨床及び遺伝子検索を含めた疫学的特徴を明らかにす
るための調査研究などを行っている。非ウイルス性肝疾
患の研究としては，非アルコール性肝炎（NASH）や原発
性胆汁性肝硬変などの臨床研究を中心に行っている。ま
た実際の臨床としては大学病院だけでは十分な症例の経
験は不足しがちであるので，多数の症例を経験できるよ
うに関連病院との連携をとりながら行っている。

B. 研究業績
著
書
BD11001: 知念 寛, 金城福則: シクロスポリン持続静注療法. 炎症性腸疾患を日常診療で診る, 日比紀文, 久 (B)
松理一, 119-122, 羊土社, 東京, 2011.
BD11002: 藤田次郎: レスピラトリーキノロン系薬のメリットおよびデメリット. 改訂版 レスピラトリーキ (B)
ノロン系薬最前線, 渡辺 彰, 20-36, 株式会社ユニオンエース, 東京, 2011.
BD11003: 藤田次郎：感染症 最近の動向. 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, 188-193, 医 (B)
学書院, 東京, 2011.
BD11004: 金城福則: 腸チフス, パラチフス. 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, 202-203, (B)
医学書院, 東京, 2011.
BD11005: 比嘉 太: デング熱, デング出血熱. 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, 210, 医 (B)
学書院, 東京, 2011.
BD11006: 健山正男: レプトスピラ症(ワイル症候群). 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, (B)
213-214, 医学書院, 東京, 2011.
BD11007: 外間 昭: 糞線虫症. 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, 257-258, 医学書院, 東 (B)
京, 2011.
BD11008: 藤田次郎: 市中肺炎. 今日の治療指針 2011, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢, 279-281, 医学書院, (B)
東京, 2011.
BD11009: 藤田次郎: インフルエンザウイルス感染による急性肺損傷(薬剤耐性を含む). Annual Review 呼吸 (B)
器, 永井厚志, 巽 浩一郎, 桑野和善, 高橋和久, 97-105, 中外医学社, 東京, 2011.
BD11010: 藤田次郎: 非結核性抗酸菌症. 高齢者の肺炎, 松本慶蔵, 187-194, 医薬ジャーナル社, 大阪,2011.

(B)

BD11011: 藤田次郎: レジオネラ感染症. 感染症専門医テキスト 第Ⅰ部解説編, 日本感染症学会, 980-984,南 (B)
江堂, 2011.
BD11012: 藤田次郎: 院内肺炎. 感染症専門医テキスト 第Ⅰ部解説編, 日本感染症学会, 644-652,南江堂, (B)
2011.
BD11013: 健山正男: HTLV-1 感染症. 感染症専門医テキスト 第Ⅰ部解説編, 日本感染症学会, 839-841,南江堂, (B)
2011.
BD11014: 藤田次郎: 原因菌判明時, どの抗菌薬を, どのように, いつまでつかうのか？. ガイドラインサポ (B)
ート ハンドブック 呼吸器感染症, 河野 茂, 205-211,医薬ジャーナル社, 大阪, 2011.
BD11015: 藤田次郎: ウィークリーマンション滞在中に発熱, 頭痛, 下痢, 呼吸困難を発症した肺疾患者. 感 (B)
染症専門医テキスト 第Ⅱ部ケーススタディ編, 日本感染症学会, 218-233, 南江堂, 2011.
BD11016: 比嘉 太: 非定型肺炎の診断方法は？. ガイドラインサポート ハンドブック 呼吸器感染症, 河野 (B)
茂, 185-190,医薬ジャーナル社, 大阪, 2011.
BD11017: 藤田次郎: 肺炎・心不全で入院し, いったん軽快したものの入院後 18 日目に発熱, 膿性痰が出現し (B)
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た 78 歳女性. 感染症専門医テキスト 第Ⅱ部ケーススタディ編, 日本感染症学会, 270-276, 南江堂,
2011.
BD11018: 山城 剛: Ｂ型急性肝炎の最近の動向は？治療が必要な症例はどのようなものですか？. すべての内 (B)
科医に役立つ肝疾患Ｑ＆Ａ, 泉 並木, 黒崎雅之, 17-20, 羊土社, 2011.
BD11019: 山城 剛: 輸血によるウイルス性肝炎発症の動向はどうなっていますか？. すべての内科医に役立つ (B)
肝疾患Ｑ＆Ａ, 泉 並木, 黒崎雅之, 101-104, 羊土社, 2011.
BD11020: 比嘉 太: レジオネラ. 小児感染症学, 291-295, 2011.

(B)

BD11021: 藤田次郎: 図表で見る肺炎. 新しい診断と治療の ABC 肺炎, 藤田次郎, 最新医学社, 2011.

(B)

BD11022: 健山正男: De-escalation の昨今の話題. 新しい診断と治療の ABC 肺炎, 藤田次郎, 171-173, 最 (B)
新医学社, 2011.
BD11023: 比嘉 太: レジオネラ肺炎. 新しい診断と治療の ABC 肺炎, 藤田次郎, 190-195, 最新医学社, 2011. (B)
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心臓カテーテル検査の結果から, 糖尿病合併冠動脈疾患
患者の治療状況に関するデータベースを作成し, その結
果をふまえてコホート研究とハイリスク患者におけるラ
ンダム化臨床試験の研究計画を作成した。現在コホート
研究は約３５００例の症例を登録, ランダム化比較試験
は 2011 年開始した。

臨床薬理学講座
A. 研究課題の概要
1.遊離脂肪酸上昇ヒト血管内皮機能低下病態モデル(擬
似メタボリックシンドローム)における食塩摂取の影響
および抗アルドステロン薬の影響
これまで当研究室において脂肪製剤とヘパリンの同時
投与により血液中の遊離脂肪酸濃度を急速に上昇させる
と,若い健常者においても再現性高く血管内皮機能障害
とインスリン感受性の一時的な低下が出現し, メタボリ
ックシンドロームに類似した状態を呈することを確認し
てきた(Hypertension 2010)。このメタボリックシンドロ
ームを想定した遊離脂肪酸上昇ヒト実験モデルをひとつ
の薬効評価モデルとしてトランスレーショナルリサーチ
に活用している。本研究では若年高血圧患者を対象とし
て食塩負荷後および制限後に脂肪酸負荷を行い, 食塩摂
取が遊離脂肪酸による血管内皮機能低下に与える影響を
検討し, さらに二重盲検法で抗アルドステロン薬の内皮
機能改善作用を検討している。

4.ランダム化臨床試験の実施支援
琉球大学医学部附属病院の医師が研究代表者を務め
る多施設共同ランダム化臨床試験(OCTOPUS 試験, 主任
研究者血液浄化療法部 井関邦敏, OKINAWA 試験 内分
泌代謝内科 幸喜毅)の実施支援をおこなっている。専
任 CRC を施設に派遣し, 患者スクリーニング, 同意説
明, 患者登録, フォローアップ, 有害事象の報告など
を実施している。このような形の支援を行うことによ
り, 試験の円滑な進捗のみならず安全性の確保, 試験
の透明性の確保に貢献している。大学病院においてこ
のような形の臨床試験実施支援をおこなっているとこ
ろは少ない。
5.がん臨床試験の支援
CRC を派遣し, 臨床研究支援センターとして JCOG,
JGOG など医師主導型のがん臨床試験を支援している。
JGOG などが主催する CRC セミナー等に積極的に派遣し,
がん研究支援人材の育成に務めている

2.日本人本態性高血圧患者における利尿薬の糖尿病発
症リスクに関するランダム化臨床試験の実施と試験支
援人材の育成
利尿薬は降圧薬として, 心血管イベントリスクを減少
させるという多くのエビデンスを持ちながら, 糖尿病発
症リスク増大が懸念され, 使用頻度は低い。しかし利尿
薬は低用量を用いて, 適切な併用を行えば糖尿病発症リ
スクは決して増大せず, むしろ安価に降圧を達成できる
可能性がある。本研究はこの仮説を証明するための, 真
の医師主導型臨床試験である。日本高血圧学会が共催し
ている。またこの試験を実施しながら, 基盤となるデー
タセンターの設置, 臨床研究コーディネーター(CRC)や
データマネジャーの育成を行っている。日本にはようや
く治験の CRC は増えてきているが, 純粋な医師主導型臨
床試験の CRC はほとんどいない。本研究を通して６名の
CRC を育成し, 試験支援を推進している。大学医学部に
このような研究室は他にない。

6.医師における臨床研究のトレーニングプログラム提
供(専門研修センターと共催)
初学者を対象とし，プライマリケア領域の研究に焦点
をあてた春の慈恵医大との合同ワークショップ, デザ
イン, 解析などの実戦的な能力を涵養しようとする夏
のワークショップ, 」実際の研究をサポートするフォ
ローアップワークショップを実施している。
7.遊離脂肪酸による炎症反応亢進メカニズムの解明
肥満が高血圧や種々の動脈硬化性疾患と関連するこ
とは多くの疫学研究で明らかであるが, その機序につ
いては解明されていない点が多い。遊離脂肪酸(Free
Fatty Acids, 脂肪酸)は内蔵脂肪から遊離され, 骨格
筋でのインスリンを介した糖の取り込みを抑制し, 肝
臓での糖新生を亢進させるなど糖尿病発症を助長する
アディポサイトカインのひとつと考えられている。
我々
のグループはこれまで脂肪酸がヒト血管内皮機能を障
害することを報告してきたが, その機序は明らかでは
なかった。最近脂肪酸がヒト白血球を活性化し, それが
内皮機能低下に強く関連することを見いだし, 脂肪酸
上昇による炎症反応の亢進がその後の動脈硬化の進展
に関与している可能性が示唆された。本研究の目的は脂
肪酸による炎症反応亢進に関わるシグナルの解明であ
る。
近年, 炎症, 免疫のシグナル伝達に重要な役割を担
っている Toll-like receptor 4(TLR4)が活性化する際,

3.糖尿病合併冠動脈疾患のコホート研究, ランダム化
臨床試験の計画作成(厚生労働省科学研究費補助金によ
る研究, 主任研究者 植田真一郎)
糖尿病合併 CHD 患者が増加し, 日本人でも積極的なリ
スク管理が必要である。ハイリスク CHD 患者における積
極的脂質低下, 降圧療法は, 欧米では標準とされている
が, 本邦では一部適応外で, 我々の調査の結果, 専門医
の間にも十分に浸透していないことが判明した。積極的
治療の妥当性を問う RCT と, より広い範囲の患者に適用
できる, 真の effectiveness を証明する観察研究が必要
である。沖縄県基幹病院, 県外の共同研究施設において
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細胞膜の非カベオラ／ラフトからカベオラ／ラフトに
集積し, 下流（NFkB）へシグナルを伝達していること
が報告されている。TLR4 は血管内皮にも存在し, 血管
の炎症, 動脈硬化への進展に深く関与していると考え
られる。 TLR4 の代表的リガンドはリポ多糖類(LPS)が
知られているが, 最近の研究では血中の遊離脂肪酸が
TLR4 のリガンドとして働き, 脂質異常症における炎症,
動脈硬化を進展することが示唆されているが詳細は分
かっていない。
またカベオラ, ラフトには, NO 合成酵素や成長因子
受容体, Rho などの small G protein など, 様々なシグ
ナル伝達分子が活性化する際に集積, あるいは離散す
ることが知られている。
内皮型一酸化窒素(NO)合成酵素
eNOS はカベオラに局在し, caveolin-1 が eNOS 活性を抑
制することが知られており, 内皮機能障害にはカベオ
リン-1 の関与が想定される。事実, 松下はミネラルコ
ルチコイド受容体拮抗薬エプレレノンが MR 非依存的に
内皮細胞において caveolin-1 発現を低下させ, 血管内
皮機能を向上する結果を得ている。
本研究は LPS 刺激と同様に脂肪酸刺激が TLR4 活性化
を起こし, 下流へのシグナル伝達が生じるか, さらに
前述のエプレレノンやスタチン系薬剤のような
caveolin-1／カベオラを modulate する薬剤介入が TLR4
活性化にどのように影響するかを検証することを目的
とする。また, これまでに報告されている脂肪酸と炎
症に関係する報告では, 脂肪酸の飽和度の違いで異な
る結果が示されているが, 我々の脂肪酸によるヒト血
管内皮機能低下モデルの場合, 脂肪酸急性刺激となり,

脂肪酸の慢性的な作用とは異なることが考えられる。
従って脂肪酸急性刺激の際の脂肪酸の飽和度の違い,
あるいは酸化ストレス存在下における TLR4 を介するシ
グナル伝達を詳細に検討する。
8. ヒト血中マイクロパーティクルと血管内皮機能
メタボリックシンドロームにおける血管内皮機能障
害のメカニズムとマイクロパーティクルの関係を解明
し, さらにマイクロパーティクルに含まれる分子が血
管内皮機能のマーカーになり得るかをヒトおよび培養
細胞で検証することを目的とする。
真核細胞は細胞膜か
らマイクロパーティクル(MPs)とよばれる微少なベジク
ルを遊離する。MPs の量, 内包物や膜上分子からは, 由
来細胞の状態(活性化, 分化, 癌, 炎症, 老化, アポト
ーシスなど)を解析でき, また MPs を介した細胞間の
様々な情報伝達が起こっていることが近年分かってき
た。
血管内皮機能の異常は様々な心血管病の基礎病態で
あるため, その保護は心血管病の治療を考える上で鍵
となる。
ヒトへの脂肪酸全身投与は血管内皮機能を低下
させることは以前より報告されているが, その機序に
関しては諸説ある。本研究に先立ち予備実験として, 松
下はヒトへの脂肪酸投与が血中 MPs の量を上昇させ,
さらに MPs 内の分子群の存在比変化等を観察した。
本研
究では MPs と血管内皮機能の関係を, ヒト脂肪酸投与
実験系, 培養細胞(血管内皮細胞, 単球細胞等)実験系,
およびその組み合わせで明らかにし, 診断･治療への応
用を目指す。

B. 研究業績
著
書
OI11001: Tomiyama H, Higashi Y, Takase B, Node K, Sata M, Inoue T, Ishibashi Y, Ueda S, Shimada K, (A)
Yamashina A. Relationships among hyperuricemia, metabolic syndrome, and endothelial function.
Am J Hypertens. 2011;24:770-4.
OI11002: Matsuzaki M, Ogihara T, Umemoto S, Rakugi H, Matsuoka H, Shimada K, Abe K, Suzuki N, Eto T, (A)
Higaki J, Ito S, Kamiya A, Kikuchi K, Suzuki H, Tei C, Ohashi Y, Saruta T; Combination Therapy
of Hypertension to Prevent Cardiovascular Events Trial Group Prevention of cardiovascular
events with calcium channel blocker-based combination therapies in patients with hypertension:
a randomized controlled trial. J Hypertens. 2011;29:1649-59.
OI11003: Kageyama S, Ueda S, Mochizuki K, Miyakawa M, Sugawara M, Nakayama M, Ohashi Y, Saito I, Saruta (A)
T; OCEAN Study Group.Optimal Combination of Effective ANtihypertensives (OCEAN) study: a
prospective, randomized, open-label, blinded endpoint trial-rationale, design and results of
a pilot study in Japan. Hypertens Res. doi: 10.1038/hr.2011.178. Epub 2011 Nov 17.

原
著
RD11001: 根津 潤, 植田 真一郎: レニン・アンギオテンシン系阻害薬と 2 型糖尿病発症予防. ホルモンと臨 (C)
床, 73-79,東京, 2011.
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RD11002: 植田 真一郎: これからの降圧薬の使い方 臨床スタディからみた降圧薬のエビデンス Medical (C)
Practice, 28:832-838, 2011.
RD11003: 植田 真一郎: 臨床試験を継続すべきか中止すべきか？ 中間解析の意味と問題点 Heart View, (C)
2011;15:56-59,
RD11004: 植田 真一郎: EBM の基礎となる論文の落とし穴 麻酔, 60:277-84, 2011.
国際学会発表
PI11001: Mutoh-Matsushita A, Ueda S. The importance of lipid peroxidation in TLR4 activation by fatty
acids in endothelial cells. American Heart Association Scientific Sessions. Orlando.2011.

国内学会発表
PD11001: Mutoh-Matsushita A, Ueda S. Fatty acids can activate Toll-like receptor 4 only when peroxidised
but membrane alterative drugs inhibit the activation.
The US-Japan-Asia Dialogue on Cardiovascular Diseases and Young Investigator Competition.
Tokyo. 2011.
PD11002: 武藤(松下)明子, 植田 真一郎: 脂肪酸による Toll-like receptor 4 活性化における脂質過酸化の重
要性, 第 34 回日本高血圧学会総会, 2011, 栃木.

その他の刊行物
MI11001: Mutoh-Matsushita A, Ueda S. Circulation (Supplement), 2011; 124: A11714.
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(C)

協同で検討している。また，アデノシン三リン酸測定を
用いた手術時手洗いの評価，手洗い水，手袋のピンホー
ル，SUD(Single Use Device)の再使用，医療機器の洗浄
評価，プリオン病対策および手術室における針刺しの現
状と対策の検討を行っている。

手術部
A. 研究課題の概要
1. 手術室における医療安全(久田友治，具志堅興治，岡
山晴香)
リスクマネジメントの目的はエラーを発生させないか，
エラーが発生しても事故につながらないシステムを作る
事である。インシデントの報告から改善に繋がる例は多
く，当手術部においても手術関連のインシデントからシ
ステムの作成へと改善を進めている。最も必要性が高か
った対策は教育や指導であり，システムの見直しや新し
い方法の開発やその導入も必要である。具体的には，内
視鏡外科手術に用いる医療機器，
手術台，
無影灯の管理，
体内異物の遺残対策，手術におけるタイムアウトについ
て検討して報告した。また，全国国立大学病院手術部会
議幹事会の仕事として「手術用機器・設備の故障・事故」
等の検討を行っている。
2. 周術期の感染対策(久田友治，具志堅興治，岡山晴香)
手術部位感染(SSI)サーベイランスを実施して，
周術期
の感染対策が適切に行われているかを院内感染対策室と

3．手術部の効率的運営について(久田友治，具志堅興治，
岡山晴香)
急性期病院では手術件数増加への対応が必須であり,
手術部運営の効率化の指標について検討して報告した。
4．発展途上国を対象とした「感染看護教育プログラム」
の開発(基礎看護学分野との共同)
感染症は開発途上国においては依然として住民の健
康を脅かす極めて重要な問題の一つである。2001 年か
らラオス国において，MRSA を中心に院内耐性菌の動向
を調査してきた。2003～2005 年「看護職の院内感染に
対する意識と院内耐性菌の動向(科研費基盤研究(C)一
般 15592235)。2006～2008 年「発展途上国を対象とした
『感染看護教育プログラム』の開発」(科研費基盤研究
(C)18592319)。2009 年より「開発途上国における感染
看護教育プログラムの院内感染対策への実践的応用(科
研費基盤研究(C)21592699）」のテーマで，開発した感
染看護教育を対象国の医療従事者と協働で実施中であ
り，その効果を評価している。

B. 研究業績
原
著
OD11001: 久田友治, 太田光紀, 垣花シゲ: アデノシン三リン酸測定を用いた手術時手洗い評価の臨床的意
義. 環境感染誌, 26(2): 83-85, 2011.
OD11002: 久田友治, 佐藤一史, 畠山 登, 柴田 治, 中田精三: 手術部の医療機器故障に関する臨床工学技
士の役割. 手術医学, 32: 224-229, 2011.
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査-ラテックス手袋との比較-. 第 26 回日本環境感染学会, 横浜市, 2011.
PD11002: 久田友治: 手術室の医療機器の故障に関する臨床工学技士の役割. 第 86 回日本医療機器学会,
横浜市, 2011.
PD11003: 佐藤一史, 柴田 治, 畠山 登, 仁井内 浩, 久田友治: プリオン病ハイリスク手術に使用した器
材の取り扱い 国立大学病院へのアンケート結果. 第 86 回日本医療機器学会, 横浜市, 2011.
PD11004: 岡山晴香, 具志堅 興治, 久田友治: 内視鏡外科手術に用いる医療機器の管理. 第 151 回琉球医
学会総会, 西原町, 2011.
PD11005: 久田友治, 具志堅 興治, 岡山晴香: 内視鏡外科手術に用いる医療機器の故障とその対応. 第 33
回日本手術医学会, 鹿児島市, 2011.
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PD11006: 具志堅 興治, 久田友治, 岡山晴香, 宮城孝徳: 無影灯の故障とその対応. 第 33 回日本手術医学
会, 鹿児島市, 2011.
PD11007: 柴田 治, 久田友治, 佐藤一史, 畠山 登, 仁井内浩: 業者による手術台・無影灯の定期点検につ
いてのアンケート調査結果. 第 33 回日本手術医学会, 鹿児島市, 2011.
PD11008: 久田友治: 手術における遺残関連のインシデント. 第 6 回医療の質・安全学会, 東京都, 2011.

その他の刊行物
MD11001: 西村チエ子, 木村青史, 佐藤一史, 臼杵尚志, 久田友治: 第 48 回全国国立大学病院手術部会議
資料集 幹事会・看護師長研修会編 地区ブロック会議報告, 2011.
MD11002: 佐藤一史, 久田友治, 畠山 登, 柴田 治, 仁井内 浩: 手洗い水に関するアンケート調査. 第 48
回全国国立大学病院手術部会議資料集 幹事会・看護師長研修会編, 2011.
MD11003: 仁井内 浩, 久田友治, 佐藤一史, 柴田 治, 畠山 登: 体内異物遺残防止対策についてのアンケ
ート調査. 第 48 回全国国立大学病院手術部会議資料集 幹事会・看護師長研修会編, 2011.
MD11004: 久田友治, 柴田 治, 畠山 登, 佐藤一史, 仁井内 浩: 手術用機器・設備の故障・事故に関する調
査 2011. 第 48 回全国国立大学病院手術部会議資料集 幹事会・看護師長研修会編, 2011.
MD11005: 柴田 治, 久田友治, 佐藤一史, 畠山 登, 仁井内 浩: SUD(single use device)の再使用について
のアンケート調査. 第 48 回全国国立大学病院手術部会議資料集 幹事会・看護師長研修会編,
2011.
MD11006: 久田友治, 岡山晴香, 具志堅 興治, 宮城孝徳: 手術件数増加への対応と手術部運営の効率化の
指標（会議録）
．日本手術医学会誌, 32(3):239-240, 2011.
MD11007: 謝名堂 昌人, 宮城孝徳, 久田友治, 岡山晴香, 具志堅 興治: 当院におけるタイムアウトの実施
状況と適正な基準. 日本手術医学会誌, 32(2): 181-183, 2011.
MD11008: 柴田 治, 村田寛明, 三好 宏, 久田友治, 佐藤一史, 畠山 登: タイムアウトに関するアンケー
ト調査結果. 日本手術医学会誌, 32(2): 174-176, 2011.
MD11009: 岡山晴香, 久田友治, 具志堅 興治, 宮城孝徳, 謝名堂 昌人: アデノシン三リン酸(ATP)を用い
たグローブジュース法の開発. 日本手術医学会誌, 32(1): 60-61, 2011.

220

ルス・プロモーション教育の開発を検討する。

地域医療部

2. 医療倫理とナラティヴエシックスに関する研究（金
城隆展）
患者や家族の病いの経験に寄り添う倫理の研究が求め
られている。これまで医療倫理は伝統的な規範倫理学を
中心に展開されてきたが，そのような規範倫理学は主に
医療従事者の行為の正当性を示唆する役割を果たしてき
たものの，患者や家族の病いの経験に寄り添う倫理では
なかった。近年，患者・家族の生活世界に根ざした，地
域医療との親和性が高い倫理の方法論として，ナラティ
ヴエシックスが注目を集めている。地域医療部では，１）
ナラティヴエシックスの理論の研究，及び，２）ナラテ
ィヴの能力に関する研究を実施しており，今後は，ナラ
ティヴエシックスの方法論を確立した上で，地域医療教
育へのナラティヴエシックスの導入に関する研究を継続
して実施していく予定である。

A. 研究課題の概要
1. 地域医療教育に関する研究
(1)地域医療，地域枠に関する大学教員・自治体員・地
域現場医師の意識調査（武村克哉）
地域の医療ニーズに対応した医師育成に向けて，地域医
療，地域枠制度に関する大学教員・自治体職員・地域現
場医師の意識調査を行った。離島僻地において総合医，
専門医が共に必要とされていることがわかったが，
3者に
多少意識の違いがみられた。この結果を踏まえ，今後さ
らに3者連携を取り合い，
地域医療に貢献する医師育成の
ための教育・研修カリキュラム開発を実施する予定であ
る。
(2)地域医療教育とヘルス・プロモーションに関する調
査研究（共同研究）
医師は，個人の健康行動と健康の社会的決定要因の関
係を理解し，適切に対応することが求められる。ヘルス・
プロモーション教育は，健康の社会的決定要因に対する
学生の理解を深めることが期待される。また，地域医療
現場でのヘルス・プロモーション教育は，学生と教員が
地域医療現場で健康の社会的決定要因について討論する
機会を増やすことが予想される。我々は，日本の医学教
育におけるヘルス・プロモーション教育の現状について
調査を行った。この現状を踏まえ，今後より効果的なヘ

3. 医療倫理教育のカリキュラム作成に関する研究（金
城隆展）
医療者に対する医療倫理の継続教育のカリキュラム開
発が求められている。これまでの医療従事者に対する医
療倫理の教育は，外部講師による単発的な講義形式が一
般的であったが，琉球大学医学部附属病院では医療倫理
を専門とする専任を雇用することによって，医療倫理の
教育を継続的に提供することが可能となった。今後は多
忙な医療従事者に対するより効果的な医療倫理教育のカ
リキュラム開発の研究を実施していく予定である。

B. 研究業績
原
著
OI11001: Kinjo T, Morioka M. Narrative Responsibility and Moral Dilemma: A Case Study of a Family’ (A)
s Decisions about a Brain Dead Daughter. Theoretical Medicine and Bioethics. 2011;32(2): 91-99.
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25(6): 541-548, 2011.
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に関する報告. 琉球医学会誌, 30:61-67, 2011.
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42(Suppl):76,2011. 第 43 回日本医学教育学会大会, 広島, 2011.
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療の方向性に基づいた監査や追跡性に資する電子カルテ
の記述モデルに関する研究」を主任研究者として，そし
て平成 19 年度から平成 20 年度末までは厚生労働省医療
安全・医療技術評価総合研究事業において「診療ガイド
ラインによる診療内容確認に関する研究」の分担研究者
として，臨床思考過程モデルと診療経過モデルとを融合
した臨床思考診療経過モデルを考案するとともに，その
応用について研究を実施してきており，現在も継続して
いる。
その特徴は，意図と事由との明示にあって，これは
POMR の形式上の弱点を埋め合わせるものである。これに
よって証跡性や対係争対策が確保されることは言うに及
ばず，臨床における実践知の獲得と表出化，ならびに臨
床研究や臨床教育にも資すると期待される。

医療情報部
A. 研究課題の概要
1. Conceptual Framework in Traditional Medicine
(廣瀬康行，山本俊成)
伝統医学の再評価が注目されている今の国際情勢にお
ける知識処理に資する研究が必要とされている。
その研究を資するために ISO 17115 で定義された
Conceptual Framework に基づいて，伝統医学の書籍等の
情報リソースから本質とするコア構造の Conceptual
Model を UML により表現する。
さらに機械処理により情報リソースから情報要素を抽
出し，表現した Conceptual Model の被覆率と有用性を
評価する。
この Conceptual Model および知識処理の手法は，伝
統医学の国際標準化をはじめ，今後の伝統医学の知識表
現に貢献すると期待される。

3. Privilege Management and Access Control based on
Attribution and Attribute Certificate in Public Key
Infrastructure (廣瀬康行，山本俊成)
診療等の個人情報の交換と共有は，当然ながら患者情
報のプライバシー保護とセキュリティ管理について，十
二分に配慮しなければならない。このような状況の下，
平成 13 年から那覇市保健医療福祉ネットワークシステ
ム策定委員会に参画し，認証基盤整備の仕様策定ならび
にシステム導入に際する各種支援に努めている。
このシステムに関するデザインでは単に個人認証に留ま
らず，属性管理を活用しつつ権限管理とアクセス権を制
御しようとするものであり，さらにはこれを基盤として
施設認証をも視野に含めている点で新規であり，また時
代性を伴っている。

2. Clinical Thinking Process and Clinical Course
model (廣瀬康行)
平成 12 年度から平成 14 年度末まで厚生労働省医療技
術評価総合研究事業に端を発し，平成 15 年度から平成
16 年度末の厚生労働省医療技術評価総合研究事業では
「病名変遷と病名-診療行為連関を実現する電子カルテ
開発モデルに関する研究」の主任研究者として，また平
成17 年度から平成18 年度末での同研究事業において
「診
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国内学会発表
PD11001: 廣瀬康行: 知識の伝達と交換と活用のために用語から概念へ. 医療情報学, 31S:146-149, 鹿児島
市, 2011.
PD11002: 鳥居塚和生, 東郷俊宏, 廣瀬康行: 東アジア伝統医学(Traditional East Asian Medicine)における
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例，2010 年 14 例であった｡累積数も 189 例になった｡人
口比からは東京や大阪に続く頻度であり，緊急な対策が
必要である｡平成 22 年度は HIV 感染女性の妊娠管理を経
験した｡当診療科では拠点病院として，HIV 感染妊婦の管
理体制を整え準備している｡

周産母子センター
A. 研究課題の概要
Ⅰ. 産科･周産期医学
1. 頭位―骨盤位双胎に対する分娩様式の検討(金城忠
嗣，新田迅，正本仁，佐久本薫，青木陽一)
当科における第1 子頭位―第2 子骨盤位双胎の分娩方法
による新生児予後を検討し，経腟分娩の安全性と妥当性
について検討した｡当科では頭位―骨盤位双胎は，妊娠
36 週以降であること，両児ともに推定体重が 2,000g 以
上であること，両児で極端な体重差がないことを条件に
経腟分娩を試みてきた｡実際の経腟分娩を試みる際は,産
科医が 2 名以上,新生児専門医 2 名以上の立会い,緊急帝
王切開術の準備を行い,第 2 子娩出時の微弱陣痛に備え
て陣痛促進を準備し,胎位と心拍数確認のための超音波
診断装置の準備を行いながら分娩時管理を行っている｡
2000 年 1 月から 2009 年 12 月に当科で取り扱った頭位―
骨盤位の双胎 32 例を対象に診療録を後方視的に検討し
た｡経腟分娩と帝王切開術にて出生した新生児について，
短期予後の指標として第 2 子のｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ，臍帯動脈血
pH を比較検討した｡32 例のうち，19 例(52%)が帝王切開
術分娩で，13 例(41%)が経腟分娩であった｡帝王切開群の
うち，12 例(62%)が緊急手術であった｡帝切群では，初産
が 37%，分娩週数の中央値は 36 週，第 2 子のｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ
1 分値の 7 点未満は 4 例，ｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ 5 分値の 7 点未満は
1 例であった｡臍帯動脈血 pH 7.1 未満は見られなかった｡
経腟分娩群では，初産婦は 0%で全て経産婦であった｡分
娩週数の中央値は 37 週，第 2 子のｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ 1 分値 7 点
未満は 4 例であった｡ｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ 5 分値の 7 点未満は認め
なかった｡臍帯動脈血の低値例は見られなかった｡当科の
成績からは第2 子の体重が2,000g を超えていれば経腟分
娩でも新生児の短期予後は良好であり，現時点では方針
を大きく変更する必要性は見いだせなかった｡
2. HIV 感染妊婦の実態調査とその解析(佐久本薫)
平成 22 年度厚生労働省班研究｢HIV 感染妊婦とその出
生児の調査･解析および診療･支援体制の整備に関する総
合的研究｣(研究代表者:和田裕一)，その分担研究として
行われた臨床的研究｢HIV 感染妊婦とその出生児に関す
るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築および HIV 感染妊婦の疫学的･臨床的
上方解析｣(研究分担者:喜多恒和)に参加した｡平成 22 年
度産婦人科･小児科統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの更新により，
2010 年 3
月までに報告された HIV 感染妊娠数は 694 例におよぶこ
とが示され，52 例の母子感染例が報告されている｡妊娠
中も多剤による HAART 療法が行われるようになり，血中
ｳｨﾙｽ量が良好にｺﾝﾄﾛｰﾙされる例が増加している｡このよ
うな症例にこれまで行ってきた選択的帝王切開術を行う
べきか議論があるところである｡沖縄県の HIV 感染者
/AIDS 患者数は 2007 年 31 例，2008 年 24 例，2009 年 22
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3. 沖縄宮古島地区｢子どもの健康と環境に関する全国
調査｣(佐久本薫，衛生学･公衆衛生学講座青木一雄，育
成医学講座太田孝男との共同研究)
環境省は平成 22 年度から全国的なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして，
｢子どもの健康と環境に関する全国調査(ｴｺﾁﾙ調査)｣を計
画した｡全国で約 10 万人の母親とその子どもを対象に，
環境中の化学物質や生活習慣が子どもの成長や疾病にど
のような影響を及ぼすかを調査するものである｡3 年間
はﾘｸﾙｰﾄ期間で，13 歳まで出生児の追跡調査が行われる｡
ﾃﾞｰﾀ解析 5 年を含め，
21 年間続く国家的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄである｡
南九州･沖縄ﾕﾆｯﾄ(ﾕﾆｯﾄｾﾝﾀｰ長:遠藤文夫熊本大学教授)は，
全国 15 か所の地域の一つとして選ばれ，熊本，宮崎，沖
縄が含まれる｡琉球大学はｻﾌﾞﾕﾆｯﾄｾﾝﾀｰ(ｾﾝﾀｰ長:太田孝男，
調査責任者:青木一雄，
地域責任者:佐久本薫)を立ち上げ，
調査を沖縄宮古島市で行うことを決定した｡研究計画を
立案し，
学内の疫学調査倫理委員会の承認を得た｡沖縄県，
宮古島市，宮古福祉保険事務所，宮古島地区医師会の協
力を得て，
運営協議会を立ち上げた｡県立宮古病院産婦人
科，奥平産婦人科で出産する妊婦を対象に調査を行うこ
ととし，福祉保健所内に事務所を設置し，環境を整備し
た｡ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成を行い，宮古島市における調査手順
書を作成し，関係機関での連絡会を行った｡平成 23 年 2
月 1 日よりﾘｸﾙｰﾄを開始している｡多くの妊婦，その家族
の協力を得て宮古島市においてｴｺﾁﾙ調査が開始された｡
小児科への引き継ぎをｽﾑｰｽに行い長期的，国家的な疫学
調査が軌道に乗るように努力したいと考えている｡
4. 前置癒着胎盤に対する大動脈ﾊﾞﾙｰﾝ留置血流遮断術
に関する臨床的検討(正本仁, 大山拓真，金城忠嗣，青
木陽一)
前置癒着胎盤は産科疾患のなかで最も分娩時出血のﾘｽ
ｸが高く，近年でも母体死亡の報告が散見される｡癒着胎
盤症例の帝王切開時の止血対策として内腸骨動脈や子宮
動脈の結紮術，塞栓術，ﾊﾞﾙｰﾝによる血流遮断が報告され
ているが，それらを併用しても外腸骨動脈系からの豊富
な側副血行路のため出血 control が困難な症例があるこ
とが指摘されている｡当科では放射線科の協力のもと，
癒
着胎盤例の帝王切開時に，
腹部大動脈にﾊﾞﾙｰﾝを留置して
児娩出後に一時的に総腸骨動脈以下の血流遮断を行い，
術中出血量の減少を試みている｡前置癒着胎盤における
大動脈ﾊﾞﾙｰﾝ留置の治療成績について検討した｡
対象は当院で大動脈ﾊﾞﾙｰﾝを留置し帝王切開を行った
前置癒着胎盤の 5 例とし，術式，術中出血量と輸血量，
術後診断，合併症について調査した｡成績に関して，ﾊﾞﾙ
ｰﾝ挿入法については，
4 例は右大腿動脈からの Seldinger
法，1 例は大腿動脈 cut down を用いていた｡術式は，4

例が cesarean hysterectomy，1 例は子宮温存の方針とし
血流遮断下で胎盤用手剥離を試みた｡術中のﾊﾞﾙｰﾝによる
血流遮断時間は最高 82 分であった｡術中出血量の中央値
は 3300g，輸血に関しては，5 例中 2 例は自己血輸血のみ
行い，
残り 3 例は同種血輸血を要した｡術中所見および摘
出病理所見で評価した術後の最終診断は，付着胎盤が 1
例，嵌入胎盤 2 例，穿通胎盤が 2 例であった｡問題となる
術後合併症はいずれの例にも認めなかった｡結論として，
大動脈ﾊﾞﾙｰﾝ留置は前置癒着胎盤に対する治療選択肢に
なり得ることが示唆された｡今後は症例を増やし術式の
さらなる工夫や合併症率に関する検討を行なう｡
5. 抗ﾘﾝ脂質抗体症候群不育症に対する短期ﾍﾊﾟﾘﾝ療法
の試みと治療成績の検討(正本仁，青木陽一)
抗ﾘﾝ脂質抗体症候群(APAS)の不育症には，heparin と
低用量aspirin 併用療法が唯一evidence をもって有効な
治療法とされているが，治療期間に一定の見解がなく，
多くの施設で妊娠後期まで heparin 投与が行われている｡
当科では長期 heparin 注射の弊害を避けるため，2001 年
以降，従来妊娠 28 週まで行っていた heparin 投与を，既
往流産が妊娠 15 週未満の例では妊娠 16 週までとし，そ
れ以降は柴苓湯+低用量aspirin を28 週まで行っている｡
APAS の不育症に対する heparin+aspirin 療法の成績を検
討し，heparin の適正な投与期間についても考察した｡
3 回以上の流死産の既往を有する APAS 患者 39 妊娠を
対象とし，heparin 投与期間別の成績を検討するため，
対象を 28 週まで heparin+aspirin 療法を行った長期
heparin 群 (n=26 妊娠)，16 週までに heparin+aspirin
療法を終了し，以後は柴苓湯+aspirin 療法を 28 週まで
行った短期 heparin 群(n=13 妊娠)の 2 群に分けた｡治療
成績として対象全体の生児獲得，流死産率を調べ，さら
に長期 heparin 群，短期 heparin 群別のこれらの成績を
比較した｡成績としては，
全体の生児獲得率は 27/39 妊娠
で 69.2%であった｡流死産は計 12 例に認められたが，う
ち 3 例は絨毛染色体核型異常，1 例は胎児共存奇胎を示
し，これらは胎児因子によるものと推測された｡2 群の生
児獲得率の比較では，長期 heparin 群が 18/26 妊娠
(69.2%)，短期 heparin 群が 9/13 妊娠(69.2%)となり，両
群間に差を認めなかった｡なお短期 heparin 群の流産は
妊娠 8～14 週の流産で，全て heparin 投与中に発生して
おり，heparin 投与期間の短さが影響したものでは無か
った｡うち 1 例は絨毛染色体核型異常が判明し，
胎児因子
の流産であることが示唆された｡
これらの成績から，APAS 不育症に対する heparin+
aspirin 療法について，
1)約 70%の生児獲得率が見込める
有用な治療法であること，2)heparin の投与は，既往流
産週数の早い例では，
妊娠 16 週で終了しても有効である
ことが示唆された｡
6. 子宮頸管長短縮例の funneling 形態と早産ﾘｽｸの関連
についての検討(正本仁，大山拓真，青木陽一)
日本産婦人科学会の産婦人科診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは，経腟
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超音波上の頸管長短縮は高い早産率と関連することが示
されている｡しかし頸管 funneling の形態については言
及されておらず，早産率との関連についても一定の見解
がない｡子宮頸管長短縮例における funneling 形態と早
産率の関連を検討し，経腟超音波で funneling 形態を評
価することが早産ﾘｽｸの推測に有効か否かを検討した｡
2006 年から 2011 年までの期間に，妊娠 16～28 週で頸
管長が25mm 以下となり入院した61 例を対象とした｡方法
としては，入院時超音波で funneling が U 字型の例を U
群，V 字型例を V 群，funneling を認めず頸管短縮した例
を N 群とし，患者背景として入院時妊娠週数，入院時の
頸管培養と頸管顆粒球 elastase 値，既往早産を調べ，成
績としては分娩週数を調べた｡次いで 3 群間で患者背景，
分娩週数および妊娠 35 週未満早産率を比較した｡成績に
関しては，
3 群の症例数は各々U 群が 12 例，
V 群が 14 例，
N 群 35 例であった｡患者背景については，既往早産例の
割合が U 群 50%，V 群 14.3%，N 群 17.1%であり，3 群で有
意差を認め U 群で最も高率となっていた｡年齢，
入院時頸
管培養の GBS･腸内細菌陽性例の割合，頸管顆粒球ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ値には有意な違いを認めなかった｡入院時妊娠週数に
関しては U 群 24.4 週，V 群 24.5 週，N 群 24.9 週で，3
群で有意な差が無く，入院時の頸管長についても U 群
16.8mm，V 群 17.8mm，N 群 17.9mm で有意な差を認めなか
った｡平均の分娩週数に関しては，U 群が 33.2 週，V 群が
35.0 週，N 群が 36.4 週で，U 群は N 群に比べて有意に早
い週数での分娩となっており，
妊娠 35 週未満早産例の割
合については U 群が 7 例 58.3%，V 群が 4 例 28.6%，N 群
が 3 例 8.6%であり，3 群間でそれぞれ有意差を認め U 群
で最も高率となっていた｡最も早産率の高かった U 群に
おける 35 週未満早産 7 例中，胎盤，卵膜病理にて組織学
的絨毛羊膜炎所見を認めた例は 2 例のみであった｡
結論として，超音波での頸管観察では，頸管長のみで
はなく funneling の形態評価も重要で，U 字型は V 字型
や funneling の無い例に比べて早産ﾘｽｸが高いこと，
これ
らの違いは頸管炎や絨毛羊膜炎とは別の機序に由来する
可能性があることが示唆された｡
7. 75g OGTT 1 point 陽性例の妊娠予後に関する検討
(正本 仁，平良祐介，金城忠嗣，青木陽一)
2009 年に国際的に統一された妊娠糖尿病(GDM)の診断
基準が提唱され，本邦でも 2010 年に 75g ﾌﾞﾄﾞｳ糖負荷検
査 (75g OGTT)が 1 point でも陽性であれば GDM と診断す
る新基準が導入された｡しかし耐糖能異常の頻度や重症
度については人種差があり，日本人を対象とした妊娠中
75g OGTT 1 point 陽性例の妊娠予後に関する報告はまだ
少ない｡当科で経験した妊娠中 75g OGTT 1 point 陽性例
の無治療下での妊娠予後を検討し，本邦におけるその臨
床的特色について検討した｡
GDM 新診断基準導入前の期間である 2004 年から 2010
年 7 月までの間に，妊娠時 75gOGTT 施行例中，新診断基
準である負荷前 92 mg/dl，1 時間値 180 mg/dl，2 時間値
153 mg/dl の基準点を 1point のみ超えた例で，栄養代謝

関連の治療を受けた例を除いた残り 39 例を対象とした｡
方法は，後方視的に対象の分娩週数，分娩様式，児出生
体重，出生児の合併症について調査し，これらの成績か
ら 75g OGTT 1point 陽性妊婦の妊娠予後について検討し
た｡成績に関しては，対象 39 例のうち単胎妊娠は 36 例，
双胎妊娠は 3 例であった｡平均分娩週数は 39.0 週，早産
は 6 例に認めた｡分娩様式については経腟分娩が 22 例，
帝王切開例が 17 例であった｡帝王切開の適応に関しては，
児頭骨盤不均衡，巨大児，胎児機能不全，羊水過多とい
った GDM の合併症となりうる疾患が多く認められた｡出
生児は 42 例で平均出生体重は 3140g，Small for date
児が 2 例(4.8%)，Heavy for date (HFD)児が 13 例(31.0%)
で，
4000g 以上の児は 3 例(7.1%)認められた｡Apgar score
5 分値 7 点以下は 1 例(2.4%)のみであった｡出生児合併症
は 11 例(26.2%)に認められ，先天異常 2 例(4.8%)，遷延
する低血糖が 3 例(7.1%)，一過性多呼吸 5 例(11.9%)，胎
便吸引症候群が 1 例(2.4%)となっていた｡
結論として，75g OGTT 1point 陽性例でも GDM に関連
する合併症の増加が認められること，特に HFD 児分娩率
増加との関連性が強いことが示唆された｡
8. 妊娠高血圧症候群を発症した SLE 合併妊娠の臨床的
解析 (正本 仁，新垣精久，金城忠嗣，青木陽一)
systemic lupus erythematosus (SLE)は女性に発生率
が高く，妊娠との合併がしばしば経験される一方で，妊
娠高血圧症候群(PIH)の high risk とされている｡SLE 合
併妊娠の PIH について発生率，病型，患者背景，妊娠予
後や分娩後長期予後を解析し，その特徴を検討した｡
対象は SLE 合併の単胎妊娠のうち，
妊娠 22 週以降まで
継続した 25 例の 39 妊娠とした｡方法は，
まず全妊娠につ
いて PIH 発症率を調べ，
PIH 例における重症型と軽症型，
早発型と遅発型の占める割合をそれぞれ調べた｡次いで
対象を PIH 群と非 PIH 群に分け，妊娠予後および母体長
期予後を調べ両群で比較した｡これらの成績から SLE 合
併妊娠における PIH の臨床的特色を考察した｡成績とし
て 39 妊娠中 15 妊娠 (38.5%)に PIH が発症し，病型に関
しては重症型が 10/15 妊娠(66.7%)，早発型が 9/15 妊娠
(60%)とそれぞれ高率を占めていた｡早産率は PIH 群が
11/15 妊娠 (73.3%)，非 PIH 群 10/24 妊娠 (41.7%)，子
宮内胎児発育不全例は PIH 群が 8/15 妊娠 (53.3%)，非
PIH 群 5/24 妊娠 (20.8%)で，
PIH 群で有意に高かった (p
< 0.05)｡産褥 6 週間以内の SLE の再燃･増悪例に関しては，
非 PIH 群では 1/24 妊娠に PIH の再燃，1/24 妊娠に腎炎
の増悪を認めたのに対し，PIH 群では再燃が 3/15 妊娠，
腎炎の発症または増悪が 5/15 妊娠と，後者により多く
SLE 症状の再燃･増悪を認めていた｡症例あたりの分娩後
の長期予後については，PIH 群 (n=13)においては死亡が
1 例，腎不全 2 例，網膜静脈分枝閉塞による強度の視力
低下が 1 例，steroid 副作用の大腿骨頭壊死の増悪から
人工関節置換術を施行した例が 1 例あり，13 例中 5 例に
長期予後に関わる重大な後障害を認めた｡それに対し非
PIH 群 (n=12)では腎不全を 1 例に認めたが，これは妊娠
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前からの透析例で分娩後の増悪は認めなかった｡
今回の成績から，SLE 患者で PIH を発症する例は分娩
後の症状増悪のﾘｽｸが高く，
長期予後も不良である可能性
が示唆され，分娩後の長期の内科的 follow up が重要と
考えられた｡
Ⅱ. 生殖内分泌学
1. 体外受精･胚移植における新鮮胚移植と凍結融解胚移
植のﾗﾝﾀﾞﾑ比較試験(銘苅桂子，屋宜千晶，安里こずえ，
青木陽一)
近年の体外受精･胚移植の治療成績の向上には目覚まし
いものがあるが，未だ満足した妊娠率は得られていない｡
胚移植は，新鮮胚を移植し余剰胚は凍結され，新鮮胚で妊
娠成立しなかった場合に凍結融解胚移植を行う｡しかしな
がら，新鮮胚移植の際の子宮内膜は過剰な卵巣刺激により
高ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ状態にさらされている点や，着床時期である
implantation window と移植時期が同期していないことが
指摘されている｡融解胚移植においては，女性ﾎﾙﾓﾝを補充す
ることで implantation window と同期させるため，卵巣刺
激による着床への弊害を改善させる可能性がある｡そこで，
新鮮胚移植と融解胚移植をﾗﾝﾀﾞﾑ比較し，融解胚移植の有用
性について検討する｡
適応は体外受精･胚移植適応症例の初回周期で，
本治療
法の利点･欠点を十分に理解し，文書によるｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝ
ｾﾝﾄを得ていることとする｡その他，担当医師が本試験を
安全に実施するのに不適当と判断した症例は除外する｡
主評価指標(Primary endopoint)は胚移植あたり妊娠率，
着床率，生産率とし，副評価指標(Secondary endopoint)
は流産率，子宮外妊娠数，多胎率，有害事象の発生頻度
および程度とし研究を施行する｡
2. 当科における不妊新患症例の生児獲得における
IVF/ICSI の貢献度に関する検討(銘苅桂子，屋宜千晶，
安里こずえ，青木陽一)
IVF/ICSI の成績に関しては，その多くが周期あたりの
妊娠率で報告され，排卵誘発や IUI などを含めた不妊治
療施行群の中で，IVF/ICSI がどの程度生児獲得に貢献し
ているかどうかの報告は少ない｡当科を受診した不妊新
患症例の 2 年間の治療成績から，IVF/ICSI による生児獲
得率と，
どのような症例に対して IVF/ICSI が有用であっ
たかを明らかにする｡ 方法は，
2004 年～2008 年に当科を
受診した不妊症例 289 例のうち，
3 か月以上通院した 201
例について，初診から 2 年間に成立した妊娠転帰を後方
視 的 に 検 討し ， 不 妊原 因別 ， 年 齢 別 の IVF/ICSI ，
non-IVF/ICSI による生児獲得率を比較した｡不妊治療は，
原因に応じてﾀｲﾐﾝｸﾞ療法，排卵誘発，IUI，腹腔鏡･子宮
鏡手術，IVF を施行し，一般不妊治療で妊娠しない症例
に対しては IVF への step up を行った｡
初診から 2 年間の累積妊娠率は 59.7% (120 例)，累積
生児獲得率は 51.7% (104 例)であり，生児獲得に至った
治療の内訳は，ﾀｲﾐﾝｸﾞ療法 20.2%，排卵誘発 26.0%，IUI
28.8%，
IVF/ICSI 25%であった｡IVF/ICSI は 71 例 (35.3%)，

152 周期(20%)に施行され，
26 例 (36.6%)が生児を獲得し
た｡不妊原因別にみると，IVF/ICSI によって最も生児獲
得率が高かったのは男性因子であり(10/32 例，31.3%)，
排卵障害と原因不明不妊はそれぞれ 10.5% (6/57 例)，
5.8% (4/69 例)と低かった｡年齢に関しては，40 歳未満の
生児獲得率が IVF/ICSI により 41.2% (21/51 例)，
non-IVF/ICSI により 67% (73/109 例)であるのに対し，
40 歳 以 上 で は IVF/ICSI に よ り 26.7%(4/15 例 ) ，
non-IVF/ICSI により 18.8% (3/16 例)であった｡40 歳以上
では，40 歳未満との比較で IVF/ICSI による生児獲得率
が高かった｡
生児獲得例の 25%が IVF/ICSI によるものであり，特に
男性不妊症において IVF/ICSI が有用であり，40 歳以上
の症例においても有用である可能性がある｡
3. 両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術
の有用性に関する検討(銘苅桂子，屋宜千晶，安里こず
え，青木陽一)
両側卵管疎通性のある不妊症症例に対し，IVF か腹腔
鏡手術を行うかの明確な答えはない｡子宮卵管造影検査
にて，両側卵管疎通性のある不妊症症例に対する腹腔鏡
手術の有用性について明らかにすることを目的として研
究を行った｡ 1998 年 1 月～2008 年 12 月の期間に，不妊
症に対して腹腔鏡手術を施行した 178 例中，男性不妊，
卵管性不妊，子宮内膜症例(卵巣ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫を認めるも
の)を除外し，
両側卵管疎通性のある 95 例を対象とした｡
卵管造影検査にて両側卵管疎通性の確認後，排卵誘発，
人工授精を含む一般不妊治療 4～6 周期施行にて妊娠成
立しないものに腹腔鏡手術施行｡術後も 4～6 周期一般不
妊治療を追加施行した(腹腔鏡群)｡また，
腹腔鏡手術を施
行せずに原因不明因子で IVF を施行した群(IVF 群:2004
年～2007 年の期間に施行された 30～39 歳の 21 例，34
周期)と同年齢層のﾗﾊﾟﾛ群との妊娠率を比較した｡
腹腔鏡手術にて 68.4%(65/95)に異常所見を認め，その
内訳は内膜症 49 例，卵管癒着 43 例，両側卵管閉塞 4 例
であった(重複例あり)｡術後 10 周期までの累積妊娠率は
36.8% (35/95)で，術後 6 ヶ月以内に 88.5%(31/35)が妊
娠成立し，9 例が術後 2 回以上の妊娠成立，計 45 妊娠/35
分娩を認めた｡IVF 群(症例あたり IVF 回数は 2.5±1.6
回)とﾗﾊﾟﾛ群の症例あたり妊娠率はそれぞれ
50.0%(9/18)vs. 41.0%(32/78)と両群に有意差は認めな
いものの，IVF 群で高い傾向がみられたことから，両側
卵管に疎通性のある不妊症に対する腹腔鏡手術は，一般
不妊治療での妊娠を強く希望せず，IVF を選択する場合
は省略可能であると考えられる｡
4. 卵管性不妊症例に対する腹腔鏡手術+子宮鏡下選択
的卵管通水の有用性に関する検討(銘苅桂子，屋宜千晶，
安里こずえ，青木陽一)
IVF の発展により，
多くの卵管性不妊症例に対して IVF
を施行されるようになっているものの，卵管性不妊の正
確な診断が行われていない症例に関しては，適応外に
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IVF を施行される可能性がある｡また，手術と IVF の無作
為比較試験は存在せず，
どちらがより有用であるとのｴﾋﾞ
ﾃﾞﾝｽは存在しない｡当科では，
卵管性不妊が疑われる症例
に対して腹腔鏡手術を施行し，
通水ﾃｽﾄによる正確な卵管
閉塞の診断に引き続いて，閉塞卵管に対し子宮鏡下選択
的卵管通水(hysteroscopic tubal cannulation: HTC と
表記する)を施行し，
再疎通を試みている｡ 腹腔鏡手術に，
HTC を追加施行することの有用性を明らかにすることを
目的とした｡1998 年 1 月～2008 年 12 月の期間，HSG にて
片側または両側卵管間質部閉塞を認め，腹腔鏡手術を施
行した 61 症例を対象とした｡ そのうち，術中通水ﾃｽﾄに
て閉塞を確認した 35 例には HTC を追加施行した｡対象と
なった 61 例の平均年齢は 33.5±5.4 歳(24～45 歳)，平
均不妊期間は 4.2±2.8 年(1〜13 年)，原発性不妊は 24
例(39.3%)であった｡開腹既往のある症例は 10 例(26.2%)，
PID の既往があるものは6 例(9.8%)であった｡54 卵管に対
し HTC を施行し，卵管あたり再疎通率は 25.9%(14/54)，
症例あたり再疎通率は 37.1% (13/35) であった｡両側閉
塞であった 35 例中，両側再疎通を得られたのは 5.3 %
(1/19)，片側のみ再疎通を得られたものは 21.1(4/19)で
あった｡14 例(73.7%)は両側とも再疎通を得られず，術後
早期に IVF へ移行した｡片側閉塞であった 16 例中，両側
疎通を得られたのは 50%(8/16)であった｡片側閉塞卵管
の再疎通率(50%:8/16 卵管)は，両側閉塞卵管の再疎通率
(13.2%:6/38 卵管)に比較して有意に良好であった(p =
0.02)｡両側疎通群と，HTC 後両側疎通群，片側疎通群，
両側閉塞群にわけ，年齢，開腹手術の既往，PID の既往，
骨盤内癒着や子宮内膜症の頻度を比較した｡その結果，
骨
盤内癒着の頻度が両側疎通群で有意に頻度が低かったが，
それ以外の妊娠に影響する因子は 4 群間で差は認めなか
った｡通水ﾃｽﾄで両側疎通を認めた26 例中9 例(34.6%)に，
術後 1〜8 周期目の妊娠を認め，正期産 7 例，流産 2 例で
あった｡通水ﾃｽﾄにて片側閉塞であり，HTC で両側疎通と
なった 8 例中 3 例 (37.5%)に，1，2，7 周期目の妊娠を
認め，正期産 2 例，流産 1 例であった｡HTC にて片側閉塞
のままであった 8 例からは妊娠は認めなかった｡通水ﾃｽﾄ
で両側閉塞であり，HTC で両側疎通となった 1 例に 1 周
期目の妊娠を認めたが，卵管妊娠であった｡結論として，
通水ﾃｽﾄで両側卵管疎通性を認めた症例の妊娠率が良好
であることから，腹腔鏡手術にて卵管疎通性の診断を行
うことは有用である｡また，閉塞卵管に対する HTC 後，両
側の卵管再疎通を得られれば，良好な妊娠率を得られる
可能性がある｡
5. 軽症子宮内膜症が IVF-ET 成績に及ぼす影響に関す
る検討(銘苅桂子，屋宜千晶，安里 こずえ，青木陽一)
軽症子宮内膜症 (rASRM分類，Ⅰ期，Ⅱ期) が，IVF-ET
治療成績に及ぼす影響を検討する｡
方法)2004 年 1 月〜2008 年 12 月に，40 歳未満の原因不
明不妊に対し腹腔鏡検査を施行した 141 症例のうち，一
般不妊治療で妊娠成立せず，IVF-ET で治療した 35 例を
対象とした｡腹腔鏡検査で子宮内膜症が確認された場合，

病巣切除術を施行した｡軽症子宮内膜症を有した 18 例 34
周期を En+群，子宮内膜症を有しない 17 例 39 周期を En
‐群とし，両群の治療成績を後方視的に比較検討した｡
En+ と En‐群における平均年齢(33.9±3.5 歳 vs. 32.7
±4.3 歳，p=0.3)，不妊期間(4.5±3.4 年 vs. 5.0±3.0
年，p=0.65)，Basal FSH 値(10.3±4.3mIU/ml vs. 7.7
±1.5mIU/ml，p=0.069)，平均採卵数(7.9±4.1 個 vs.
10.0±5.5 個 p=0.065)，受精卵数(4.5±2.6 個 vs. 5.2
±4.1 個 p=0.44)に有意差を認めなかった｡HMG 使用量は
En+群で有意に多く(2208.1±407 IU vs.1984.1±338.1
IU，p=0.017)，受精卵あたり形態良好胚率は E‐群で有
意に高率であった (9.0% vs. 16.3%，p=0.044)｡En+群，E
‐群の胚移植あたり妊娠率はそれぞれ 29.4% vs. 41.0%
(p=0.3)，生児獲得率は 23.5% vs. 33.3% (p=0.36)であ
り，有意差は認めないものの，En(+)群で妊娠率，生児獲
得率ともに低い傾向を認めた｡また，En+群において，腹
腔鏡手術から 12 ｶ月以内･以後に採卵した場合の妊娠率
は，それぞれ 33% vs. 27% (p=0.71)と有意差を認めなか
った｡腹腔鏡下に切除された軽症子宮内膜症が，
妊娠率や
生児獲得率に与える影響は明らかでなかったが，卵巣反
応性の低下と胚の質の低下をきたすことが示唆された｡

が必要である｡

6. 帝王切開瘢痕部妊娠に対する MTX 局注療法(屋宜千晶，
安里こずえ，銘苅桂子，青木陽一)
帝王切開瘢痕部妊娠は異所性妊娠の稀な病態であるが，
近年の帝王切開率の上昇に伴い発生の報告は増加しつつ
ある｡早期に診断することにより，
妊孕能を温存する治療
も選択肢となり得るが，子宮破裂や大量出血などの予後
不良な経過を辿る可能性もある｡稀な病態ゆえに，
治療法
に関してはまだ統一された見解はない｡当科では原則的
に，帝王切開瘢痕部妊娠に対する初回治療として
Methotrexate(MTX)局注療法を選択し，
初回治療後は臨床
症状，血清 hCG 値の推移を注意深く観察し追加治療の必
要性を判断している｡これまで帝王切開瘢痕部妊娠と診
断した 7 例中 6 例で MTX 局注療法，血清 hCG 値が著明高
値であった 1 例で腹腔鏡手術を施行した｡7 例の診断時妊
娠週数は 4～8 週，血清 hCG 値は 4,970～93，892mIU/mL
であった｡初回治療としてMTX 局注療法を施行した6 例中，
血清 hCG 値が 34,165，
28,829mIU/mL であった 2 例で追加
治療を要した｡MTX 局注療法後の血清 hCG 値は初回治療か
ら 41～55 日で正常化し，
全例で子宮を温存することがで
きた｡全 7 例において，その後 5 例で計 7 妊娠が成立，5
妊娠が分娩に至り妊娠 36～38 週での予定帝王切開によ
り生児を獲得した｡初回治療として腹腔鏡手術を施行し
た症例では，妊娠経過中の子宮下部筋層の菲薄化は認め
なかったが，MTX 局注療法のみで治癒した症例では子宮
下部筋層は菲薄化していた｡帝王切開瘢痕部妊娠に対す
る MTX 局注療法は低侵襲であるが，治療期間が長期とな
り，特に血清 hCG 値が高値である症例においては追加治
療を念頭においた管理が必要であると考えられる｡また，
帝王切開瘢痕部妊娠治療後の妊娠においても，定期的な
創部の観察により子宮破裂を含む瘢痕部の合併症に注意
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7. 卵巣腫瘍と鑑別を要する骨盤内腫瘍の術前診断に関
する検討 (屋宜千晶，安里こずえ，銘苅桂子，青木陽一)
骨盤内腫瘍を認める場合，各種画像検査による診断技
術が進歩した現在においても正確な術前診断を行うこと
は困難な場合がある｡当科において，
術後診断が傍卵巣嚢
胞，卵管留水症，peritoneal inclusion cyst (PIC) で
あった症例について術前診断の正診度を検討した｡1995
年 1 月から 2009 年 12 月の期間に当科で手術を施行した
症例のうち，術後診断が傍卵巣嚢胞，卵管留水症，PIC
であった症例の患者背景，術前診断について診療記録を
後方視的に検討した｡尚，
肉眼的に卵管腫大がなく術中通
水ﾃｽﾄにより診断された卵管留水症の症例は除外した｡術
後診断は傍卵巣嚢胞であったものが 7 例，卵管留水症が
10 例，
PIC が 1 例であった｡術後診断が傍卵巣嚢胞であっ
た 7 例のうち 4 例は術前に卵巣嚢腫と診断され，2 例は
両側卵巣の委縮により，1 例は 30cm を超える巨大腫瘤に
より，1 例は妊娠子宮の増大により，それぞれ画像検査
上正常卵巣を同定することが困難であったことが，術前
診断を困難とした理由であったと考えられた｡術後診断
が卵管留水症であった10 例のうち2 例は卵巣嚢腫と診断
され，1 例は多発子宮筋腫のため子宮は臍高に達する大
きさで正常卵巣を同定できず，1 例は正常卵巣を認めた
ものの，腫瘍の辺縁に引き伸ばされるように存在し卵巣
由来の腫瘍と判断され，2 例とも腫瘍形態は非典型的で
あった｡PIC であった 1 例は開腹術の既往を有さず，MRI
にて多嚢胞性，内溶液は血液や粘液を含むﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫を
疑う所見であり，
正常卵巣は同定できなかった｡正しく術
前診断された症例の術前超音波，MRI 検査においては，
傍卵巣嚢胞は楕円または球形の形態を示し，腫瘍と近い
が離れた位置に正常卵巣実質を認めること，卵管留水症
では腫瘍の形態がｿｰｾｰｼﾞ様でありまた離れた位置に正常
卵巣を認めること，
といった特徴的な所見を有していた｡
結論として，術前画像検査において正常卵巣を確認でき
ない傍卵巣嚢胞，卵管留水症，PIC の術前診断は困難で
あり，術前からそれらの可能性を想定して治療方針を決
定しておく必要があると考えられる｡
8.IVF-ET 予定症例に対する，子宮内腔を圧排･変形させ
る病変の評価を目的とした子宮鏡検査の有用性につい
ての検討｡(屋宜千晶，安里こずえ，銘苅桂子，青木陽一)
2008 年 1 月から 2010 年 12 月までに，当科で初回の
IVF-ET 周期前に子宮鏡検査を施行した 69 例を対象とし，
経腟超音波，子宮鏡所見，指摘された異常の治療，及び
IVF-ET 治療成績に関して，診療記録を後方視的に検討し
た｡対象の年齢中央値 36 歳(27-45 歳)，
不妊期間中央値 3
年(1-12 年)，原発性不妊症は 39 例(56.5%)であった｡超
音波検査で内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ，粘膜下筋腫等の異常所見は 14
例 (20.3%) に認められた｡子宮鏡検査で，
長径 10mm を超
える内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟや突出度の高い粘膜下筋腫，中等度以上
の子宮内腔癒着等を認めた場合，IVF-ET 前の治療が必要

と判断した｡14 例中 5 例 (35.7%) に内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟが認めら
れ切除術が施行された｡また，9 例(64.3%)では治療を必
要とする異常は認められなかった｡超音波検査で異常を
認めなかった 55 例中，
子宮鏡検査により 2 例(3.6%)で異
常を指摘されたが，ｻｲｽﾞの小さな子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟであり
治療は不要と判断された｡症例あたり臨床的妊娠率は，
対
象全体で 52.2%(36/69 例)，超音波検査正常･子宮鏡検査
正常の群で 52.8%(28/53 例)，超音波検査正常･子宮鏡検
査で治療不要の群で 50%(1/2 例)，超音波検査異常･子宮
鏡検査で治療不要の群で 33.3%(3/9 例)，超音波検査異
常･子宮鏡検査で治療を要すると判断した群で 80%(4/5
例)であった｡IVF-ET 前の子宮鏡検査は，超音波検査で子
宮内に異常所見を認めない場合，異常を指摘できる頻度
は低く，意義は低いと思われる｡一方，超音波検査で異常
所見を認めた場合，治療適応の判断において有用である
と考えられる｡

手術を施行，左卵巣は捻転し暗赤色を呈しﾀﾞｸﾞﾗｽ窩に存
在していた｡一部生検し迅速病理検査にて悪性所見がな
いことを確認，MOE と判断し捻転解除術を施行｡術後卵巣
は正常大に復した｡症例 2 は 29 歳未経妊，間欠的な左下
腹部痛を主訴に受診，左卵巣が 7cm 大に腫大し同部位に
一致した圧痛を認めた｡MRI で腫大した卵巣内には小嚢
胞を 2 個認めるのみで明らかな腫瘍性病変はなく，造影
効果は保たれていた｡MOE，卵巣捻転の術前診断で捻転解
除術を施行｡一部組織を生検し MOE と診断した｡症例 3 は
30 歳未経妊，前医にて融解胚移植を施行し子宮内妊娠成
立となったが妊娠 6 週時に間欠的な下腹部痛が出現，
徐々に増強するため当院受診｡左卵巣が 7cm 大に腫大し 2
個の嚢胞を有するが明らかな腫瘍性病変は認めず，
ｶﾗｰﾄﾞ
ｯﾌﾟﾗｰにて血流は保たれていた｡腹腔鏡下卵巣捻転解除術
を施行し，生検にて腫瘍性病変はなく MOE と診断した｡
術後，卵巣は正常大となり現在妊娠継続中である｡3 例と
も下腹部痛を契機に卵巣捻転と診断され，超音波上複数
の嚢胞を取り囲むように卵巣実質の浮腫によると思われ
る充実部分を認めた｡捻転解除後，
充実部分は消失し卵巣
は正常大となった｡ MOE は画像上充実部分を認めること
から，悪性腫瘍を疑われ開腹手術，患側付属器切除が行
われることもある｡若年女性に好発するため，
過剰治療と
ならないよう術前診断の十分な検討が必要である｡

9.凍結融解胚移植の治療成績と妊娠転帰に関する検討
(屋宜千晶，安里こずえ，銘苅桂子，青木陽一)
凍結融解胚移植の治療成績向上により単一胚移植が増
加し，それにより多胎妊娠率は低下している｡従って，凍
結融解胚移植は最も重要な治療技術の一つとなり，周期
数も増加の一途をたどっている｡当科における新鮮胚移
植と凍結融解胚移植による妊娠の周産期予後を比較検討
し，胚凍結による周産期合併症や新生児予後への影響を
後方視的に検討した｡新鮮胚移植と凍結融解胚移植によ
る妊娠転帰を比較すると，両群間において生児獲得率，
流産率，異所性妊娠率，双胎妊娠率に有意差は認めなか
った｡周産期予後に関しては両群間で早産，
妊娠高血圧症
候群，出生体重，先天奇形，子宮内胎児発育遅延，NICU
入院の項目に関して有意差は認めなかったが，妊娠高血
圧症候群発生率は，新鮮胚移植に比較し凍結融解胚移植
群で高い傾向を認めた(8.7% vs. 25.0%)｡凍結融解胚移植
により，妊娠高血圧症候群発生率が上昇する可能性があ
るが，新生児予後は新鮮胚移植と同等で良好であった｡

11.子宮内膜症性卵巣嚢胞悪性化疑いにて開腹手術を施
行した症例の臨床的･画像的特徴の検討 (安里こずえ，
屋宜千晶 銘苅桂子，青木陽一)
子宮内膜症性卵巣嚢胞の悪性化の頻度は 0.7%と報告
されている｡画像的には，
子宮内膜症性卵巣嚢胞に合併し
た造影される壁在結節が，悪性化を示唆する有用な所見
と言われている｡しかし，
壁に付着した凝血塊と真の壁在
結節との区別が困難なことがあり，良性の子宮内膜症性
卵巣嚢胞に対して開腹手術を施行することも少なくない｡
そこで，術前診断が子宮内膜症性卵巣嚢胞悪性化の疑い
で開腹手術を施行され，術後病理で良性の診断となった
症例について，
臨床･画像所見を再検討しその特徴を明ら
かにすること目的として検討を行った｡6 例の平均年齢
は 41±1.6 歳(range 32-53)，前治療をうけたことがあ
る症例は 6 例中 1 例で，
低用量ﾋﾟﾙを 4 か月間使用してい
た｡CA125 の平均値は 119±42 IU/ml(range 25-226)，嚢
胞径の平均値は 58.9±12.7mm(range 39-86)，5/6 例
(83.3%)は片側性嚢胞であった｡超音波上，嚢胞内は子宮
内膜症性卵巣嚢胞に典型的なｽﾘｶﾞﾗｽ陰影を呈しており，
6
例全例に嚢胞内結節を認め，結節の大きさは 6-39mm 大，
扁平型が多く，全例高輝度な結節影として認められた｡
結節出現までの観察期間に関しては，6 例中 5 例が癌検
診で結節を伴う卵巣腫瘍を指摘されて当科に紹介になっ
たｹｰｽであり，それ以前の経過が不明であったが，残りの
1 例は当科初診時より 2 年の経過観察中に嚢胞内結節影
が出現した｡MRI では 3/6 例(50%)に shading の欠如を認
め，MRI での嚢胞内結節の造影効果は，嚢胞内が T1 高信
号で結節自体が同定できなかったものが 3 例，結節は同

10. Massive ovarian edema に関する検討 (屋宜千晶，
安里こずえ，銘苅桂子，青木陽一)
Massive ovarian edema (MOE)は，卵巣皮質の間質内浮
腫により卵巣が腫大する稀な病態で，ほとんどの症例で
は partial または intermittent な捻転が原因である｡若
年女性に好発し，画像上悪性腫瘍との鑑別が困難である
ことがあるため，適切な診断がなければ開腹手術や付属
器切除などの過剰治療が行われることがある｡当科で経
験した MOE の 3 例について検討した｡
症例 1 は 15 歳未経妊，下腹部痛，腰部痛を主訴に救急
受診｡圧痛部位と一致して MRI にてﾀﾞｸﾞﾗｽ窩に 11cm 大の
充実性腫瘍を認めるが胚細胞性腫瘍を疑わせる分葉状ﾊﾟ
ﾀｰﾝではなく，腫瘍ﾏｰｶｰの上昇も認めなかった｡受診当初
の MRI 上造影効果は不良であったが，8 日後の再検査時
には造影効果は保たれており完全な虚血には陥っていな
いものと思われた｡悪性腫瘍を完全には否定できず開腹
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定できるが造影効果が不明瞭なのが 1 例，造影効果を認
めなかったのが 1 例，喘息のため造影できなかったのが
1 例で，6 例中明らかな造影効果を認めた症例はおらず，
術後病理は全例良性の子宮内膜症性卵巣嚢胞の診断であ
った｡術前の画像検査にて結節と判断された部分は，
血塊
や間質の浮腫(3 例)，肉芽組織(2 例)，struma ovarii の
合併(1 例)であった｡子宮内膜症性卵巣嚢胞の良悪性を
区別するのに画像は鑑別の一助となるが，現時点で完全
に区別しうる方法はない｡造影効果のはっきりしない壁
在結節は悪性の可能性が低く，Dynamic subtraction
study を利用するなどの術前診断を行い，腹腔鏡手術を
含めたより低侵襲な手術を選択する必要があると思われ
る｡
12.IVF 妊娠における絨毛膜下血腫発生頻度とそのﾘｽｸ因
子 (安里こずえ，屋宜千晶，銘苅桂子，青木陽一)
絨毛膜下血腫は，初期および中期流産，常位胎盤早期
剥離あるいは早期破水の発生率を増加させ，周産期予後
に影響を与えるﾘｽｸ因子とされる｡IVF による妊娠では絨
毛膜下血腫の発生率が高い印象があり，IVF 治療が絨毛
膜下血腫形成の一因である可能性を考えた｡そこで，IVF
治療後妊娠では絨毛膜下血腫の発生頻度が上昇するのか，
またそのﾘｽｸ因子は何かを明らかにすることを目的とし
た｡2008 年 1 月～2011 年 5 月までの期間，当科で不妊治
療を施行し子宮内妊娠が成立した 160 例を，治療法別に
群分けし後方視的に検討した｡ﾀｲﾐﾝｸﾞ療法による妊娠を
A 群(40 例)，AIH による妊娠を B 群(58 例)，IVF による
妊娠を C 群(62 例)とし，各群での絨毛膜下血腫発生率を
比較し，絨毛膜下血腫発生のﾘｽｸ因子を検討した｡子宮内
に胎嚢を確認した時点で妊娠成立とし，妊娠成立してか
ら 22 週までに超音波で絨毛膜と子宮筋層との間に低輝
度領域を認めた場合を絨毛膜下血腫と診断した｡統計学
的検討はχ2 乗検定，Fisher 検定，t 検定を用い，p < 0.05
を統計学的有意差ありとした｡絨毛膜下血腫発生率は，A
群 7.5%(3/40 例)，B 群 15.5%(9/58 例)，C 群 21%(13/62
例)で，
C 群では A 群に比較し高い傾向を認めた(A vs. C，
p = 0.094)｡C 群における絨毛膜下血腫発生群(13 例)，非
発生群(49 例)の患者背景は，平均年齢(36 vs. 35 歳)，
平均不妊期間(5.4 vs. 3.8 年)，胚盤胞移植の有無(69.2
vs. 42.9%)，移植前の平均子宮内膜厚(11.5 vs. 11.7mm)，
移植前のﾎﾙﾓﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀ(E2 1063 vs. 2144 pg/ml，LH 9.9 vs.
6.8 IU/ml，P 0.46 vs. 0.76 IU/ml，P/E 比 0.97 vs. 0.90)
に有意差を認めなかった｡融解胚移植による妊娠の割合
は絨毛膜下血腫発生群で 69.2% (9/13 例)，非発生群で
28.6%と血腫発生群で有意に高かった(p=0.011)｡さらに，
新鮮胚移植と融解胚移植による妊娠での血腫発生率は，
それぞれ 10.3%，39.1%(p=0.011)と融解胚移植で有意に
高率であった｡絨毛膜下血腫例発生 25 症例の妊娠予後は，
初期流産 6 例，中期流産 2 例，早産 1 例，正期産 10 例，
妊娠継続中 4 例，lost follow 6 例であった｡
従って，IVF による妊娠では絨毛膜下血腫の発生が高率
となり，
融解胚移植はその一因であることが示唆された｡
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13. 委託研究 複合型光ﾌｧｲﾊﾞ技術を用いた医療機器(子
宮鏡･卵管鏡)による子宮内腔，卵管腔の観察(銘苅桂子，
屋宜千晶，安里こずえ，青木陽一)
日本原子力研究開発機構は，｢極細複合型光ﾌｧｲﾊﾞを用
いた内視鏡ｼｽﾃﾑ(特許第 4521528 号)｣をﾍﾞｰｽとしたﾚｰｻﾞｰ
医療機器に対して，画素数の増加，ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰによる画像
処理の追加，
ｵｰﾄ調節機能のついた光源機器を追加した機
器を開発した｡その開発機器を子宮鏡として用い，
子宮内
腔観察，診断精度に対する評価を行い，実地臨床での使
用が可能かどうかを判定する｡本医療機器は，
現行の軟性
子宮鏡に類似した機器であるが，直径が 1 mm と極細であ
ること，
また必要であればﾚｰｻﾞｰ照射も可能な機器である｡
琉球大学附属病院産婦人科外来を受診した子宮粘膜下筋
腫，子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ，子宮腔癒着症，不妊症患者で子宮
鏡検査が適応とされる患者に対し，通常診療において外
来で使用しているﾌｼﾞﾉﾝﾋｽﾃﾛﾌｧｲﾊﾞｰによる子宮鏡検査後，
当開発機器により子宮鏡検査を行い，①子宮腔画像の解
像度，②検査時間，③検査時合併症について比較検討す
る｡
Ⅲ.未熟児新生児 周産期医学
1. 小児･新生児における重症呼吸循環不全に対する治
療法の臨床応用と合併症予防に関する研究(吉田朝秀，
呉屋英樹，長崎拓，太田孝男)
体外式膜型人工肺(ECMO)は新生児遷延性肺高血圧症や
重症呼吸器疾患に用いられ，予後を改善してきた｡当ｾﾝﾀ
ｰでは平成 23 年度に胎便吸引症候群による呼吸障害 1 名
に ECMO 導入例があり，平成 12 年以来，通算 23 例中，17
例救命となった｡神経学的な予後の改善を目的として頸
動脈の cut-down を必要としない V-V ECMO や頸動脈の再
建を積極的に行なっている｡
重症呼吸障害に対し，
平成 13 年より導入した一酸化窒
素(NO)吸入療法は，平成 22 年より保健適応となった｡先
天性横隔膜ﾍﾙﾆｱの他，重症感染症や新生児仮死，未熟児
への導入が増え(平成 23 年 3 例，通算 44 例)，呼吸状態
の改善した症例を認めている｡
2. 新生児低酸素性虚血性脳症に対する脳低温療法の
有効性と安全性についての研究(吉田朝秀，長崎拓，呉
屋英樹，太田孝男)
新生児低酸素性虚血性脳症(HIE)は生命予後，
神経学的
予後の改善が遅れている疾患の一つである｡従来の循環
呼吸管理では脳の低酸素虚血後の再灌流によって生じる
二次的脳神経障害は回避されない｡
当ｾﾝﾀｰでは平成16 年9 月に本治療法の導入について当
院倫理委員会より承認を得て以来，症例を重ねて有効性
と安全性の検討を行っている｡現在，
新生児低体温療法は
ILCOR の蘇生法勧告 2010CoSTR に基づいて日本版ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝが提示されており，当院においてもﾚｼﾞｽﾄﾘｰへの登録を
開始している｡
3. 新生児における積極的栄養法とｱﾃﾞｨﾎﾟｻｲﾄｶｲﾝの関連

解析(吉田朝秀，太田孝男)
脂肪組織由来内分泌因子であるｱﾃﾞｨﾎﾟﾈｸﾁﾝ(Ad)は糖代
謝，脂質代謝へ関与し動脈壁の恒常性の維持という生理
作用をもつ｡早産児は多量体 Ad の分画のうち，HMW-Ad が
低い状態で出生しそれが修正満期まで継続し，修正満期
に達した早産群の PWV は正常群より高値であることを報
告した｡また，
出生体重へ早期に復帰した児の修正満期に
おける HMW-Ad が比較的高値である事を報告した｡近年早
産児の栄養法として，胎児期体重増加を目指した積極的
栄養法(早期経腸栄養+充分な経静脈栄養)を導入してお
り，その効果を生化学的指標や動脈壁硬化度の比較検討
を行ない心血管障害発症のﾘｽｸについてさらに検討する｡

ﾃﾞﾙとして未熟児網膜症発症要件と類似したﾏｳｽがよく用
いられる｡我々は ROP 発症にもｱﾃﾞｨﾎﾟｻｲﾄｶｲﾝが関係して
いる可能性を考え、
未熟児の出生後の体重変化(脂肪組織
の 発 達 ) と 未 熟 児 網 膜 症 の 関 連 を Bio-Plex 200TM
suspension aarray system(BIO-RAD、Inc)を用いて分子
生物学的機序について検討を加えている｡
5. 尿中ﾅﾄﾘｳﾑ排泄率(FENa)による未熟児動脈管開存症
(PDA)発症予測の検討 (呉屋英樹, 太田孝男)
PDA の発症と治療反応性の予測に関して､脳性ﾅﾄﾘｳﾑ利
尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(BNP)やﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝが有用との報告がある｡
我々は PG の間接的な指標として FENa を用いてその予測
因子としての有用性を検討している｡早産児の在胎週数
と FENa は負の相関関係を認め､PDA 治療群では FENa が高
値となる傾向があった｡今後､より早期に FENa を計測し
PDA 発症の予測や，ｲﾝﾀﾞｼﾝ等の治療効果の判定に対する
有用性を検討する。

4. 早産児における体重変化と未熟児網膜症(ROP)に関
する検討 (長崎拓, 太田孝男)
糖尿病性網膜症(DR)の発症にｱﾃﾞｨﾎﾟｻｲﾄｶｲﾝが関与して
いる可能性が示唆されており，DR 研究領域で実験動物ﾓ
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在徐々に全国の大学病院で分子病理学的な診断手法が取
り入れられつつある。そこで, 現在病理部においても分
子病理診断を行うための準備と検討に入ったところであ
る。

病理部
A. 研究課題の概要

2.腫瘍微小環境と腫瘍の上皮間葉変換との関連性の検
討
今まで腫瘍内浸潤単核食細胞（マクロファージ）の研
究に取り組んできたが, それを一歩進める形で現在腫
瘍の微小環境と腫瘍の上皮間葉変換との関連性の検討
をすべく, 準備検討に入ったところである。

1.免疫組織学的手法を用いた病理診断学の実践と分子
病理診断手法の構築
本部局においては, 現在積極的に抗体を用いたヒト組
織の染色を行うことで, 診断の精度向上に努めており,
今後もその質を向上させ診療に寄与してゆく。他方, 現

B. 研究業績
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myelolipoma の 1 例. 診断病理,28 (3):195-197,2011.07.

総
説
RD11001: 加藤誠也, 新垣和也, 松本裕文: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 心アミロイドーシス (C)
の病理. Cardiac Practice, 2011;22(3):190-196.
RD11002: 加藤誠也, 新垣和也, 松本裕文: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 心臓サルコイドーシ (C)
スの病理. Cardiac Practice, 2011,22(4):269-274.
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237

meeting,Orlando, Florida,April 2-6, 2011.
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者の QOL の面からも，診断・治療を目的とした内視鏡検
査の需要は今後ますます増加することが予測され, 当診
療部への期待もますます増大している。今後も，光学医
療診療部の開設理念に基づき，新しい治療法の開発・研
究を行いつつ診療レベルの向上をはかり, 癌やその他の
病気の早期発見と治療による患者の QOL の向上に努め，
地域社会へ貢献したい。
また，当院は卒後教育機関でもあり，日本消化器内視
鏡学会，日本消化器病学会，日本大腸肛門病学会，日本
消化器がん検診学会の認定指導施設として，その役割を
十分に果たしてきた。県内の消化器系認定医・専門医の
育成は当施設を中心に行われている。現在は，ラオス国
のセタティラート病院における消化管内視鏡診療も指
導・応援しており，県内だけでなく広く東南アジアを対
象とした数多くの優れた技術や知識を持った医師とコメ
ディカルの養成を行うことも目標の一つとしている。

光学医療診療部
A. 研究課題の概要
消化器系・呼吸器系の内視鏡検査は，従来は主として
診断を目的に行われていた。しかし，近年は，特に消化
器系の分野においては，従来外科的手術が行われていた
悪性腫瘍や前癌病変に対しても，内視鏡的治療が積極的
に行われ，わが国でも症例数が著しく増加している。こ
のような情勢下にあって，医療施設における内視鏡部門
の充実，内視鏡診断・治療の発展は，国民への高度で質
の良い医療の提供のみでなく，医療費の削減にも貢献す
ることが期待されている。
近年の高齢化社会や疾病構造の変化に伴い，また，患
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関節症などの関節疾患に対する治療としては一般的なも
のとなっている。当院でもこれまで多くの人工股関節置
換術や人工膝関節置換術が行われている。リハビリテー
ション部では術前より関節可動域や筋力のほか歩行能力,
ADL, QOLを評価し, 下肢人工関節置換術後の長期成績を
評価検討している。

リハビリテーション部
A. 研究課題の概要
1. 麻痺による足部変形の治療効果 (金谷文則, 岸本幸
明, 加藤貴子)
脳性麻痺や脳卒中, 二分脊椎, 係留脊髄症候群などに
よって生じる症状の一つに足部の変形がある。足部の変
形は患者の歩行能力に直接的に関与し, 日常生活動作
(Activity of Daily Living：ADL)や生活の質(Quality Of
Life：QOL)に影響を与える。変形に対する治療には関節
可動域訓練などの理学療法や装具療法, 筋弛緩薬の内服
や神経ブロック(ボツリヌス毒素等)などの薬物療法, 腱
延長術や腱移行術, 関節固定術などの手術療法が代表的
である。リハビリテーション部では患者の身体機能評価
(関節可動域, 筋力など)を行い, リハビリテーション開
始時の評価をもとにその治療効果を検討している。身体
機能のみではなく, ADLやQOLの評価を行い足部変形の治
療が患者の生活に及ぼす効果も同時に検討している。

3. 関節リウマチ患者の人工肘関節置換術とADL, QOL
(金谷文則, 岸本幸明, 加藤貴子)
近年関節リウマチによる肘関節の変形や疼痛に対する
治療として人工肘関節置換術が行われるようになってき
ている。肘関節の機能改善によりリーチ動作が改善し,
上肢機能全体の向上, ADL動作の改善が得られる。リハビ
リテーション部では術前より関節可動域や筋力, 疼痛の
ほか上肢機能評価, ADL, QOLを評価し, 人工肘関節置換
術の手術前後の変化を評価検討している。
4. 高齢者の嚥下障害スクリーニング検査 (岸本幸明,
加藤貴子)
肺炎はがん, 心臓病, 脳卒中についで死亡原因の第4
位である。またその死亡者の約95％が65歳以上の高齢者
である。最近の研究では高齢者肺炎の主な原因は誤嚥性
肺炎であるといわれている。嚥下障害のスクリーニング
検査を老人保健施設の協力を得て行い, 肺炎の既往や新
たな発生との関連を検討する。

2. 下肢人工関節置換術後の歩行, ADL, QOL (金谷文則,
岸本幸明, 加藤貴子)
股関節や膝関節の人工関節は, 関節リウマチや変形性

B. 研究業績
国内学会発表
PD11001: 岸本幸明, 堀苑英寛, 金谷文則：RA の伸筋腱皮下断裂再建術後のリハビリテーションと術後成績
-減張位運動訓練と従来法の比較-. 第 48 回日本リハビリテーション医学会学術集会, 2011.11.3.
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(GFJ)併用時においても，AJ と同程度の阻害効果を示し，
立体選択的体内動態に寄与することが示された。

薬剤部
A. 研究課題の概要
1.グレープフルーツジュースと薬物との相互作用
1991 年 Bailey らにより報告された DHP 系 Ca 拮抗薬フ
ェロジピンとグレープフルーツジュース(GFJ)との相互
作用は，主に GFJ 成分による肝臓ではなく消化管(小腸)
の主要薬物代謝酵素 cytochrome P450 (CYP) 3A4 の相互
作用を特徴とする。これらが実際に臨床に起こる可能性
を考慮し，汎用される医薬品が GFJ とともに引用した場
合の薬物動態学的または薬理学的解析を行い，GFJ によ
る影響を検討した。
2.プロトンポンプ阻害薬(PPIs)の高感度定量法の確立
と，PPIs のキラルな体内動態に CYP2C19 遺伝子多型が与
える影響の解析
PPIs は H.Pylori 陽性の胃・十二指腸潰瘍を始めとす
る消化管疾患に広く用いられており，その治療効果は薬
物血中濃度- 時間曲線下面積(AUC)に比例する。PPIs は
構造中心部にキラル中心を有し，オメプラゾール，ラン
ソプラゾール，ラベプラゾールは(R)-，(S)-エナンチオ
マーを等量混合するラセミ医薬品として用いられている。
これら PPIs の薬物代謝には CYP2C19 が関与し，この
CYP2C19 には SNPs(一塩基多型)による遺伝子多型が知ら
れ，日本人の約 20%は代謝欠損型とされる。
本研究では，オメプラゾールのキラルな体内動態に
CYP2C19 遺伝子多型が及ぼす影響を検討するため，簡便
かつ迅速な測定を可能とするキラルな HPLC 定量法を確
立した。この測定法を用いて，ラセミ体投与後のオメプ
ラゾールのキラルな体内動態は，(R)-，(S)-エナンチオ
マー間では異なる挙動を示すことを見いだした。特に，
CYP2C19 の 主 代 謝 物 で あ る 5- 水 酸 化 体 の 生 成 は
(R)->>(S)-であり，AUC の比較では，(R)-エナンチオマ
ーが，より CYP2C19 遺伝子多型を反映することを見出し
た。
3.薬物トランスポーターが関連する薬物相互作用
薬物トランスポーターは CYP とともに臨床での薬物相
互作用の決定因子であることが数多く報告されている。
フェキソフェナジン(FEX)は(R)-，
(S)-エナンチオマーを
等量混合するラセミ医薬品であるが，エナンチオマーご
との薬理活性は同一だが，
体内動態は異なる挙動を示す。
我々はこれまでに，このキラルな動態には，P-糖タンパ
ク質(P-gp)が重要な役割を果たすことを見出した。
次に，
小腸における取り込みトランスポーターである，OATP ト
ラスポーターの関与を検討し，小腸の FEX 取り込みには
OATP2B1 阻害作用を持つアップルジュース(AJ)併用によ
り立体選択的な影響を及ぼすことを見出した。また，
OATP1A2 阻害作用を持つグレープフルーツジュース
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4.ワルファリンの PK/PD に関与する遺伝子多型の影響の
解明
ワルファリンは(R)-，(S)-エナンチオマーを等量混合
するラセミ医薬品であるが，その薬理活性は(S)-エナン
チオマーが(R)-体の 3～5 倍高いとされ，
体内動態を規定
する因子として CYP2C9 が知られる。また，薬理活性の規
定因子としては，ビタミン K エポキシド還元酵素複合体
I (VKORC1)が知られ，それぞれ遺伝子多型が報告されて
いる。我々はこれまでに，ワルファリンのキラルな高感
度測定法を確立し，ワルファリンの PK/PD に関する代謝
酵素遺伝子多型に関連した薬物相互作用の検討を行って
きた。一方で，高齢者においては，生理機能の低下から，
薬物代謝酵素活性の減弱も考えられ，非遺伝子多型因子
の関与も予測されることから PK/PD 関連酵素の遺伝子多
型と合わせて検討を行った。その結果，(S)-ワルファリ
ンの血中濃度および INR には，
VKORC1 遺伝子多型，
年齢，
体重が有意に寄与することを見出した。
5.非定形抗精神病薬の薬物相互作用の解明
抗精神病薬アリピプラゾール(ARI)dehydrogenation
を受け、活性代謝産物デハイドロアリピプラゾール
(DARI)が生成される。DARI は ARI と同等の薬理活性を有
し，ARI と DARI の合計である active moiety が抗精神病
作用に関与すると考えられている。ARI と DARI の代謝に
は CYP2D6 が関与しており，CYP2D6 にはその酵素活性を
消失させる変異遺伝子 CYP2D6*5(*5), CYP2D6 *14 (*14)
や酵素活性を低下させる CYP2D6*10(*10)が存在する，
*10 は東洋人で約 50%と高頻度で，CYP2D6 活性の個人差
に大きく関与している。そこで本研究では，*10 が ARI
と DARI の定常状態血漿濃度(Css)に与える影響を検討し
た結果，*10 は ARI と active moiety の Css に影響を与
えることが示唆された。
6.PK/PD 理論に基づいた TDM 適正実施の検討
薬物治療モニタリング(TDM)はこれまでに, 薬物動態
学(PK)的パラメーターである血中濃度のみを用いた解析
が主流であったが，近年，抗菌薬適正使用においては，
細菌の耐性化から，薬力学(PD)的パラメーターである最
小発育阻止濃度(MIC)を加味した解析が必要とされる様
になってきた。当院における TDM 対象抗菌薬である塩酸
バンコマイシン(VCM)は，PK/PD パラメーターである
AUC/MIC が治療効果と相関することが知られており，
PK/PD 解析を可能とする専用の解析ソフトも登場してき
た。本研究では，当院における PK/PD パラメーターを用
いた VCM-TDM の有用性を検討するため，AUC/MIC を指標
とした VCM の血中濃度及び臨床効果の検討を行った。
7.災害時の医薬品供給状況の分析
2011 年 3 月に発生した東日本大震災後の医薬品供給状

況を分析し，被災地向け医薬品供給のあり方を通して今
後の際学対策を検討することを目的とし，製薬会社 73
社（日本製薬工業協会加盟 67 社，ジェネリック医薬品ト
ップ 4 社，消毒薬トップ 2 社）を対象とし，アンケート
調査を行った。その結果，災害発生後の比較的早い時期
に医薬品供給が再開され，卸業者を介して平常時に近い
供給体制が保たれていたと考えられた。

的で入院した症例を対象に，糖尿病を合併した肺結核患
者の臨床像を検討した。
9.抗インフルエンザ予防内服の有効性に関する検討
2010 年，ペラミビル，ラニナミビルの登場により，わ
が国では世界に先立ち 4 種類の抗インフルエンザ薬が使
用可能となっており，臨床現場における選択肢は広がり
を見せた。しかしながら，現在，予防内服が承認されて
いる抗インフルエンザ薬はザナミビル，オセルタミビル
の 2 剤のみであり，病院内におけるアウトブレイクの際
にはこれら 2 剤を用いて対策を行う必要がある。本研究
では，過去に報告されたインフルエンザアウトブレイク
の事例と当院で経験した事例からインフルエンザ予防内
服の有効性について検討を行った。

8.結核と糖尿病の関連の検討
糖尿病は結核発症の危険因子であるが，糖尿病合併結
核の臨床像に関する知見は充分ではない。
平成 19 年国民
健康・栄養調査によると，国民の約 17%は糖尿病あるい
は糖尿病予備軍であると考えられる。糖尿病患者数は増
加傾向にあるため，今後の結核対策の重要なターゲット
になり得ると考えられる。本研究では当院に結核加療目
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基礎看護学分野

2)発展途上国を対象とした「感染看護教育プログラム」
の開発
2001年からラオス国ビエンチャン市の病院において，
MRSAを中心に院内耐性菌の動向を調査してきた。2003～
2005年に行った調査「看護職の院内感染に対する意識と
院内耐性菌の動向」の結果，感染看護教育の充実が緊急
の課題であることが強く示唆された(科学研究費補助金
基盤研究(C)一般15592235)。また，同国では，感染対策
に必要な設備や物品が日常的に不足している。従って，
自国の現状の中で，いかに効果的な感染対策を実施でき
るかを考究できる看護師の育成が目標である。この結果
をふまえて，2006～2008年は「発展途上国を対象とした
『感染看護教育プログラム』の開発」のテーマで，ラオ
ス国の2病院をフィールドにして実践的な調査研究を実
施した。内容は院内感染のエビデンス調査を看護職員が
中心になって行い，その結果を教材にした感染看護教育
の開発を行った(科学研究費補助金基盤研究(C)18592319
)。2009年より「開発途上国における感染看護教育プログ
ラムの院内感染対策への実践的応用(科学研究補助金基
盤研究(C)21592699)」のテーマで，開発した感染看護教
育を対象国の医療従事者と協働で実施中であり，その効
果を評価していく。

A. 研究課題の概要
1. 看護実践能力開発をめざしたカリキュラムに関する
研究
1)看護倫理教育に関する研究
生命倫理や看護倫理に関する学生の主体的な学習を促
し，かつ深く思考できるようディベートを演習に取り入
れている。ペーパーシュミレーションと学生個々の体験
事例を教材に使うことにより現実性を持たせ，自分自身
の問題として思考し，討議が行えている。
2)看護技術の教授方法に関する研究
看護技術を効果的に習得できるように，系統的な教育
システムを構築し，その効果の実証に取り組んでいる。
ビデオによる事前学習，自主練習のための看護技術演習
ノート，バイタルサイン測定練習と自己の健康観察を目
的とした健康記録表，授業1週間後の技術チェック，最終
評価の技術テストである。演習ノートは学生同士で役割
を演じながら練習し，患者役や観察者から客観的な評価
やコメントを受け，看護の視点が養われるように思考し
た。今後は経時的な追跡調査を卒業まで行う。
3)看護診断の教授方法に関する研究
看護診断とは看護問題を根拠に基づいて表現した看護
の国際共通言語である。当教室は1996年から看護過程に
看護診断を取り入れて教授してきており，学生が対象を
深く包括的に捉え，看護実践能力を高めることができた
事例研究結果をすでに発表した。今後は看護診断用語の
難解さ，日本文化の枠組みに馴染みのない概念を，学生
が理解しやすい教授方法について検討していく。入院日
数の短縮，電子カルテ化，情報開示に伴い，看護診断の
IT化も進んでいる。アメリカ看護診断学会への参加や看
護診断・介入・成果の実証も行う。
2. 感染看護に関する研究
1)医療従事者の手洗い行動に関する研究
手洗いは院内感染防止対策で最も重要かつ基本である。
手洗いのコンプライアンスは仕事量，手洗い設備などの
外的・物理的要因，理解度などの内的要因が相互に関連
しており，単一的な教育では持続的な遵守率の向上は望
めない。そこで，看護実践場面における手洗い行動の観
察及びスタンプ調査を行い，手洗い行動を評価し態度変
容に向けた具体策及び教育・啓発活動を行っている。ま
た，簡便かつ定量的な手指衛生の評価法として，ATP拭き
取り検査法の有用性を，グローブジュース法での評価と
比較し，検討している。ATP拭き取り検査法は，培養操作
が不要で，設備が十分でない発展途上国等での手指衛生
の評価，感染教育や啓発活動への導入が期待される。
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3. 緩和ケアに関する研究
近年がん患者が増加し，2003年がん患者の死亡数は約
30万人で，
総死亡率の31%を占めている。
緩和ケア病棟は，
1991年の5施設から2004年には128施設と増加してきてい
る。しかし，緩和ケア病棟で最後を迎えるがん患者は1
割にも満たない。
多くの末期癌患者を看取っているのは，
一般病院である。そこで，がん患者とその家族のQOLを向
上させるためには，一般病棟における緩和ケアの充実を
めざした看護者を含むコメディカルの人材育成が重要で
ある。当教室では，緩和ケア病棟や一般病棟における緩
和ケアの実態を患者・家族・医療者(特に看護師)の視点
からWHO-QOLスケールを用い調査し，分析，検討を行って
いる。また，家族看護学の立場で，緩和ケア病棟の看護
師の家族看護の実態を調査し，緩和ケアの質の向上を目
指している。
4. 在宅療養ケアに関する研究
少子高齢社会，入院日数の短縮，価値観の多様化等を
背景に，看護が責任を負う範囲は施設内から地域社会へ
と広がっている。長年住み慣れた家庭で人生を全うした
い・させたいと願う患者と家族は多い。在宅療養の準備
期，開始期，安定期，終末期の各期において在宅療養の
継続を困難にする要因等を検討し，在宅療養者のニーズ
を支えていく在宅ケアをめざす。また，大学生の喫煙経
験者の立場から喫煙行動と自己効力感の関連，糖尿病の
自己管理能力と生活行動の関連を調査し，生活習慣病の
自己管理に関する研究を行っている。
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"Dynamics of human caring process" between patients undergoing dialysis and their nurses
using Watson's Nursing Theory. The 43rd APACPH Conference, Seoul, Korea, October 20-22, 2011.

国内学会発表
PD11001: 太田光紀, 久田友治, 眞榮城 千夏子, 垣花シゲ: 採血で使用したニトリル手袋のピンホール調査
ラテックス手袋との比較. 第 26 回日本環境感染学会総会, 横浜市, 2011．
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その他の刊行物
MD11001: 朝戸美絵, 垣花シゲ, 眞榮城 千夏子, 太田光紀: ケアリング理論に基づいた透析患者の現象野
(経験)と看護師の現象野(経験)についての研究. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38, 141-144,
2011．
MD11002: 太田 麻依子，渡慶次 道太，垣花シゲ, 太田光紀, 眞榮城 千夏子: RIAS を用いた看護師及び看護
学生のコミュニケーシ特性の検討－第一報― 発話割合からみた分析. 平成 22 年度卒業研究論文
集 No.38, 145-148, 2011．
MD11003: 渡慶次 道太，太田 麻依子，垣花シゲ, 太田光紀, 眞榮城 千夏子: RIAS を用いた看護師及び看護
学生のコミュニケーシの検討－第二報― 言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーシ
ョンの関連から見た分析. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38, 149-152, 2011．
MD11004: 神谷ひかる，潮平美和，垣花シゲ, 太田光紀, 眞榮城 千夏子: 補完代替医療に関する医師・看護
師の認知と実態調査. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38，153-156，2011．
MD11005: 嘉数詩織，日沢隆子，垣花シゲ，眞榮城 千夏子，太田光紀: 医学部女子学生における身体像不満
足感と心の健康度との関連性についての研究. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38, 157-160,
2011．
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疫学・健康教育学分野

2. 行動疫学
1) 児童思春期のヘルスリスク行動と関連要因について
の疫学研究
2) 児童思春期のヘルスリスク行動のクラスタリングに
ついて
3) 児童思春期における喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関
する介入研究
4) 児童思春期における心の健康に関する介入研究
5) 青少年のリスク性行動予防に関する行動疫学研究
6) 青少年の身体活動量の測定と環境要因に関する研究
7) 長期的健康情報介入により、身体活動は変化する
か？(医学研究科衛生学・公衆衛生学分野 チャンプ
ルースタディとの共同研究）

A. 研究課題の概要
1. 学校保健
1) 青少年のソーシャル・キャピタルと健康に関する社
会疫学的研究
2) 児童思春期の心理社会的学校環境と健康に関する疫
学研究
3) 児童思春期の不登校に関するコホート研究
4) 児童思春期の抑うつ症状の実態とその関連要因に関
する疫学研究
5) 学校健康教育と学習指導要領に関する研究

B. 研究業績
原
著
OI11001: Takakura M. Does social trust at school affect students'smoking and drinking behavior in Japan? (A)
Social Science & Medicine 2011;72(2):299-306.

国際学会発表
PI11001: Hamabata Y, Gushiken N, Takakura M. Does social capital influence the relationship between
bullying and self-rated health among youth? 43nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health Conference Abstract. SDH.B5a, 3, 2011 Oct. 20-22; Seoul.
PI11002: Gushiken N, Hamabata Y, Takakura M. Associations between the proximity of convenience stores
and fast food restaurants to school and children's dietary behaviors. 43nd Asia-Pacific
Academic Consortium for Public Health Conference Abstract. HPm.B4a, 284, 2011 Oct. 20-22;
Seoul.

国内学会発表
PD11001: 宮城政也，高倉 実，小林 稔：総合的な学習におけるストレスマネジメント教育について. 学校保
健研究, 53(Suppl): 381, 2011.
PD11002: 高倉 実，濱畑 有衣子：高校生の喫煙・飲酒行動と構造的ソーシャル・キャピタルとの関連：組織活
動が盛んな学校に通うことが喫煙･飲酒を防止する. 学校保健研究, 53(Suppl): 407, 2011.
PD11003: 濱畑 有衣子，和氣則江，宮城政也，小林 稔，高倉 実：小学生のいじめと自覚症状との関係に及ぼ
すソーシャルサポートの影響. 学校保健研究, 53(Suppl): 425, 2011.
PD11004: 小林 稔，高倉 実，笹澤吉明，宮城政也，與儀幸朗，太田輝昭，我那覇ゆりか：亜熱帯島嶼地域にお
ける小学校高学年児童の身体活動量の実態：夏期と冬期の比較. 学校保健研究, 53(Suppl): 475,
2011.
PD11005: 我那覇ゆりか，小林 稔，高倉 実：小・中学生のライフスタイルが成績認知と健康認知に及ぼす影響：
沖縄県島尻地区の小学 5 年生と中学 2 年生を対象に. 学校保健研究, 53(Suppl): 476, 2011.
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PD11006: 新垣 真太郎，高倉 実，具志堅 徳仁，等々力 英美：沖縄の地域住民を対象とした食事情報介入によ
る身体活動の変容について：チャンプルースタディ 5 の結果を基に. 第 43 回沖縄県公衆衛生学会. 抄
録集 4-5, 2011.
PD11007: 具志堅 憲仁，新垣 真太郎，高倉 実：コンビニエンスストアおよびファストフード店の学校への近
接性と児童の食行動との関連. 第 43 回沖縄県公衆衛生学会. 抄録集 37-38, 2011.

その他の刊行物
MD11001: 高倉 実：小学生の健康状態，健康に影響を及ぼす行動および学校生活に関する調査報告 －Okinawa
School Health Study 2009 (OkiSH09)－．1-49，2011．
MD11002: 高倉 実：平成 23 年度第 6 回養護教諭 10 年経験者研修 「学習指導要領と保健教育」. 沖縄県立総合
教育センター. 1-11, 2011.
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調査研究
H17 年度から継続しているマレーシア，サラワク博物
館との共同研究，特に Armigeres クロヤブカ属と Topomyia ギンモンカ属の蚊についての形態的，分子分類およ
び生態調査研究を行っている。

国際環境保健学分野
A. 研究課題の概要
1.イエカ属の蚊のプライマー作成
近年，外国との人的，物的交流が盛んになり，それに
ともないわが国への病原体やその伝播蚊の侵入の機会が
増加している。地球温暖化に伴いそれらの侵入後の日本
国内への定着，繁殖の可能性も考えられる。東南アジア
では日本脳炎媒介蚊として Cx. tritaeniorhynchus と同
様に重要な蚊 Cx. vishnui の生息が，我々の調査で 1990
年に我国では初めて石垣島で確認された。
その後，
石垣，
西表島，沖縄本島で蚊幼虫調査を行い，石垣島では，本
種が多数生息し，すでに定着していることが明らかにな
った。 Cx. vishnui が発見された時点で Cx. vishnui
subgroup の 3 種を同定するためのプライマーの開発を行
った(Toma et al., 2000)が, 外来種の侵入を明らかにす
るためには，沖縄産の主要なイエカ属については，遺伝
子レベルで同定できるようにする必要があり昨年度より
イエカ属のプライマー作成を試みている。

3.沖縄本島と西表島に生息する蚊の吸血源動物の検索
琉球列島の蚊相は豊富である。そのなかでも特に沖縄
本島と西表島は種類数が多い。吸血源動物を特定するた
めに，島のいろいろな環境を有する地域で，ライトトラ
ップやドライアイス，捕虫網などを用いて蚊を集め，吸
血源同定のための DNA 分析を継続的に行っている。
4. 蛙の鳴き声に刺激，誘引され，吸血行動を開始する
西表島の森林内に生息する蚊類の研究
文部科学省科学研究費(萌芽)による研究で H17 年より，
西表島で蛙の鳴き声に刺激，誘引され，吸血行動を開始
する蚊についての調査研究を行っている。通常，蚊は動
物が出す二酸化炭素を感知し，誘引され，吸血を行うこ
とが知られている。本研究により，まず，カエルの鳴き
声に誘引され，動物に近づき，カエルを吸血する蚊が生
息することが明らかになった。さらに，蚊が誘引される
特異的な音を明らかにするための野外調査を行い，結果
の解析を行っている。

2.東南アジアの蚊科の形態・分子分類および生態学的

B. 研究業績
原
著
OI11001: Toma T, Miyagi I, Tamashiro M, Higa Y. New records of mosquito species for different islands (A)
of the Ryukyu Archipelago, Japan. J Am Mosq Control Assoc 2011;27:149-152.
OI11002: Toma T, Miyagi I, Tamashiro M, Higa Y, Okudo H, Okazawa T. Bionomics of the mud lobster-hole (A)
mosquito Aedes (Geoskusea) baisasi in the mangrove swamps of the Ryukyu Archipelago, Japan.
J Am Mosq Control Assoc 2011;27:207-216.
OD11003: Tamashiro M, Toma T, Mannen K, Higa Y, Miyagi I. Bloodmeal identification and feeding habits (B)
of mosquitoes (Diptera: Culicidae) collected at five islands in the Ryukyu Archipelago, Japan.
Med Entomol Zool 2011;62:53-70.
OD11004: Miyagi I, Toma T, Okazawa T, Moi UL. Description of pupa and larva of the Malaysian mosquito (B)
Topomyia (topomyia) rubithoracis Lecester (Diptera, Culicidae). Med Entomol Zool
2011;62:93-99.
OD11005: Ejiri H, Sato Y, Kim KS, Tamashiro M, Tsuda Y, Toma T, Miyagi I, Murata K, Yukawa M. First (B)
record of avian plasmodium DNA from mosquitoes collected in the Yaeyama Archipelago,
southwestern border of Japan. J Vet Med Sci 2011;73:1521-1525.
OD11006: Toma T, Miyagi I, Okazawa T, Moi UL, Siew FW. Redescriptin of Armigeres (Armigeres) hybridus (B)
(Diptera: Culicidae) based on specimens collected in Lanjak, Sarawak, Malaysia. Med Entomol
Zool 2011;62:225-233.
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国内学会発表
PD11001: 當間孝子：東南アジアから琉球列島における Culex vishnui subgroup の蚊の分布と生態. 衛生動物,
62:33, 2011.
PD11002: 万年耕輔, 當間孝子, 宮城一郎, 皆川 昇：琉球列島特産種オオハマハマダラカ Anopheles saperoi
Bohart and Ingram の季節消長. 衛生動物, 62:41, 2011.
PD11003: 岡澤孝雄, 宮城一郎, 當間孝子, Charles L: 竹林に生息するオオカ属の幼虫の捕食行動. 衛生動物.
62:42, 2011.
PD11004: 玉城 美加子, 當間孝子, 万年耕輔, 比嘉 由紀子, 宮城一郎, 齋藤育弘: 琉球列島 5 島で採集され
た蚊の吸血源動物の同定とその吸血習性について. 衛生動物, 62:43, 2011.
PD11005: 野田伸一, 當間孝子: ミクロネシア連邦ボンペイ州のボンペイ島, モキール環礁およびピンゲラッ
プ環礁における蚊の採集成績. 衛生動物, 62:46, 2011.
PD11006: 宮城一郎, 岡澤孝雄, 當間孝子, Leh MU: マレーシア産ギンモンカ属(Topomyia)幼虫小顎(maxilla)
の形態的特徴. 衛生動物, 62:55, 2011.
PD11007: 當間孝子, 宮城一郎, 玉城 美加子: 沖縄県の動物園で採集された蚊と吸血源動物. 衛生動物,
62:157, 2011.
PD11008: 宮城一郎, 當間孝子, 玉城 美加子, 万年耕輔：鹿児島県徳之島の蚊相と 9 新記録種, 衛生動物,
62:158, 2011.
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成人看護学Ⅰ分野
A. 研究課題の概要
1 ．緩和ケアに携わる看護師の継続教育支援－アクショ
ンリサーチによる介入と評価－(砂川洋子，照屋典子)
2007 年制定のがん対策基本法では, がん医療におけ
る医療従事者の育成及び，継続教育支援が緊急の課題と
されている。本研究では，第一段階調査として，沖縄本
島内 15 か所の総合病院に勤務得うる看護師 1377 名及び
宮古・八重山の島嶼地域の看護師 188 名分析対象として，
緩和ケアに関する意識調査を実施した。その結果，緩和
ケアの実施にあたっては，約 9 割の近くの者が悩みや困
難感を抱いており，特に「疼痛緩和」や「患者・家族の
精神的ケア」に難しいと感じていることが明らかとなっ
た。また継続学習にあたっての環境整備では，
「院内教育
プログラムの充実」を求める声が最も多く，次いで「院
外講師を招いての研修会の開催」
，
「院外研修会へのサポ
ートや資金的援助」等が主なものであった。また島嶼地
域では，地域に居ながらにして外部の講義を受けること
ができる遠隔教育システムの導入などの声が挙がった。
そこで，今年度は，得られた成果を評価しながら，現場
の看護師へのアクションリサーチを実施し，評価を行っ
た。本結果については，第 16 回日本緩和医療学会に公表
している。なお，本研究は，平成 20 年度～22 年度文科
省科学研究費補助金（基盤研究 C）の助成を受けて行っ
た。
2 ．沖縄県内におけるがん患者の在宅療養支援ネットワ
ーク構築に関する研究(照屋典子，砂川洋子)
がん対策基本法の施行をうけ，2008 年，沖縄県がん対
策推進基本計画が策定された。その具体的施策として，
がん診療連携拠点病院を中心とした医療連携体制の強化，
地域連携クリティカルパスの整備，在宅療養支援体制の
整備の推進などが挙げられている。病院から在宅，在宅
から病院へとシームレスな緩和ケアを推進するためには，
地域の特性やニーズを踏まえた上で，地域連携システム
や在宅緩和ケアネットワーク等の構築に関する施策を講
ずることが求められている。
そこで，本研究では，沖縄県全域にわたるがん患者の
在宅療養移行を促進，
または阻害する具体的要因の検討，
並びにがん患者における在宅療養支援ネットワーク構築
に向けた具体策を明らかにする目的として，県内のがん
医療施設，及び在宅がん患者の療養支援を担う診療所，
訪問看護ステーションにおける医師，看護師を対象とし
た調査研究に取り組み，本結果については，第 25 回日本
がん看護学会，第 16 回日本緩和医療学会で公表した。な
お，本研究は，平成 21 年度～23 年度文科省科学研究費
補助金（基盤研究 C）の助成を受けて行っている。
3．喉頭摘出術体験者における日常生活上の困難に対す
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るセルフケアの促進，及び心理的適応に向けた看護支援
に関する検討（砂川洋子，照屋典子）
沖縄県内の喉頭摘出術体験者における日常生活上の困
難やセルフケアの状況を明らかにし，今後のセルフケア
促進，及び心理的適応に向けた看護支援に示唆を得る目
的で，喉頭摘出術体験者で構成される患者会 1 団体に登
録している会員 135 名を対象とした調査を行った。その
結果，対象となった喉頭摘出術体験者の約 7 割が，術後
の失声により新たなコミュニケーション手段の獲得に向
けて困難感を抱いており，また，体験者は，コミュニケ
ーション，気管孔管理，食生活，排泄等のセルフケアに
おいて様々な工夫をしていることが明らかとなった。こ
のことから，今後は患者会や食道発教室の紹介，また，
体験者の多くが経験している術後の生活上の困難への対
処法に関する情報提供を行うなど，術後から退院後を通
したきめ細やかな看護支援の必要性が示唆された。本結
果については，
第 16 回日本緩和医療学会に公表している。
4．看護基礎教育，及び新人看護師育成における臨床と
大学との連携体制の確立，並びに FD＆CSD に関する調査
研究(砂川洋子，照屋典子)
看護基礎教育において，臨地実習は看護学生の看護実
践能力を育成する上で欠かせない学習過程である。その
臨地実習指導においては，看護教員だけでなく，現場の
臨床指導者における役割も大きく，学生の学習効果を上
げるためにも大学と附属病院看護部における連携は必須
である。従来から，当学科看護系教員と附属病院看護部
においては，看護学連絡協議会が設置されており，臨地
実習における連携・調整を行ってきたが，2009 年度より，
看護学生並びに新人看護師における看護実践能力育成，
キャリア基盤形成に向けて，大学側並びに附属病院看護
部の双方からの支援について検討する目的として，琉球
大学看護学教育ワークショップを実施した。そこで，今
年度は，ワークショップ開催による附属病院看護部との
協働を行う中で，看護系教員，並びに附属病院看護部職
員を対象として，看護学実習における連携に関する調査
研究を行い，看護基礎教育における臨床現場と教育の連
携体制確立に向けた課題を明らかにした。
また 2009 年度
より，当学科看護コースは，福岡県立大学が代表校を務
め，九州・沖縄地区の 13 大学が連携する「大学教育充実
のための戦略的大学連携支援プログラム」
『看護系大学か
ら発信するケアリング・アイランド九州沖縄構想』に参
加している。その中で，当教室はケアリング FD&CSD（大
学教員及び臨地実習指導者の教育力開発）を推進する役
割を担っており，現在，各連携大学との共同による
FD&CSD に関する調査研究にも取り組んでいる。
5. 感染看護に関する研究（大湾知子）
感染看護に関して，電子メ−ルで米国の ICN（Infection
Control Nurse : 感染対策看護師）との通信や，米国を
訪問して国際性豊かなカリキュラムの検討を行っている。
看護の知識体系と実践体系を統合し臨床指向の実践的院

内感染対策における研究を行った。入院中の感染患者数
の減少，病院内使用物品の有効性，病院経済の把握，専
門職による質の高い感染看護の提供，新時代の実践的感
染看護の専門看護師を育成する。看護の人材育成と研究
を進めるシステムの開発をめざし，個性，自主性を伸長
することを重視した教育・研究を行っている。

めない。そこで，看護実践場面における手洗い行動の観
察及びスタンプ調査を行い，手洗い行動を評価し態度変
容に向けた具体策及び教育・啓発活動を行っている。

6. 医療従事者の手洗い行動に関する研究（大湾知子）
手洗いは院内感染防止対策で最も重要かつ基本である。
手洗いのコンプライアンスは仕事量，手洗い設備などの
外的・物理的要因，理解度などの内的要因が相互に関連
しており，単一的な教育では持続的な遵守率の向上は望

7. 尿失禁看護に関する研究（大湾知子）
コンチネンスアドバイザーとは，排便・排尿のコント
ロールを習得するプロセスに関わって，クライエントの
日常生活にあった具体的な指導ができる能力（知識・技
術・態度）を有する専門家である。その育成のために，
関連施設の協力を得ながら尿失禁に関する外来窓口相談，
セミナー，電話相談，公開講座，勉強会，研修会を行い，
啓発活動を行なっている。

B. 研究業績
著
書
BD11001: 大湾知子： 鈴木 志津枝，藤田 佐和 監修，慢性の排泄機能障害をもつ患者の看護，成人看護学
慢性期看護論，ヌーヴェルヒロカワ，東京，354-383，2011.

(B)

総
説
RD11001: 砂川洋子，照屋典子，宇座 美代子: 第 5 回合同 CSD 研修会 新人看護師育成における教育・臨床
の Harmony & Empowerment．ほすぴたる 11 月号 No.646 15-18，福岡県病院協会．2011.

(B)

RD11002: 照屋典子，砂川洋子: わが国における緩和ケアの現状と課題. 平成 23 年度琉球大学公開講座 が
ん患者・家族を癒す緩和ケアの実際. 琉球大学. 1-5, 2011.

国際学会発表
PI11001: Tsukahara H, Nakajima E, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K and Yasukata F et al.
An analysis of the clinical practice guidance system and the surveys on training
requirements of clinical practice instructors in Japan. The Second International Nursing
Resarch Conference for the World Academy of Nursing Sciece(WANS), Cancun, Mexico. 2011.

国内学会発表
PD11001: 砂川洋子，知念正佳，照屋典子：島しょ地域で緩和ケアに携わる看護師への教育支援－緩和ケア
研修会 6 ヶ月後の評価－．第 25 回日本がん看護学会学術集会講演集，155，2011.
PD11002: 砂川洋子，砂川綾美，熊倉深里，照屋典子：喉頭摘出術体験者の日常生活上の困難と対処に関す
る検討．第 16 回日本緩和医療学会学術大会プログラム・講演抄録集, 404，2011.
PD11003: 照屋典子，砂川洋子，笹良剛史：病院医師を対象としたがん末期患者の在宅移行に関する現状調
査．第 16 回日本緩和医療学会学術大会プログラム・講演抄録集, 366，2011.
PD11004: 照屋典子，砂川洋子：急性期病院におけるがん患者の在宅移行支援の現状と課題－在宅移行支援
に携わる看護師の調査結果から－．第 25 回日本がん看護学会学術集会講演集，107，2011.
PD11005: 塚原ひとみ，中嶋 恵美子，宇座 美代子，砂川洋子，照屋典子，生野繁子，櫨本和代，坂井邦子，
松岡 緑，横川 裕美子，清水夏子，松浦賢長，安酸史子：九州・沖縄の看護系 14 大学の臨地実習
施設看護部責任者が大学・看護教員へ望むこと．第 31 回日本看護科学学会学術集会講演集, 474，
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(B)

2011.
PD11006: 大湾知子，伊波 千恵子，宇野 司，遠藤和郎，藤田次郎，嶽本智子，新里 葵，國重 龍太郎，呉
屋秀憲，肥後大輔：地域ネットワークづくり沖縄県インフェクションコントロール研修会（OICW）
の検討．第 26 回日本環境感染学会総会抄録集，神奈川県，350，2011．
PD11007: 兼城縁子, 大湾知子：頭頸部癌への化学療法および放射線療法に伴う副作用による口腔内カンジ
ダ感染症看護の事例検討，第 11 回日本感染看護学会学術集会講演集，東京，62-63，
2011.
PD11008: 伊波義一，大湾知子：沖縄県那覇地区におけるインフルエンザ分析と当院で経験した新型インフ
ルエンザの集団発生状況，11 回日本感染看護学会学術集会講演集，東京，58-59，2011．

その他の刊行物
MD11001: 砂川洋子, 照屋典子：緩和ケアに携わる看護師の継続教育支援－アクションリサーチによる介入
と評価－平成 20 年度～平成 22 年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書，2011.
MD11002: 砂川洋子, 照屋典子（分担）
：平成 21 年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラ
ム」看護系大学から発信するケアリング・アイランド九州沖縄構想プロジェクト中間報告書 平
成 22 年度，2011.
MD11003: 砂川洋子, 照屋典子（分担）
：平成 22 年度 看護系大学から発信するケアリング・アイランド九
州沖縄構想ローカル企画 中間報告書(2), 2011.
MD11004: 照屋典子，砂川洋子：成人統合実習へのプロジェクト学習の活用－教育効果の検討－．平成２１
年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」看護系大学から発信するケアリン
グ・アイランド九州沖縄構想．第６回ケアリング FD 合同プログラム プロジェクト学習・ポート
フォリオの導入～看護系大学からの実践報告, 37-41, 2011.
MD11005: 清 小百合，大湾知子：歯科口腔外科医師が行う口腔内創部消毒処置における手指衛生と手袋着脱
の経時的観察調査，平成 22 年度卒業研究論文集 No．38，45－48，琉球医学部保健学科，西原町，
2011．
MD11006: 垂 裕子，大湾知子：経時的観察に基づいた創部消毒処置における歯科口腔外科医師への院内感染
防止教育，平成 22 年度卒業研究論文集 No．38，49－52，琉球医学部保健学科，西原町, 2011．
MD11007: 吉村 恵，大湾知子：尿失禁で悩む事例への尿失禁看護介入による在宅個別支援の在り方の検討，
平成 22 年度卒業研究論文集 No．38，53－56，琉球医学部保健学科，西原町，2011．
MD11008: 大湾知子：多職種連携の泌尿器ケア～尿失禁対策と自己導尿指導～，第 13 回埼玉老年・泌尿器科
研究会抄録集，埼玉，23，2011．
MD11009: 大湾知子：排泄ケアにおける介護・看護の連携とアセスメントの重要性，TENA 排泄ケアーセミナ
ー講演集，沖縄，1-12，2011．
MD11010: 大湾知子：第 3 回沖縄県インフェクションコントロール研修会開催のご挨拶，第 3 回沖縄県イン
フェクションコントロール研修会「現場目線！新たな課題への感染制御」抄録集，東京，1, 2011.
MD11011: 大湾知子，安次富 美恵子：平成 23 年度琉球大学公開講座 在宅や介護施設における尿路感染防
止のための排泄ケア技術，琉球大学生涯学習教育研究センター，西原町，3，2011．
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MD11012: 大湾知子，安次富 美恵子，嘉手川 豪心：平成 23 年度琉球大学公開講座 市中・病院・老人福祉
施設・在宅における口腔ケアと排泄ケア感染防止対策技術，琉球大学生涯学習教育研究センター，
西原町，4，2011．
MD11013: 大湾知子，翁長朝浩，山城豊，長嶺 由樹子，安次富 美恵子，慶田元 真紀：平成 23 年度琉球大
学公開講座 排尿ケアの対策と健康まちづくり～三原共心会および自治会住民による在宅ケア支
援～，琉球大学生涯学習教育研究センター，西原町，28，2011．
MD11014: 大湾知子，西村かおる，菅谷公男，平良 智恵美，慶田元 真紀：平成 23 年度琉球大学公開講座 み
んなの日常生活に役立ち，知っておきたい排尿ケア，琉球大学生涯学習教育研究センター，西原
町，29，2011．
MD11015: 大湾知子，白鳥哲也，大湾芳昭，富原盛徳：うまんちゅの宝，人づくり・健康まちづくり～三原
共心会・三原自治会から発信～，琉球大学生涯学習教育研究センター，西原町，30，2011．
MD11016: 大湾知子，長嶺 由樹子，町田礼子，宮城 美代子，屋比久 春奈，玉那覇 明菜，慶田元 真紀：ワ
ールド・コンチネンス・ウィーク：知っておきたい排尿障害とその対応，琉球大学生涯学習教育
研究センター，西原町，31，2011．
MD11017: 金城 多美子，親富祖 洋子，長田紀元，又吉 等，桃原幸二，重かよ子，宮城成子，砂川光子，大
湾知子，前田企能，喜納 美津男，大城 利津子，安次富 美恵子，慶田元 真紀：食事と消化器・
排泄ケアの健康まちづくり～三原共心会および自治会住民による在宅ケア支援～，琉球大学生涯
学習教育研究センター，西原町，32，2011．
MD11018: 大湾知子，西村かおる，嘉手川 豪心，洲鎌則子，平良昭子：宮古島地域住民における健康まちづ
くり，知っておきたい排尿ケア，琉球大学生涯学習教育研究センター，西原町，33，2011．
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市民に対して, 施設ケアのあり方, 高齢者虐待防止をす
るための予防策やその教育などについてグループインタ
ビューを実施した。

老年看護学分野
A. 研究課題の概要

2. 新人看護師の離職願望, 自尊感情, 職業性ストレス
に関する研究（東恩納美樹）
新人看護師の早期離職防止に役立てるため, 入職後,1
年未満の正看護師を対象に離職願望, 職業上の悩み, 自
尊感情, 職業性ストレスに関する横断研究を実施中であ
る。

1. 介護保険施設における高齢者虐待及び身体拘束に関
する研究
沖縄県における高齢者虐待に関する実証的研究に取り
組んでいる。
今年度は H.21 年度に調査を行った介護保険
施設従事者の高齢者虐待行為に関する意識の違いについ
て虐待経験者（直接的・間接的）と経験のない者で分析
を行った。身体的虐待に含まれる身体拘束に関して,
J-PRUQ17 項目について因子分析を行い３つの因子が抽
出された。以上の結果については 43rd APACPH で報告し
た。
また「高齢者虐待防止のさらなる体制づくりを目指し
て」を目的とし, 地域でボランティアをされている

3. 転倒転落アセスメントツールに関する研究（東恩納
美樹）
大学病院で使用している転倒転落アセスメントツ
ールの予測妥当性（感度, 特異度, ROC 曲線下面積）
やアセスメント構成項目と入院から１週間以内の転
倒転落の関連についてレトロスペクティブ・コホート
研究を実施した

B. 研究業績
原
著
OI11001: 眞榮城 千夏子，新垣若菜，太田光紀，垣花シゲ，古謝安子，國吉 緑，與古田 孝夫，豊里竹彦: オ
ストメイトが患者交流会から得た心理的サポートと生活の変化. 医学と生物学, 155: 135-141,
2011.
OD11002: 古謝安子，國吉 緑，垣花シゲ，眞榮城 千夏子，當山裕子，豊里竹彦，與古田 孝夫: 看護学生に
よる「苦悩する家族物語」自作自演過程の評価. 医学と生物学, 155: 613-620, 2011.

国際学会発表
PI10001: Higaonna M, Kanetake N, Kuniyoshi M. Self-esteem of new graduate nurses: Evaluation of
the newly implemented program. The 14th East Asian Forum of Nursing Scholars, Februaly
11-12, 2011, Seoul, Korea.
PI10002: Kuniyoshi M, Kanetake N, Ohtsuyama Y, Kushi K, Makiuchi S. Survey of staff awareness of
elder abuse in long-term care insurance facility in Okinawa.The 43rd Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health Conference, Abstract 332, 2011 Oct. 20-22; Seoul, Korea.
PI10003: Makiuchi S, Kuniyoshi M. A study of the response to the specific health chekup in the middle
aged engaged in transportation industry in Okinawa. The 43rd Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health Conference, Abstract 316, 2011 Oct. 20-22; Seoul, Korea.
PI10004: Kanetake N, Chinen S, Kuniyoshi M, Toyosato T, Yokota T. Perception of physical restrain
in lomg-term care insurance facility workers in Okinawa, Japan: cross-sectional study. The
43rd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference, Abstract 332, 2011 Oct.
20-22; Seoul, Korea.
PI10005: Iramina M, Ota M, Maeshiro C, Kakinohana S,Yokota T, Kuniyoshi M. Nurse's awareness and
assesment rearding physical restrain in acute hospitals. The 43rd Asia-Pacific Academic
Consortium for Public Health Conference, Abstract 296, 2011 Oct. 20-22; Seoul, Korea.
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(C)

(C)

PI10006: Koja Y, Osone T, Kuniyoshi M, Kanetake N, Kakinohana S. Smoking behavior and intention to
quit smoking of employees in a smoll companyin Okinawa, Japan. The 43rd Asia-Pacific
Academic Consortium for Public Health Conference, Abstract 325, 2011 Oct. 20-22; Seoul,
Korea.

その他の刊行物
MD11001: 玉木宏尚, 東恩納 美樹，國吉 緑：主介護者の性別による介護負担感及びサービスの利用の違い
－A 施設における在宅サービス利用者の主介護者を対象として－. 平成 22 年度卒業研究論文集
No.38: 161-164, 2011.
MD11002: 小林佳世，國吉 緑, 東恩納 美樹：介護の必要性及び他者の援助による介護負担感の違い－介護
内容 16 項目の検討－. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38: 165-168, 2011.
上間
MD11003:
亜衣 上間 亜衣夏, 東恩納 美樹，國吉 緑：沖縄県内病院の外来看護師における糖尿病フットケアの実
施状況と課題. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38: 169-172, 2011.
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ぬち

母性看護・助産学分野

う言葉“生命どぅ宝“という理念が生まれ出てきた。人々

A. 研究課題の概要
1. 母性看護学の地域実践力強化としての大学生と教員
による思春期健康教育の教材開発と効果測定ツールの検
討
母性看護学において，思春期健康教育の分野は重要で
あるにもかかわらず，学生の学習到達度はあまり高くな
い。講義で知識の習得はできるが，在学中に思春期健康
教育の実践を通して学習する機会は少ない。思春期健康
教育の目的を十分に達成するためには，大学カリキュラ
ムの枠を超えて，学校現場，地域保健関係者が連携して
実施する必要があると考えている。思春期は，仲間教育
による活動が最も効果があるといわれており，当教室で
は，中高生の仲間として性教育に関心を持つ大学生(男女
5～6人程度)と教員の共同による健康教育を，小・中・高
等学校（養護教諭，保健体育担当教師，校長先生など）
や，地域の保健師等と連携をとりながら実施してきた。
学校で行われる性教育に社会の注目が集まる中，我が
国の10代の人工妊娠中絶率は上昇の一途をたどり，2003
年全国平均13.0(10代女性1000対指数)とこの5年間で倍
増しており，思春期教育研究会などを立ち上げ思春期教
育に対する先駆的取り組みを行っている地方においてさ
えも平均20.0に迫る勢いであり，その上昇は止められな
いのが現状である。沖縄県の10代の人工妊娠中絶率も8.9
とこの5年間で倍増しており，決して他岸の石ではない。
思春期の若者の性交へのハードルは年々低くなり，高校3
年生男女の性交経験率は50%を超える勢いで推移してい
る。経済至上主義の豊かさを求める社会情勢の中，10代
の人工妊娠中絶やSTD，援助交際等の問題行動の増加は，
マスコミや10代向け雑誌等による性情報の氾濫，過った
性知識を持つ若者の増加と女生徒の自尊心の低下が要因
となっているといわれ，現場の教師のジレンマも大きい。
このような情勢の中，助産師が小中学校に出向いて実施
する性教育「いのちの出張講座」が，教師とはひと味違
う視点からの性教育として高く評価されている。命ほど
知識や情報として伝えるのが難しいものはなく，沖縄県
ぬち

の伝統的生命観(祖先からの生命の連鎖，生命どぅ宝)を
根底にすえた，助産師ならではの講話を組み入れた健康
教育の試みは，ピア・エデュケーションのみの取り組み
に限界を感じていたこの時期，まさに時期を得た活動と
いえる。
経済至上主義の豊かさ観に対して，沖縄県では，地域
に根ざした文化，地域の相互扶助であるユイマール精神，
祖先崇拝，高齢者を大切にする風土が価値ある「豊かさ」
としてかなり前より見直されてきている。自然を大切に
し，自然の中に生き，自然と共に生きていくという思い
があり，これによって命にまさる大切なものはないとい
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の生活様式や考え方の中にも，取り入れられ，自然をあ
がめ，祈り，自然への謙虚さをもち，自然を食や住に取
り入れる生き方に民族的価値観，生命観をみる。
学校における性教育の充実が切実に求められている中，
この 2〜3 年のうちに，
本出張講座の展開のための教育資
源の整備，効果判定方法（全県的な中高生徒の性意識・
健康生活調査および養護教諭対象の生徒の生活行動実態
調査）を確立し，学校現場・地域・学内へのフィードバ
ック等の活動を続けていきたいと考えている。
2. 産後 1 ヵ月の母親に対する出産体験満足度調査計画
書
出産体験のとらえ方には，児に対する母親のイメージ
や，母親がどれだけ“母親”としての役割を受け入れて
いるのか，産後の母親の健康状態，児の健康状態，信頼
できる医療スタッフ，
一対一の助産ケアの存在など，
様々
な事が影響を及ぼすと言われている。
現在，医療施設でのお産が一般化している中，医師不
足や助産師不足などの影響で，母親たちの全てのニーズ
にこたえることは難しくなっている。しかし一方で，母
親たちの満足のいくお産に近づけられるよう，お産の現
場も徐々に変化してきている。
そこで，産後 1 ヵ月の母親の出産体験満足度を調査，
検討し，より満足のいくお産のための援助のあり方を考
察する。
3. 沖縄県の中学生・高校生の親性準備状態と関連する心
身の健康状況調査
一般に女性に求められるものの一つである「母性」は
自己犠牲や自己主張抑制といった側面を多く含むものと
受け取られているため，必ずしも女子にとって受容しや
すいものではないと考えられる。
近年，
女性の高学歴化，
就学率・社会進出の増加に伴い，結婚・出産後も継続し
て働く人が増え，また，核家族化が進んでいることから
養育環境は変化してきている。
したがって，
本研究では，
親になるための準備状況を「母性準備性」としてではな
く，男子も含む「親性準備性」として考察することにし
た。親性の形成要因の一つとして家庭環境，特に両親と
の関係，成育史，社会文化的な影響などがあげられてお
り，特に，沖縄独特の養育環境，社会背景と親性準備性
は何らかの関連があると思われる。沖縄は都道府県別に
みると出生率・離婚率が高く，
母親になることに関して，
他県に比べ抵抗が少ないように見受けられる。また，長
寿県であることから，高齢者とくに祖父母が果たす家族
役割は高いと考えられる。そのような社会的特性と親性
準備性には何らかの関連があると思われる。また，2007
年度の中高生の入部率は 90.8％であり，
運動部が 73.6%，
文化部が 17.2%であり，思春期の健康と大きく関連する
活動である(Wikipedia)。そのため，部活動は女性の月経
現象や女性としての成熟や母性発達に様々な影響を及ぼ

していると考えられる。
そこで，沖縄県内の中学生・高校生を対象に，親性準
備性，家庭環境（親子関係，孫－祖父母関係），結婚・
出産・乳幼児への好意感情，育児への積極性，また，女
子においては，月経の状況を心身面から調査し検討して
いる。
4.孫育てにかかわる祖父母のニーズ，心身の健康に関す
る研究
少子高齢化が叫ばれる中，少ない孫に複数の祖父母が
関わる時代を迎えている。祖父母にとって子や孫の存在
は大きな心の支えとなる一方で，近年の祖父母は就業や
社会活動への意欲が高く，子や孫との実際の付き合いの
密度は以前に比べて希薄化していると指摘されている。
現代では，自分の個としての生き方と，孫を育て，子世
代を支えるということをバランス良く叶えることが今日
的な祖父母役割として求められている。 しかし，それ
は必ずしも容易なことではない。祖父母年齢は，加齢に
伴う心身両面が変動する時期であり，育児支援において
子世代と同様の健康状態や体力を維持することは難しい。
近年は男女ともに生物学的機能の衰退に伴う不定愁訴が
存在すると指摘されている。また，社会的役割の変化に
伴い心理社会的にも老年期への移行が必要となる。20，
30 年ぶりに乳幼児の世話にあたる祖母や，仕事のため自
分自身の子育てに関与し難かった祖父は，今日的な育児
方法に対して様々な戸惑いや不安を覚える可能性がある。
乳幼児を育てる親たちにとって，同居，核家族にかか
わらず，祖父母は重要なサポート源である。すなわち，
祖父母の孫育てを支援するということは，子育てをめぐ
る重要な社会資源を育成することと考えられる。
しかし，
急速に広まった子育て支援に比べ，直接的，あるいは子
世代を通じて間接的に孫に影響を与える祖父母の孫育て
支援は未だ少なく，その課題や支援ニーズに関する報告
も少ない。
以上から，本研究では祖父母の孫育てに関するニーズ
や心身の健康を調査し，孫育てに関わる祖父母の支援策
を検討する。
（本研究は，東北大学，山形大学，琉球大学
の共同研究である。
）
5.中高年看護職者の交替制勤務におけるワーク・ライ・
バランス調査 ―就労継続を可能にする勤務体制の検
討―
わが国では少子高齢化が進展しているにも関わらず，
依然として病院では 20，
30 歳代を中心とする就労構造に
あり，離職，雇用のミスマッチ等を要因として人材不足
が問題となっている。
潜在看護職者は 65 万人と推定され，
労働環境の改善は十分に進んでいない。即戦力を求める
求人側は，離職期間の長い潜在看護職者を敬遠する傾向
があり，とりわけ中高年看護職者の場合，雇用者は現実
的場面で加齢による業務への影響を考え採用をためらう
ことがある。また，看護職者の労働環境は依然として厳
しく，しかも一旦離職すると復職が極めて難しい。速や
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かにワーク・ライフ・バランス対策を講じ，定着促進と
同時に復職の抜本的対策が必要である。しかし，中高年
看護職者のセカンドキャリアに対するニーズや，求人側
の雇用意向についてはほとんど分析されていない。
そこで本研究では，就労意欲と仕事能力がある限り，
生涯現役で活躍できる持続可能な看護職人材確保策を検
討することを最終目標として，調査を進めている。看護
師の典型的な就労形態である交替制勤務に焦点をあて，
生活の実態や疲労，健康状態，家族との関係性，就労環
境に関するニーズを明らかにし，中高年看護職者の就労
を可能とする交替制勤務とそのワーク・ライフ・バラン
スの在り方を検討する。
（本研究は，山形大学，労働科学研究所，東北大学，
同志社大学，愛知県立大学，琉球大学との共同研究であ
る。
）
6. 基礎体温と頸管粘液による女性の健康に関する研究
基礎体温の測定は，排卵の有無およびその時期の推定
が可能であることから家族計画や避妊指導によく用いら
れている。また高温相の状態からも黄体機能をある程度
判定することができるために，基礎的な卵巣機能判定法
の１つとして臨床上に広く利用されている。
現在，講義の一環として自己の健康意識を高めるため
に学生自身に基礎体温測定，頸管粘液の変化を記録する
ことを課題としている。全周期正常な者は約４割と半数
にも満たない。これらを，20代前半の女性は，まだ性成
熟が完成されていないのか，または，生活環境の変化に
よるストレスへの適応不全により内分泌に影響をもたら
したのかを明確にする必要がある。
年代的な生活習慣の変化が20代前半の女性の健康にど
のような影響があるかを分析することで，近い将来，子
どもを産み育てるという大きな役割を担っている女性の
健康教育に役立て，また，学生への生活指導の一助とす
るために基礎体温測定，頸管粘液の変化の調査を実施し
ている。
7. 妊 娠 期 の 栄 養 摂 取 状 況 が 出 生 体 重 お よ び 母 乳
分 泌 に 及 ぼす 影 響
過去 50 年間 20 代と 30 代のいわゆる妊孕世代女性の
BMI は急激に減少し，やせの比率が増加している。わが
国では，肥満と妊孕世代のやせが増加するという，先進
国のなかでも極めて特異な栄養状態を示している。妊娠
前の体格が「やせ」の場合，妊娠期の体重増加量が 9 ㎏
未満になると，低出生体重児のリスクが高まるといわれ
ている。出生体重はこの 30 年来減少傾向にあり，出生体
重の低下は胎内の栄養環境の悪化により生ずる現象で，
成人病胎児期発症説から将来の成人病(生活習慣病)の多
発が危惧されている。
2000 年の平均寿命の都道府県順位は，沖縄県の女性は
１位であったが，
男性は 26 位となり全国平均をも下回っ
たと 2002 年 12 月の地方紙の一面にとりあげられた。ま

た，県別 DM 年齢調整死亡率の推移をみてみると, 1975
年では男 47 位・女 43 位であったのが，2005 年には男女
共 1 位になっている。長寿大国であった沖縄県の健康状
態が危機的な状態にあることがうかがえる。
母乳栄養の効果は，
従来から知られていることに加え，
最近では肥満をはじめとしたメタボリック・シンドロー
ムを予防するという観点から，注目されている。1・2 型
糖尿病，高コレステロール血症等の慢性疾患のリスクを

軽減するといわれている。しかし，母乳栄養率は 0 ヶ月
時 1 ヵ月時それぞれ，1985 年 59.9%49.5%，1995 年
52.0%46.2%，2005 年 48.6%42.4%と減少傾向にある。
そこで，母乳栄養推進の立場から，妊娠期の栄養摂取
状況と出生体重および母乳分泌への影響を明らかにする
ことを目的として調査を実施している。
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我が国においてはまだ多くはない。痛みは文化の違いに
より, その表現が異なると言われており, 日本の子ども
達の痛みの表現も外国とは異なると考えられる。病院で
痛みの体験を余儀なくされている子ども達の痛みの反応
を研究することで, 看護ケアのあり方を考えていくのは
看護研究課題として重要だと考える。当教室は小児病棟
や外来において, 痛みの伴う処置場面を観察することで,
処置を受ける小児と母親, 医師, 看護師などの反応，言
動を分析し処置時少しでも痛みを緩和する方法について
模索する研究を行っている。

小児看護学分野
A. 研究課題の概要
1.先天異常をもつ子どもと家族への看護支援
先天異常をもつ子どもの発達支援・育児支援には, 遺
伝看護の知識と実践能力が重要である。特に稀な先天異
常については，症状や生育歴など医学的情報も未だ十分
とは言えず，看護に関する知識や情報は皆無に近い。本
研究室では個々の先天異常について，発達と育児に関連
した問題を丁寧に分析し，看護的支援方法の確立を目指
している。
2.自閉症スペクトラム障害のある子どもと家族への看
護支援
自閉症スペクトラム障害(以下自閉症と記載)のある子
どもたちは, 対人相互交流の障害や言葉を中心とするコ
ミュニケーション障害, 活動・興味の限局性等があるた
め, 他者との相互交流やルールに沿った行動が困難で,
こだわりやかんしゃく, パニック等の問題を持つことが
多い。本研究室では自閉症に対する理解を深めるために,
母親, 看護職者, 保育士, 大学生, 児のきょうだい等を
対象に他覚的な視点から調査し, 自閉症をもつ児と家族
への看護支援について検討している。

4.妊娠, 出産, 育児に関する風習の研究
この研究は沖縄の1960年代前後の妊娠, 出産, 育児に
関する風習を検証することで, 60歳代以上の出産体験者
の話から行なわれた風習を明らかにし, 妊娠, 出産, 育
児に関する質の高い支援方法を考える基礎資料を得るこ
とを目的とした。その結果, 妊娠, 出産, 育児に関する
風習は, 火の神との関りが強く述べられていた。火の神
は台所という身近にありすぐ拝むことができ, 分娩時の
母子の安全や子どもの成長を祈願することで母親, 家族
の不安を軽減させ精神を落ち着かせるスピリチュアルな
ものとして伝承し, また, タンカーなど子どもの成長過
程の節目を祝うことで親と子の愛情を強くし, 母性を育
て, 家族の絆とともに, 近隣との関りも深めたと考えら
れる。このような風習を理解して妊娠, 出産, 育児のケ
アすることは, 看護者と対象者との信頼関係を深め, 対
象者の不安の軽減に役立つことが示唆された。

3.子どもの痛みに対する研究
子どもの痛みについての研究は, 外国においては多く
されており, 末熟児・新生児を含め多くの報告があるが,

B. 研究業績
著
書
BD11001: 辻野 久美子: 先天異常. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011.

(B)

BD11002: 辻野 久美子: 先天奇形. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011.

(B)

BD11003: 辻野 久美子: 遺伝子異常. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011.

(B)

BD11004: 辻野 久美子: 単一遺伝子病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011. (B)
BD11005: 辻野 久美子: 多因子遺伝病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011. (B)
BD11006: 辻野 久美子: 常染色体優性遺伝病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, (B)
2011.
BD11007: 辻野 久美子: 常染色体劣性遺伝病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, (B)
2011.
BD11008: 辻野 久美子: X 連鎖優性遺伝病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, (B)
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2011.
BD11009: 辻野 久美子: X 連鎖劣性遺伝病. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, (B)
2011.
BD11010: 辻野 久美子: 染色体異常. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011.

(B)

BD11011: 辻野 久美子: ダウン症候群. 病態生理 DS（教育用ＤＳソフト）, 山内豊明他, メディカ出版, 2011. (B)

原
著
OD11001: 村上京子, 辻野 久美子, 沓脱 小枝子, 飯野英親, 伊東 美佐江：看護職の遺伝医療への関わりとケ (B)
アに伴う困難感 －山口県における周産期・小児領域看護職の現状－．日本遺伝看護学会誌, 10(1):
61-69, 2011.
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PI11001: Tsujino K, Kutsunugi S, Murakami K, Turale S.:Awareness of Prenatal Diagnosis among Japanese
University Students. International Society of Nursing in Genetics 24th Annual Conference,
Montreal (Canada), 2011.
PI11002: Tsujino K, Ito A, Kaito A, Kutsunugi S, Murakami K, Turale S.:Daily life and utilization of
social resources of mothers with autistic adolescent in Japan. The 8th International Nursing
Conference, Seoul (Korea), 2011.
PI11003: Tamashiro Y, Hokama T, Endo Y, Omine F, Gima T.: Exclusively breast feeding rate in a baby
friendly hospital in Okinawa, Japan. The 43 APACPH Proceeding; 377. 2011.

国内学会発表
PD11001: 辻野 久美子，伊東 亜友美，海頭 彩，沓脱 小枝子，村上京子: 学校卒業後のダウン症者の生活, 自
立状況の実態と母親の思い. 日本遺伝看護学会第 10 回学術大会, 東京都, 2011.
PD11002: 沓脱 小枝子，辻野 久美子，村上京子，飯野英親: プラダーウィリー症候群の子どもとその家族への
看護‐第 2 報‐. 日本遺伝看護学会第 10 回学術大会, 東京都, 2011.
PD11003: 松下智美，辻野 久美子: 2 型糖尿病の遺伝に関する知識が患者の予防行動および糖尿病の看護に及
ぼす影響-看護師への調査の分析から-. 日本遺伝看護学会第 10 回学術大会, 東京都, 2011.
PD11004: 沓脱 小枝子，辻野 久美子，塚原正人，村上京子，松下智美: 稀少遺伝性疾患をもつ子どもとその家
族への看護‐プラダーウィリー症候群について‐. 第 116 回山口大学医学会学術講演会, 宇部市,
2011.
PD11005: 白木千夏，辻野 久美子，中島ちひろ, 山根有賀，沓脱 小枝子: ダウン症候群をもつ子どもにおける
学校卒業後の生活や自立の実態 第 1 報-学校卒業後の生活の実態-. 第 58 回日本小児保健協会学術集
会, 名古屋市, 2011.
PD11006: 中島ちひろ，辻野 久美子，白木千夏，山根有賀，沓脱 小枝子: ダウン症候群をもつ子どもにおける
学校卒業後の生活や自立の実態 第 2 報-子どもと親を取り巻く環境に対する支援の実態-. 第 58 回日
本小児保健協会学術集会, 名古屋市, 2011.
PD11007: 山根有賀，辻野 久美子，白木千夏，中島ちひろ，沓脱 小枝子: ダウン症候群をもつ子どもにおける
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学校卒業後の生活や自立の実態 第 3 報-看護職者への要望、母親の望む自立-. 第 58 回日本小児保
健協会学術集会, 名古屋市, 2011.
PD11008: 宗像 誠，辻野 久美子，佐々木 良介，沓脱 小枝子: 児童虐待の早期発見に対する看護学生の意識 第
1 報. 第 58 回日本小児保健協会学術集会, 名古屋市, 2011.
PD11009: 佐々木 良介，辻野 久美子，宗像 誠，沓脱 小枝子: 児童虐待の早期発見に対する看護学生の意識 第
2 報. 第 58 回日本小児保健協会学術集会, 名古屋市, 2011.
PD11010: 崎間裕美, 仲村 美津枝, 儀間繼子, 又吉 笑美理, 吉永藍里, 大嶺ふじ子, 遠藤 由美子, 玉城陽
子：沖縄県 2 市の家族計画実態調査. 第一報-家族計画に対する母親の認識と実態の変化-. 第 52 回
日本母性衛生学会総会学術集会抄録集, 301, 2011.
PD11011: 吉永藍里, 仲村 美津枝, 儀間繼子, 又吉 笑美理, 崎間裕美, 大嶺ふじ子, 遠藤 由美子, 玉城陽
子：沖縄県 2 市の家族計画実態調査. 第 2 報-母親の結婚年齢, 第一子出産年齢の変化-. 第 52 回日
本母性衛生学会総会学術集会抄録集, 302, 2011.
PD11012: 又吉 笑美理, 仲村 美津枝, 儀間繼子, 吉永藍里, 崎間裕美, 大嶺ふじ子, 遠藤 由美子, 玉城陽
子：沖縄県 2 市の母親の育児認識と夫の育児協力. 第 52 回日本母性衛生学会総会学術集会抄録集,
302, 2011.
PD11013: 赤嶺奈弓, 髙橋さやか, 仲村 美津枝, 儀間繼子：一般病棟における患者急変・緊急時の臨床判断に
関する研究. 第一報 急変・緊急事態に関する記述回答からの分析. 第 42 回日本看護学会抄録集,
171, 2011.
PD11014: 髙橋さやか, 赤嶺奈弓, 仲村 美津枝, 儀間繼子：一般病棟における患者急変・緊急時の臨床判断に
関する研究. 第二報“臨床行動及び患者との関係”56 項目との関係. 第 42 回日本看護学会抄録集,
172, 2011.

その他の刊行物
MD11001: 辻野 久美子 監修: くりちゃんのだいうんどうかい. コロニー出版, 21p, 2011.
MD11002: 川内はるな，指導教員 辻野 久美子：自閉症児のきょうだいの想い－第 1 報－．看護学卒業研究収録，
平成 23 年度山口大学医学部保健学科，2011．
MD11003: 伊藤智恵，指導教員 辻野 久美子：自閉症児のきょうだいの想い－第 2 報－．看護学卒業研究収録，
平成 23 年度山口大学医学部保健学科，2011．
MD11004: 白石健太，指導教員 辻野 久美子：自閉症に対する看護学生のイメージの変化－療育ボランティア活
動を通して－第 1 報．看護学卒業研究収録，平成 23 年度山口大学医学部保健学科，2011．
MD11005: 高田早帆，指導教員 辻野 久美子：自閉症に対する看護学生のイメージの変化－療育ボランティア活
動を通して－第 2 報．看護学卒業研究収録，平成 23 年度山口大学医学部保健学科，2011．
MD11006: 又吉 笑美理, 崎間裕美, 吉永藍里, 指導教員 仲村 美津枝, 儀間繼子：沖縄県 2 市の母親の育児認
識と夫の育児協力. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38: 9-12, 琉球大学医学部保健学科, 2011.
MD11007: 崎間裕美, 又吉 笑美理, 吉永藍里, 指導教員 仲村 美津枝, 儀間繼子：沖縄県 2 市の家族計画実態
調査からみる―母親の子ども数と家族計画に対する認識と実態―. 平成 22 年度卒業研究論文集
No.38: 13-16, 琉球大学医学部保健学科, 2011.
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MD11008: 吉永藍里, 崎間裕美, 又吉 笑美理, 指導教員 仲村 美津枝, 儀間繼子：沖縄県 2 市の家族計画実態
調査からみる-母親の結婚年齢, 第一子出産年齢の変化-. 平成 22 年度卒業研究論文集 No.38:
17-20, 琉球大学医学部保健学科, 2011.
MD11009: 赤嶺奈弓, 髙橋さやか, 指導教員 仲村 美津枝, 儀間繼子：一般病棟における患者急変・緊急時の臨
床判断に関する研究. <第一報> 急変・緊急事態に関する記述回答からの分析. 平成 22 年度卒業研究
論文集 No.38: 21-24, 琉球大学医学部保健学科, 2011.
MD11010: 髙橋さやか, 赤嶺奈弓, 指導教員 仲村 美津枝, 儀間繼子：一般病棟における患者急変・緊急時の臨
床判断に関する研究. <第二報>“臨床行動及び患者との関係”56 項目との関係. 平成 22 年度卒業研
究論文集 No.38, 25-28, 琉球大学医学部保健学科, 2011.
MD11011: 儀間繼子: ローカル企画報告 11. 教員の実習指導能力アップ -フィジカルアセスメント指導の技術
-. 看護系大学から発信するケアリング・アイランド九州沖縄構想プロジェクト中間報告 平成 22 年
度, 198-200, 2011.
MD11012: 儀間繼子, 仲村 美津枝, 宮城 真規子, 知念 蛍, 大浦早智: こどもが痛みを伴う処置を受ける時の
保護者の医療者に対する認識, 平成 23 年度総会・学会プログラム, 9, 社団法人沖縄県小児保健協会,
2011.
MD11013: 儀間繼子: 私たちの体と月経. 母と子の月経教室, 第 6 章, 42-48, 平成 23 年度琉球大学公開講座,
2011.
MD11014: 儀間繼子, 宇座 美代子, 仲村 美津枝, 小笹美子, 古謝安子, 當山裕子, 玉城陽子: 沖縄県の 60 歳
以上の出産体験者が行った妊娠, 出産の風習. 沖縄の歴史と文化に根ざした地域看護に関する研究,
平成 20 年度～平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究Ｃ（一般）
）研究成果報告書, 2011.
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健」と「島嶼保健」の 2 科目を開講した。受講者の評
価を基に遠隔教育の問題点と課題を検討した。

母子・国際保健学分野

Ⅱ. 視力障害者の在宅フットケアと臨床実践看護学に
おける心理的アプローチ教授法に関する研究 (具志堅)
糖尿病性網膜症は成人失明原因の第一となっており，
その数は年間約 3000 名と言われている。しかしながら，
視力障害者のフットケアについての調査報告はまれであ
ることから，爪切りを含む在宅フットケアの介入研究を
行った。4 名の対象者うち 2 名は自己爪切りであり，2
名は介護者による爪切りが行なわれていた。自己爪切り
者は，手で爪を触れて切る方法で行なわれていた。爪は
まっすぐに切れず，尖がった箇所を指先で確認してまた
切るとの繰り返しから，深爪や爪下皮の損傷および出血
が観察された。家族や介護者による爪切りでも技術改善
の必要性があった。以上のことから，視力障害者のフッ
トケア支援において改善できる項目が明らかとなった。
糖尿病のような慢性疾患は治療が長期にわたり精神
的なストレスも強くなる。そのため心理面での配慮が不
可欠といわれている。心理的拒否反応が起こりやすい時
期のひとつに「治療法が強化された時期」があげられて
いる。今回，インスリン導入を目的に入院したものの，
注射拒否の強い患者を受け持った学生に対し心理的アプ
ローチ法として，Prochaska の多理論統合モデルを応用
したインスリン自己注射における「行動変化ステージモ
デル」を教授した。その結果，インスリン注射導入がス
ムーズに行なわれ，
SMBG(self-monitored blood glucose)
や食事療法への関心も引き出すことに成功した。以上の
ことから，臨床実践看護学における心理的アプローチ教
授の有用性が示唆された。

A. 研究課題の概要
Ⅰ. 母子・国際保健
母子・国際保健の分野では母乳栄養，育児および島嶼
国際保健に関する調査研究を継続しており，
平成 23 年度
も生活習慣病予防の観点と母乳栄養推進の立場から，妊
娠期の栄養摂取状況と出生体重および母乳分泌の調査研
究を行った。
平成 23 年には東日本大震災があり，
母子国際保健分野
でも災害時の乳児栄養について倫理的側面から調査を行
った。その成果は，Asia-Pacific Journal of Public
Health の特集号に掲載されることになっている。JICA
の長期留学生(リベリア，モザンビーク)は，母国の病院
における妊産婦死亡の臨床統計をまとめている。
海外研究調査は，公衆衛生教育の質の向上とインター
ネットを利用した遠隔授業の実践的研究を継続して行っ
た。
1）公衆衛生教育の質向上と保証
フィリピンにおける公衆衛生マネージャーの教育
プログラムとバランガイにおける実践活動に関する
調査では，4 年間の教育課程の効果が実践上評価でき
ることと問題点を明らかにした。
公衆衛生系専門職に必要な能力(ハードとソフト)を
養成する教育課程について，日本を含めタイ，マレー
シア，韓国各国の比較調査を行い，コアカリキュラム
と評価案を作成した。
2）サイバー大学における公衆衛生教育の実践的研究
オーストラリア，
マレーシアの協同研究者の協力を
得て，平成 23 年度は春学期と秋学期に「国際母子保

B. 研究業績
著
書
BI11001: Binns CW and Hokama T:Trends in the Prevalence of Low Birth Weight in Japan. Editor:V.R.Preedy, (A)
Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease:Springer Science, 2012.
BI11002: Hokama T and Lee A:Infant Mortality in Okinawa and Japan, 1973-2009. Editor:Leon V. Berhardt, (A)
Advance in Medicine and Biology:Nova Science Publishers, 2011.

原
著
OI11001: Hokama T, Yogi C, Binns CW and Lee A:Community-based screening for infantile Anemia in an (B)
okinawan village, Japan:Anemia, 2011, 278371.
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いた一事例. 日本糖尿病教育・看護学会学誌, 15:209, 2011. 9.
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MI11008: 饒邊ゆりや, 外間 登美子: ストレス対処能力と月経随伴症状－女子大学生の調査成績より－. 琉球
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セスメントの実際や病と家族の関係の理解など，疑似家
族体験ができていた。本研究は学会報告し，論文掲載さ
れた。

地域看護学分野
A. 研究課題の概要

5. 卒業前看護技術トレーニングと授業開発にむけた研
究
看護学生が既習技術を復習し，知識と技術の確認がで
きて学習意欲を高め，新しい職場にスムーズに入ってい
けることを支援するために，看護学教員と琉大附属病院
看護部が協同して卒業前看護技術集中トレーニング講座
を開設している。卒業前教育と入職後新人教育における
目的や到達目標レベルの違いを踏まえた看護部との協同
体制をさらに強化し，卒業生がスムーズに臨床現場に適
応できるよう授業開発が急務である。

1.沖縄の歴史と文化に根ざした地域看護活動に関する
研究
妊娠・出産・育児における沖縄の文化に根ざした看護
援助に関する研究や，沖縄の中高年の心の健康とユイマ
ールに関する研究に取り組み，
「沖縄の歴史と文化に根ざ
した地域看護活動に関する研究」報告書を作成した。こ
れらの研究成果は，次年度沖縄で当研究室が事務局とし
て開催予定の第 38 回日本看護研究学会学術集会の会長
講演で報告する。
2. 看護者のキャリア開発に関する研究
保健師指導者の人材育成プログラムの開発に取り組み，
沖縄県宮古島市の保健師を中心に新任保健師，中堅保健
師，保健師管理者の３者それぞれを対象に OJT と OFF-JT
を組み合わせた現任教育プログラムを実践している。ま
た，中堅看護師の看護の質向上を目指した効果的な看護
継続教育のあり方についての研究に取り組んでいる。
3. 沖縄の小離島における介護と看取りに関連する要因
の研究
沖縄県の人口千人規模の小離島自治体における高齢
者の要介護期や終末期および看取りに関連する要因を明
らかにすることを目的に研究を行っている。1999 年以前
の死亡や葬法の実態把握ができている座間味村をフィー
ルドに，
その後 10 年間の死亡状況と住民の葬法に対する
意識，
看取り終えた家族への聞取り調査を実施した。
2000
年から 2010 年の死亡 111 例，回収できた住民意識 472
人(回収率 67.0%）
，看取り終えた家族への面接 31 例のデ
ータ解析を行っている。

6. 子どもの虐待予防に関する研究
平成 22 年度に受託した子ども未来財団の調査研究事
業「こどもの虐待にかかわる頻度と対応に関する研究」
で得られた研究成果を第二回日韓地域看護学会，第 37
回日本看護研究学会等で報告した。この成果を元に，平
成 23 年は子ども未来財団の調査研究事業
「こどもの虐待
ボーダーライン事例支援の経時的変遷に関する研究」を
受託し，沖縄県，福岡県，佐賀県の保健師を対象に育児
困難事例の聞き取り調査を行った。研究成果は報告書と
してまとめ，学会等で発表する予定である。
7. 保健師の一人前に成長に関する研究
2009 年 5 月から 2012 年 3 月の期間に実施した「新米・
新人保健師の自主勉強会」実践データを元に，新人保健
師の育成に役立てるために，保健師が一人前保健師に成
長するために必要な要因について分析し，一人前になる
ために必要な期間の平均は 5 年 5 ヶ月(最小:1 年， 最
大:20 年)等が明らかになり，日本公衆衛生学会で報告し
た。
8. 保健師と母子保健推進員との協働に関する研究
平成 21～23 年科学研究費補助金を受けて
「沖縄県の地
域特性を考慮した保健師と母子保健推進員の協働に関す
る研究」を行った。沖縄県内の母推と保健師の両者を対
象としアンケート調査や面接調査を実施し，母推の活動
意識や協働に必要な要因の検討を行っている。この研究
成果は沖縄県小児保健学会や第 70 回日本公衆衛生学会
総会他で発表した。また沖縄県小児保健学会誌，日本看
護科学学会誌へ論文投稿中である。

4. 看護学生による「苦悩する家族物語」自作自演過程の
評価
家族看護学を履修する学生に「苦悩する家族物語」自
作自演演習をグループ課題とし，その取り組み過程にお
ける学習効果を評価した。登場人物を詳細に設定したグ
ループでは，人物に相応しい台詞を何度も吟味して紡ぎ
だし，納得できる物語展開に達成感を得ており，家族ア
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療法のなかでもアロマテラピー（Aromatherapy）は，
花・香草など植物に由来する芳香成分（精油）を用い
て，ストレスを軽減し，心身をリラックスさせ，心身
の健康をはかる療法であり，日常生活で容易に活用可
能である。本研究は，認知症高齢者の周辺症状や問題
行動に焦点をあて，アロマテラピー介入による身体及
び精神健康への効果を検証することを目的とする。併
せて，唾液中ストレス関連物質である Cortisol，
free-MHPG および s-IgA を測定し精神神経免疫内分泌
免疫学的側面から客観的に評価を行う。

精神看護学分野
A. 研究課題の概要
1. 地域高齢者のスピリチュアリティが生活の質
（Quality of life）に及ぼす影響についての検討
高齢者が加齢のプロセスで重要となる霊性といっ
たスピリチュアリティは，老いの受容を促進し，幸福
感や自己実現へのモラールに影響することが考えら
れる。本研究は，地域高齢者のスピリチュアリティと
高齢者の日常生活や性格，心身の状況，さらに社会活
動性や性役割，地域支援ネットワークなど生活の質
（Quality of life）に及ぼす影響について検討し，
身体・心理・社会・霊的側面を包含したモデル構築を
行うことを目的とする。

4. 統 合 失 調 症 患 者 を か か え る 家 族 の PTSD
（Posttraumatic Stress Disorder）と援助希求行に
関する研究
「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的
方策を推進するための重点施策の一つに，就労支援環
境の基盤作りや効果的な就労プログラムの確立が上
げられている。また，統合失調症患者が長期入院に至
る理由として，疾患の難治性だけでなく家族の受け入
れが困難であることが報告されており，その背景に家
族の心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress
Disorder: PTSD）が指摘されている。本研究は，入院
中あるいはデイケアに通う統合失調患者をかかえる
家族を対象に，患者の急性期の状況下における PTSD
に焦点をあて，患者の介護上の主観的困難度・負担感
および精神健康について検討を行う。併せて，家族の
援助希求行動の一つとしてユタ（沖縄の伝統的民間巫
者）との関わり状況について明らかにすることにより，
患者家族に対する具体的援助と患者の長期入院（社会
的入院）の方策に資することを目的とする。

2. 唾液中ストレス関連物質を指標とした地域高齢者
の精神健康に関する検証
本研究は唾液中ストレスマーカーを指標に，地域高
齢者の主観的幸福感，生活満足感や，活動能力やソー
シャルサポート及び沖縄の伝統的精神風土などとの
関連を総合的に検討し，心身の健康問題や健康増進を
図る方策の一助とすることを目的とする。
3. アロマテラピーを活用した代替療法の身体及び精
神健康に及ぼす効果について実証的介入研究
相 補 ・ 代 替 療 法 complementary & alternative
medicine（CAM）は，西洋医学との融合により患者の
みならず，健康な者に対しても全人的な治療や健康向
上に有用であり，その重要性が指摘されている。代替
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因. ヘルスカウンセリング学会, 東京, 2011.
PD11002: 宮城真理, 豊里竹彦, 満田 香: 看護学生の死生観と自己概念についての縦断研究. スピリチュアル
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PD11003: 豊里竹彦: 沖縄の長寿者を対象にした疫学研究による精神健康度 －地域高齢者の精神健康に対する
スピリチュアリティーとソーシャルキャピタルの影響について－. 日本心理学会 75 回大会, 東京,
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臨床心理・学校保健学分野
A. 研究課題の概要
臨床心理・学校保健学分野が手がけてきた研究テーマ
は，臨床心理学，コミュニティメンタルヘルス，スクー
ルカウンセリング，学校保健学領域など多岐にわたる。
近年では平成 19 年度～21 年度に科研[基盤研究(C)]の
助成を得て，
「中高年男性の自殺防止」について沖縄県全
域での自殺率低減に向けた実践的な介入研究に取り組み，

得られた知見は地域の保健医療・福祉，教育分野の啓発
活動などに生かすべくシンポジウム・講演会活動で公表
してきた。
学校保健学領域では，養護教諭の職務ストレスに関す
る研究や，保健室を利用した児童生徒への効果的な対応
についての研究－特に“保健室登校”児童生徒への効果
的な支援の検討を行っている。また，疫学・健康教育学
分野との共同研究として，児童思春期のストレスやう
つ・学校不適応などと心理社会的背景すなわち学校環境
や家庭環境との関連についての研究や，地域看護分野と
の協働で児童虐待に関する研究等をすすめているところ
である。

B. 研究業績
国内学会発表
PD11001: 和氣則江, 喜久川 美沢: “保健室登校”児童生徒への支援に関する検討－支援結果別にみた児童生
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知香子: こども虐待を予防するための保健師と児童相談所との連携．第 37 回日本看護研究学会, 横
浜市 [日本看護研究学会雑誌 34(3): 264], 2011.8.
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では脳梁，淡蒼球や，中心前回，中心後回，頭頂間溝，
前頭葉，大脳半球および間脳に高いことが分かった。末
梢組織で比較するとリンパ節，脾臓，胸腺などのリンパ
系に高く，次いで，卵巣，子宮頚部，卵管，などの生殖
器系で高く，他に咽頭，食道，胃，すい臓などの消化器
系が高かった。ShadooとPrPCで発現分布を比較すると，
脳組織の中でも脳梁，頭頂間溝，前頭葉が共に発現が高
く，末梢組織では，リンパ節などのリンパ系，咽頭，食
道などの消化器系，冠動脈などの心臓血管系，脾臓など
のリンパ系，子宮，卵巣，精巣などの生殖器系で発現が
高いことが分かった。ShadooとPrPCの発現の局在におい
て，大脳半球と間脳，生殖系，リンパ系，消化器系で発
現が共に高いことから，ShadooとPrPCは協調して何らか
の機能を発揮していることが考えられた。

生体代謝学分野
A. 研究課題の概要
(1) 15デオキシΔ12,14プロスタグランジンＪ２の生理作用
に関する研究（田中）
プロスタグランジンJ2 (PGJ2) に由来する脂質メディ
エーター，15-deoxy-12,14-PGJ2 (15d-PGJ2) は，脂肪細胞
の分化，抗ウイルス作用あるいは抗炎症作用と言った作
用を示すことが報告されている。分化に関しては，転写
調節因子PPARγ(Peroxisome Proliferator-Activated
Receptor γ) のリガンドとして15d-PGJ2が作用するこ
とが明らかになっている。筆者らは，ウサギ滑膜線維芽
細胞 (HIG-82) に対して15d-PGJ2が，細胞の断片化，
caspase 3/7の活性化とそれによるPARP1の切断，ならび
にヌクレオソーム単位のDNAの断片化をともなうアポト
ーシスを惹起することを明らかにした。この15d-PGJ2に
よるアポトーシス誘導作用は，PPARγのアンタゴニスト
では阻害されず，また，PPARγのアゴニストで代替でき
なかったことから，15d-PGJ2はPPARγ非依存的にアポト
ーシスを誘導することが明らかとなった。又，以前に報
告した15d-PGJ2処理したマウス胚性線維芽細胞における
HATと同様に，15d-PGJ2処理したHIG-82細胞において，が
ん抑制因子p53の不溶化に起因する転写調節活性の低下
が観察されたことから，15d-PGJ2依存のアポトーシスに
は，p53は関与しないことも明らかとなった。さらに，Nアセチルシステイン(NAC) は，上記の15d-PGJ2によるア
ポトーシスに関連する事象を抑えるのみならず， p53の
不溶化とユビキチン化を阻害したことから， NACは一連
の過程の上流のステップを阻害すると考えられ，現在そ
の機構を解明中である。

(3) 多価電荷性マグネティックビーズを用いたウイル
ス濃縮法の開発（作道）
ウイルスは環境中では低濃度であるため，環境中のウ
イルス測定を行うためには，
ウイルス濃縮が必須である。
また，感染性ウイルスはワクチン製造に必須であり，早
期に感染性ウイルスを分離できるかが，ウイルス対策の
重要ポイントの一つと考えられている。最近，新たなウ
イルス濃縮法の開発を行い，インフルエンザウイルス，
Respiratory syncytialウイルス，Borna病ウイルス，お
よびデングウイルス濃縮への多価電荷性マグネットビー
ズの有効性を確認した。用いた多価電荷性ポリマーは
poly(methyl vinyl ether-maleic anhydride)で陰性に荷
電しており，これをコートすることによりウイルス吸着
が可能となる。本年度は，これまでの研究を発展させ，
アデノウイルスを対象に解析を行い，多価電荷性粒子ビ
ーズによるウイルス濃縮を確認した。今後，他のウイル
スへの適用可能性について研究を進めていく予定である。
(4)カビ，細菌，ウイルスの殺菌・消毒効果に関する研
究（作道）
真菌，細菌およびウイルスなどそれぞれの対象物ごと
に，窒素ガスプラズマの発生条件の至適化を行い，不活
化可能な条件を調べるとともに，その時の対象物の変化
を生化学解析した。これまで，パルス電源の条件は
1.0kpps～2.0kppsで行い，この条件で芽胞菌の不活化効
果を確認していたが，これについても至適な条件を再検
討した。プラズマ処理による化学修飾変化については，
初めにフーリエ変換型赤外分光装置を用い，脂質，蛋白
質，DNAなどについて変化を調べた。次に蛋白質修飾，DNA
修飾などについて，イムノクロマトグラフィー，polymerase chain reaction (PCR)，enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)などを行うことで，プラズマ処理
による詳細な化学修飾状態を解析した。さらに，細菌，
およびウイルス塗布サンプルのプラズマ処理による表面
状態の変化を電子顕微鏡観察して，プラズマ処理による
サンプルの変化を観察した。これらにより，プラズマ処
理によるカビ，細菌，ウイルスの殺菌・消毒メカニズム

(2) 正常型プリオン蛋白質ファミリーShadooの発現解
析（作道）
最近，プリオン蛋白質ファミリーとしてShadooが発見
された。Shadooは正常型プリオン蛋白質(PrPC)のＮ末端
側と一次構造が類似している。PrPCの機能は未だ明らか
になっていない部分が多いことから，ファミリー蛋白質
の構造的あるいは機能的な比較研究から得られる知見に
興味が持たれている。また，ShadooはPrPCと同様、脳に
おいて高い発現を示すことは知られているが，脳におけ
る発現分布や末梢組織における局在など，明らかでない
部分が多い。そこで，本研究では，Shadooの中枢及び末
梢組織における発現について解析を行い，PrPCとの比較
を行った。その結果，Shadooは，脳組織の中では脳梁，
大脳脚，視床下部，後頭皮質，頭頂間溝，前頭葉，大脳
半球および間脳に発現が高いことが分かった。末梢組織
で比較すると，卵巣，精巣，子宮，胎盤などの生殖器系
に高い発現が見られた。次いで肝臓、
，腎臓，胸腺，心臓
が高い発現を示した。一方，PrPCの発現は，脳組織の中
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について考察した。
窒素ガスプラズマ発生時のパルス電源の条件を変化
させ（0kpps～2.0kpps）
，カビ（真菌）
（Aspergillus niger）
，
細菌
（サルモネラ）
，
ウイルス
（インフルエンザウイルス，
アデノウイルス）
の不活化条件を検討した。
2.0kppsでは，
一部強い放電の部分が出現するなど安定性に欠けたため、
1.5kppsまでで様々な微生物への不活化効果を調べた。
そ
の結果，カビ（真菌）
（Aspergillus niger）
，細菌（サル
モネラ）
，ウイルス（エンベロープを持つウイルスである
インフルエンザウイルス，エンベロープを持たないウイ
ルスであるアデノウイルス）
の1.5kppsでの不活化が確認
された。これらのデータの代表例として，サルモネラ
（Salmonella Abony NCTC 6017）とインフルエンザウイ
ルス（A型influenza virus, PR8株）のデータを以下に詳
しく示す。1.5kppsで108 colony forming unit (CFU)の
サルモネラの処理を行い生菌数について寒天培地を用い
て測定したところ，1分処理でCFUが100分の1以下に，2
分以内に検出限界以下となった。これらのことから，
1.5kppsでは2分以内に十分にサルモネラを不活化できる
ことが明らかとなった。この条件で，サルモネラの細胞
壁に存在するO抗原について，イムノクロマトグラフィー
（シングルパスサルモネラ，メルク株式会社）により解
析すると，完全に消失しているわけではないもののプラ
ズマ処理により15分で分解されていることが確認された。
さらに，同様に細胞壁に存在するリポ多糖（LPS）量をリ
ムルスカラーKYテスト（和光純薬）により定量解析する
と，15分処理で7分の1以下に減少していた。また，プラ
ズマ処理後の蛋白質量をDC-Protein Assay（Bio-Rad）に
より測定すると，15分処理で2分の1以下，30分処理で10
分の1程度に分解されていた。加えて，ゲノムDNAの損傷
状態をサルモネラのinvA遺伝子のPCR法による増幅量を
指標に，DNA-PCRおよびリアルタイムPCRで比較をすると，
プラズマ処理5分以内にDNAの損傷がおこり，PCRでDNAの
増幅が起きなくなることが明らかとなった。走査型電子
顕微鏡（Scanning Electron Microscope, SEM）を用いた
観察でも，プラズマ未処理条件では滑らかであった表面
がプラズマ処理により小さな突起物が現れザラザラした
状態へ変化したことから，上記の生化学解析のデータと
一致する結果となった。一方，インフルエンザウイルス
は1.5kppsの処理条件で5分以内にニワトリの発育鶏卵で
の増殖能力がなくなった。このインフルエンザウイルス
をSEM観察すると，
未処理のウイルスはウイルスとウイル
スの間が繊維状のもので手を繋いだような様子が見られ
たが，プラズマ処理（5分）によりこの繊維がなくなりウ
イルス自体も萎んで小さくなっている様子が見られた。
インフルエンザウイルスのフーリエ変換型赤外分光装置
による解析では，脂質，蛋白質に関連する吸収ピークに
シフトや吸収の低下がみられ，脂質修飾や蛋白質修飾が
起きていることが示唆された。
さらに，
PCR法でゲノムRNA
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を増幅すると，プラズマ処理により，RNAの損傷が起きて
いることも分かった。なお，アデノウイルスの場合はゲ
ノムDNAの損傷の程度はインフルエンザウイルスに比較
して少なく，15分処理でも10％程度しかPCR増幅の阻害は
起こらなかったが，イムノクロマトグラフィー解析の結
果，ウイルス表面のヘキソン蛋白質はこの時間で分解さ
れていることが確認された。
上記の結果から，カビ，細菌，ウイルス（エンベロー
プあり，なしの両方）に対して，窒素ガスプラズマが
1.5kppsの条件で効率的に不活化できることが明らかと
なった。さらに，処理された対象物の表面が変化し，細
胞壁，蛋白質，脂質，およびゲノム核酸のそれぞれに修
飾や分解が見られた。今後は，これらの分解メカニズム
や修飾状態の詳細な解析により，殺菌・消毒因子の同定
を進める。
(5)カビ毒，細菌毒，エンドトキシンの不活化効果に関
する研究（作道）
カビ毒（アフラトキシンB1）やエンドトキシン(LPS)
を対象に窒素ガスプラズマによる不活化効果を調べた。
これらのプラズマ処理による分解効果の解析については，
イムノクロマト法を用いた定性解析やELISAやトキシノ
メーターによる定量解析を組み合わせて行った。1.5kpps
でアフラトキシンB1の処理を行った後，ELISA によりア
フラトキシン量を定量したところ15分で20分の1程度に
まで分解でき，15分以降処理を継続してもそれ以上は分
解しないことが分かった。さらに，0kpps～1.5kppsと周
波数を変更し，
その時のアフラトキシンの分解量をELISA
で調べたところ，1.5kppsまでは周波数の上昇に伴い，分
解量が増えることが明らかとなった。
これらのことから，
1.5kppsで15分処理を行う条件が最も効率的にアフラト
キシンを分解できることが分かった。さらに， High
Performance Liquid Chromatography (HPLC)を用いて，
この分解産物を調べてみると，プラズマ処理により未処
理のアフラトキシンよりも溶出スピードの遅いものと早
いものの両方が増加していることが分かった。これらの
ことから，プラズマ処理は，分解の他にも重合が起きて
いることがわかり，このことから活性をもつアフラトキ
シンはさらに少ないものと考えられた。LPSについても，
サルモネラのLPSがプラズマ処理により分解できること
が明らかとなった。
アフラトキシンは天然に存在する化学物質の中で最
も発がん性の高いものとして知られている。さらに，ア
フラトキシンは熱にも強く難分解性のものとして知られ
ており，微量でも摂取し続けることでの健康への害ある
ことで，問題となっている。今回、窒素ガスプラズマに
より効率的にアフラトキシンを分解することに成功した
ことで、本手法の農業分野での利用を考える際の，適用
領域の拡大に役立つものと期待される。
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分子遺伝学分野
A. 研究課題の概要
1. 腸炎ビブリオの鉄獲得系に関する研究
腸炎ビブリオは我が国における細菌性食中毒の主要原
因菌の一つである。本菌を含め，生物は生存･増殖に鉄を
必要とする。ヒト体内において，細菌の利用できる遊離
鉄は極めて低いため，細菌，特に，病原性細菌はヒト体
内において，鉄を獲得するために種々の機構を有してい
る。本菌は鉄獲得のために鉄と特異的にキレートする低
分子化合物，シデロフォアの一つビブリオフェリン，を
産生する。
本研究ではシデロフォア非産生変異株を用い，
病原性にビブリオフェリンが関与するかどうかについて
検討した。ショウジョウバエをモデル動物に用い，その
腹腔内に一定量の本菌を接種し，その生存率を経時的に
観察することにより，病原性を測定する系を構築した。
ショウジョウバエに野生株及ビブリオフェリン非産生変
異株を接種すると野生株では 10 時間ほどで死に始める
のに対し，
ビブリオフェリン非産生変異株では 16 時間後
と大幅に遅れた。次に菌接種後のショウジョウバエ菌体
数を経時的に測定したところ，ビブリオフェリン非産生
変異株ではショウジョウバエ体内での増殖が著しく低い
ことが明らかになった。また，ビブリオフェリン非産生
株と野生株において，LDH などの既知の病原性因子の遺
伝子の発現を調べたところ，
有意差は認められなかった。
以上より，ビブリオフェリンは鉄制限状態において，既
知の病原性因子の発現を促進するのではなく，ショウジ
ョウバエ体内における腸炎ビブリオの増殖を促進するこ
とによって，致死活性を示すことが明らかとなった。こ
のことは増殖型の食中毒細菌である腸炎ビブリオの予防
には，シデロフォアを介した鉄獲得機構を抑制すること
が有効である可能性を示唆する。
2．膜結合性グルタチオン抱合酵素(MGST1)の研究
薬物代謝第２相の解毒酵素であるグルタチオントラン
スフェラーゼ(GST)は，抗がん薬，化学発がん物質，脂質
過酸化物等のグルタチオン抱合を触媒する他に，グルタ

チオンペルオキシダーゼ活性やビリルビン等の結合蛋白
の役割を持つ多機能酵素である。当教室では特に膜結合
性 GST(MGST1)について研究している。
ミトコンドリアは，カルシウム高負荷，酸化ストレス
等によりミトコンドリア膜透過性遷移(MPT)孔を開口さ
せ，膨化(swelling)，膜電位の消失，cytochrome c の遊
離を引き起こし，細胞のアポトーシスを引き起こすこと
が知られている。我々は，肝ミトコンドリア膜結合性の
GST(mtMGST1)が酸化ストレスによる MPT に関与するとい
う新機能を見出した。ミトコンドリア内膜の mtMGST1 は
MPT 調 節 蛋 白 と 呼 ば れ る adenine nucleotide
translocator(ANT)および cyclophilin D と会合し，MPT
阻害剤によりその GST 活性が阻害されることが明らかに
された。また，mtMGST1 がミトコンドリア特異的膜脂質
であるカルジオリピンとの相互作用により活性化される
ことや，酸化ストレス性 MPT 誘導時にミトコンドリア内
膜の mtMGST1 が ANT，CypD とジスルフィド結合を介した
高分子タンパク複合体を形成し，この高分子形成が MPT
pore に関係していることを報告した。これらの研究成果
より，mtMGST1 は酸化ストレス時に引き起こされる MPT
pore の主成分として機能していることが強く示唆され，
mtMGST1 がミトコンドリアを介する酸化ストレス性肝障
害の regulator として機能することが推定された。
3. 沖縄産薬草・食材の抗酸化作用とミトコンドリア機
能障害への影響に関する研究
当研究室では，これまでに様々な沖縄産薬草・食材の
抗酸化作用を確認してきた。その中で沖縄の伝統食材と
して豆腐ようの製造に使用されている紅麹から抗酸化作
用を有する成分としてジメルミ酸を分離し，そのものが
肝障害抑制作用を持つことを明らかにしてきた。このジ
メルミ酸はラット肝から単離したミトコンドリアに対し
ても酸化ストレス性の機能障害を軽減することを明らか
にした。これよりジメルミ酸が活性酸素消去，キレート
作用により酸化ストレス性の高分子タンパク複合体形成
による MPT 孔の開口を抑えることによりミトコンドリア
機能障害を抑えていることが示唆された。また，ジメル
ミ酸はミトコンドリア障害を介して毒性を示すと言われ
ているアセトアミノフェン肝毒性を軽減させることを明
らかにした。

B. 研究業績
原
著
OI11001: Miyoshi S, Abe Y, Senoh M, Mizuno T, Maehara Y, Nakao H. Inactivation of Vibrio vulnificus (A)
hemolysin through mutation of the N- or C-terminus of the lectin-like domain. Toxicon
2011;57:904-908.
OI11002: Tanabe T, Funahashi T, Okajima N, Nakao H, Takeuchi Y, Miyamoto K, Tsujibo H, Yamamoto S. The (A)
Vibrio parahaemolyticus pvuA1 gene (formerly termed psuA) encodes a second ferric vibrioferrin
receptor that requires tonB2. FEMS Microbiol Lett 2011;324:73-79.
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形態病理学講座
A. 研究課題の概要
1. 沖縄県の口腔癌と EBV 及び HPV 感染の関連につ
いて(金城貴夫)
EBV 感染は悪性リンパ腫や胃癌や鼻咽頭癌の発生
に関与している事が知られている。EBV による発癌の
詳細な機構は解明されておらず，癌細胞中では EBV
は潜伏感染の状態でわずか数種類の遺伝子が発現し
ているにすぎない。沖縄県と本土での口腔扁平上皮
癌における EBV と HPV の感染率の比較を行ったとこ
ろ，沖縄県の口腔領域の扁平上皮癌は本土の症例に
比べて EBV と HPV の感染率が高く，腫瘍発生との関
連が示唆された。
そこで EBV の LMP1 や EBNA1 や HPV16
の E6 や E7 を様々な組み合わせで発現させ，EBV と
HPV 重複感染による腫瘍発生の検討を行った。現在ま
での解析では，ウイルス遺伝子の発現により増殖能
やアポトーシスの頻度に差がみられ，形質転換の誘
導も観察されている。今後はウイルス遺伝子による
形質転換についてシグナル伝達経路の検討を進める。
2. 沖縄県の HHV-8 感染とカポジ肉腫の発生につい
て(玉那覇歩未、金城貴夫)
カポジ肉腫の発症にはヒトヘルペスウイルス８型
(HHV-8)が関与している。本土では AIDS 関連型カポ
ジ肉腫が多いが，沖縄県では古典型カポジ肉腫の発
症頻度が多い。古典型は高齢者に多く四肢に限局し，
AIDS 関連型と異なり内蔵病変はまれで，しかも自然
退縮する事がある。この臨床像の違いが何故生じて
いるかについてはよく分かっていない。AIDS 関連型
と古典型カポジ肉腫について HHV-8 の塩基配列を比
較したところ，古典型では HHV-8 genotype II/C (K1
region), subtype C (ORF26 region)であり，K1 遺伝
子 VR2 領域に 5 アミノ酸の欠失が認められた。一方
AIDS 関連型は HHV-8 genotype I/A, subtype B であ
り欧米でよく認められるタイプであった。genotype
の違いが病像の違いに関連していると考えられた。
これらの遺伝子の違いが腫瘍の発生にどのような影
響を与えるか検討する為，古典型 K1 遺伝子と AIDS
関連型 K1 遺伝子の発現ベクターを作成し，形質転換
能の違いを比較した。古典型 K1 と AIDS 関連型 K1 で
は増殖能やアポトーシスへの抵抗性に違いが見られ，
形質転換能に違いがあると考えられた。今後は古典
型 K1 と AIDS 関連型 K1 のシグナル伝達を検討し形質
転換のメカニズムを明らかにする。
3. 扁平上皮化生発生のメカニズムについて(金城貴
夫)
1980 年代から 2000 年にかけて沖縄県の肺癌の組
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織像を検討したところ，沖縄では扁平上皮癌の頻度
が高く，しかも高分化型の割合が本土に比べて多い
事を見出した。さらに沖縄県の肺扁平上皮癌からは
高率に HPV が検出された。しかし近年は沖縄県の肺
扁平上皮癌は減少しており，これとは対照的に腺癌
が増加している。沖縄県の肺癌は本土や欧米の肺癌
組織型の頻度に近付いている。沖縄県の肺扁平上皮
癌の減少と同時に HPV の検出率も減少し，沖縄県の
肺扁平上皮癌の分化度も低下している事も確認され，
沖縄県肺扁平上皮癌と HPV の関連が分子疫学的に示
唆された。HPV による扁平上皮への分化誘導（扁平上
皮化生）のメカニズムに関しては，培養腺癌細胞に
HPV を導入し形態学的にも分子生物学的にも扁平上
皮化生が誘導されている事を証明した。HPV 遺伝子の
発現が幹細胞の形質を誘導している可能性があり，
さらに検討する必要がある。
4. ウイルス遺伝子発現によるマウス ES 細胞の形質
の変化について（北村文太、金城貴夫）
我々は HTLV-I Tax がヒトの線維芽細胞や T リンパ
球に発現すると活性酸素を産生し DNA を障害する事
により，細胞老化を誘導する事を見出した。分化し
た細胞における癌遺伝子の過剰発現は細胞老化を誘
導する事が知られており，腫瘍発生を抑制するメカ
ニズムのひとつとして理解される。しかし未分化な
細胞におけるウイルス遺伝子発現がどのような影響
を与えるかについてはまだ十分明らかではない。そ
こでマウス ES 細胞を用いて様々な分化段階の細胞
を作製し，これらの細胞に Tax を発現させ，形態，
増殖能や発現遺伝子の変化を検討した。今後は形質
転換能について詳細に検討する。
5. Myospherulosis の成因に関する実験的研究(大城
吉秀)
Myospherulosis は組織学的に Cystic space の中
に多数の endo body(spherules)とそれらを取り囲む
袋状構造物(parent body)からなる特徴的な病変であ
る。報告された最初の頃は, spherules の形態やその
組織学的背景から真菌を含めた感染症が疑われ，種々
の培養が試みられたがいずれも成功しなかった。一方，
電顕を含めた形態学的検索で spherules 内部に核片
様物質や filaments を認めたとの報告もあるが核そ
のものは末だ確認されておらず，真菌を含めた感染症
は否定的であった。我々は，Myospherulosis の成因
を明らかにするために in vitro においてラノリン,
オレイン酸, リノール酸, ビタミン E と, 全血，洗浄
赤血球, 血漿，あらかじめ固定した赤血球を用いて
Myospherulosis を作り出すことを試み，その経時的
観 察よ り parent body の成 立と その組 成，及 び
endobody の形成過程を解明しつつある。
6. 沖縄県における老人保健法に基づく子宮癌検診，肺
癌検診の現状と間題点‐特に細胞診の面から-(大城吉

秀)
昭和 58 年に老人保健法(老健法)が施行され子宮癌
検診も細胞診を主体に実施されている。我々は昭和 58
年から平成 2 年までの 8 年間の沖縄県における子宮癌
検診，肺癌検診の現状を各市町村が行なった検診報告
書を基に検討を加えている。沖縄県と全国の受診率，
要精検率，癌発見率を比べてみると，沖縄県は全国に
比べて受診率が高く，癌発見率も高い。また子宮癌の
訂正死亡率でも高くなっている。那覇市と村部の比較
では受診率では那覇市が低いが，癌発見率は那覇市が
高い。沖縄県は子宮癌，肺癌の発見率が高く，今後那
覇市の受診率の向上と子宮癌，肺癌の早期発見に努め

るとともにスタッフ(特に細胞検査士)の養成に力を入
れなければならない。
７.ストレスによる AGML の発生とその抑制(大城吉秀)
ラットを用いて拘束水浸ラットを付加して AGML の
発現とその発現を抑制する栄養素の検討を行なってい
る。
8.トリプシンインヒビターによる肝癌発生の抑制(大
城吉秀)
化学発癌による肝癌発生をトリプシンインヒビタ
ーによって抑制可能かを検討している。

B. 研究業績
総
説
RD11001： Kinjo T. HPV infection and squamous differentiation of lung cancer cells among patients in (B)
Okinawa, Japan. Ryukyu Med J 2011;30:1-11.

国際学会発表
PI11001： Kinjo T, Ham-Terhune J, Peloponese J-M, Jeang K-T. Reactive oxygen species (ROS) by HTLV-I
Tax expression induces DNA damage and cellular senescence. 2011 ASBMB special symposium: Recent
Advances in Pathogenic Human Viruses. July 26, 2011, Guangzhou, China.

国内学会発表
PD11001： 玉那覇 歩未, 島袋哲也, 金城貴夫: AIDS 関連型と古典型カポジ肉腫における K1 遺伝子機能の比較.
第 100 回日本病理学会総会, 横浜, 2011.4.29．
PD11002： 島袋哲也, 玉那覇 歩未, 金城貴夫: HPV と EBV 二重感染による形質転換の検討．第 100 回日本病理
学会総会, 横浜, 2011.4.29．
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新しい Cronobacter 属となり現在 5 菌種からなる。本菌
は黄色色素産生のグラム陰性通性嫌気性桿菌であり，河
川，土壌など環境中に生息する。本菌の食品汚染，特に
新生児において本菌で汚染された調製粉乳の摂取により
髄膜炎を発症させ致命率の高い菌として報告されている。
しかし，
依然として本菌の生息場所は明確でなく，
また，
菌の病原因子やその感染機序は不明であり，その解明が
待たれている。そこで，当研究室では，Cronobacter に
関する以下の研究を行っている。①環境 (河川，下水及
び食品等)の Cronobacter spp.の分布調査，②
Cronobacter spp.の系統分類学的解析，③温度抵抗性の
機序に関する研究，④分離菌の薬剤感受性，⑤病原因子
の探索と分離菌を用いたマウスへの感染実験(菌種によ
る差異等)
◎Aeromonas 属はオキシダーゼ陽性，ブドウ糖発酵性
の通性嫌気性グラム陰性桿菌であり，河川，湖沼，土壌
および沿岸部に生息することは多くの研究からすでに明
らかにされている。
本菌の分類は複雑で現在 28 遺伝種に
分類されている。
その内の約 10 菌種がヒトに腸管内感染
症および敗血症，創傷感染，髄膜炎，肺炎などの腸管外
感染症の原因菌として知られている。沖縄県においても
症例は少ないものの Aeromonas 感染症が報告されてい
る。しかし，沖縄県における Aeromonas 属の環境調査は
十分とは言えず，
現在の分類に即した研究が必要である。
そこで，当研究室では Aeromonas 属について，環境中の
Aeromonas 属菌の分布調査を実施している。これまで，
ダム，湧き水，井戸水等から Aeromonas 属の分離を行い、
既知の報告と同様沖縄県の水系にも Aeromonas 属が生
息している状況を明らかにした。沖縄県は亜熱帯に位置
し，渇水対策のため屋上に貯水タンク(高架水槽)を多く
の家庭で設置しているが，夏季は気温が高く塩素濃度の
低下に伴う水道水の消毒効果の低下が危惧される。
また，
これは自然落下方式による給水方式であり，空気の出入
り口から様々な微生物の汚染の可能性も考えられる。そ
こで、家庭の水道水の Aeromonas 属菌の汚染状況も調査
した。

病原体検査学分野
A. 研究課題の概要
1. 腸管内細菌の胆汁酸代謝における役割に関する研究
人の腸管には推定で 500 種以上，糞便 1g あたり 1011-12
個の多種多様な細菌が棲息している。胆汁酸は脂肪や脂
溶性ビタミンの消化･吸収及び輸送に必須の生体内物質
として知られている。近年はシグナル伝達分子としての
胆汁酸の新たな機能がみいだされ，脂質代謝やエネルギ
ー代謝を調節していることが明らかにされつつある。こ
のような胆汁酸の機能は一次胆汁酸ばかりでなく二次胆
汁酸にもあることが報告されている。二次胆汁酸は一次
胆汁酸から腸内細菌叢によって生成されることから，二
次胆汁酸生成菌は健康に少なからぬ影響を及ぼすことが
考えられている。しかし，二次胆汁酸生成菌である腸管
内細菌のエネルギー代謝調節への影響および病態との関
連は不明である。そこで，当教室では二次胆汁酸生成菌
の探索を行い，これまで 2 種の新種を報告している。こ
れまでに報告されている二次胆汁酸生成菌種は全てが偏
性嫌気性菌であるが，腸内の菌の種類からすると研究は
十分とは言えない。そこで，当研究室では，大腸疾病や
生活習慣病の予防を最終目標として，次の研究を行って
いる。①腸内フローラによる胆汁酸代謝，②胆汁酸 7α脱水酸化菌の探索，③胆汁酸 7α-脱水酸化菌の分子系統
的解析，④胆汁酸７α-脱水酸化機構に関する研究，⑤胆
汁酸 7α-脱水酸化菌の制御に関する研究(プロバイオテ
ィクスの開発)，⑥胆汁酸 7α-脱水酸化菌定着マウスを
用いた大腸ガンのプロモーションなど現在，新たな胆汁
酸 7α-脱水酸化菌の検索と動物実験を通して，これら菌
種の大腸発ガンへ及ぼす影響について検討中である。
2. 新興感染症起炎菌（Cronobacter spp. と Aeromonas
属菌）の感染予防に関する研究
免疫機能の低下したヒトに重症感染を起こすことが知
られている Cronobacter spp と Aeromonas 属菌種による
感染予防を最終目標にその生態，分類，疫学および病原
因子に関する研究を行っている。
◎ Cronobacter spp.は以前 Enterobacter sakazakii
と称されていたが，
2008 年 Enterobacter 属から独立し，

3. 抗細菌・抗変異原作用に関する研究
沖縄産植物の口腔内細菌，腸管病原菌(食中毒菌)及び
薬剤耐性菌に対する発育抑制物質のスクリーニング・お
よび抗変異原作用に関する研究を産学官で実施中。
また，
沖縄産食品から分離した菌種が産生する抗菌物質を医薬
品として開発すべく研究を継続している。

B. 研究業績
国際学会発表
PI11001: Takamine F, Oshiro I: Transformation of cholic acid by mixed fecal cultures and
characterization of bile acid 7α-dehydroxylating bacteria isolated from human feces. IUMS
2011 congress, 188, 2011.
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PI11002: Miyagi K, Takamine F: Detection of Aeromonas, enteric, and related bacteria from tap water
of the water supply, facilities with receiving tank in Okinawa prefecture, Japan. IUMS 2011
congress, 201, 2011.

国内学会発表
PD11001: 伊良皆 千秋, 高木亜衣, 大城郁子, 高嶺房枝: ヒト腸管から分離された胆汁酸 7α-脱水酸化菌の性
状と胆汁酸代謝に関する研究. 第 33 回胆汁酸研究会プログラム・抄録集, 12, 大阪, 2011.

その他の刊行物
MD11001: 高木亜衣, 伊良皆 千秋, 大城郁子, 高嶺房枝: 胆汁酸 7α-脱水酸化菌 Clostridium scindens-like
菌群の胆汁酸代謝と分類学的考察. 琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集, 39:181-184, 2011.
MD11002: 伊良皆 千秋, 高木亜衣, 大城郁子, 高嶺房枝: ヒト腸管から分離された胆汁酸 7α-脱水酸化菌の性
状と胆汁酸代謝に関する研究. 琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集, 39:185-188, 2011.
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2. 持続性ランニング時における血圧変動に関す
る研究
マラソンブームにより多くの人がランニングを
行っている。市民ランナーと長距離選手を対象に
長時間のランニング時における血圧変動を比較検
討
3. ランニング着地時の過回内矯正に関する研究
ランニングの着地時における足関節の過度の外
返し（過回内）を矯正するための足底挿板（イン
ソール）の効果を評価

生理機能検査学分野
A. 研究課題の概要
1. 幼児の土踏まず形成に対する身体活動の影響
幼児の足裏を撮影による足長, 足幅, 土踏まず,
浮き指の評価・分析と, 足の発達に及ぼす身体活動
の影響を評価
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血液免疫検査学分野
A. 研究課題の概要
1. 骨髄性腫瘍の診断と分類法に関する研究
急性骨髄性白血病(AML)をはじめとする骨髄性腫瘍
の分子病態解析は，急速な進展を見せており，これら
分子病態に基づいた個別化治療研究も急展開を呈して
いるのが現状である。こうした骨髄性腫瘍研究を背景
にして，WHO 分類は 2001 年に第 3 版として発表され，
2008 年第 4 版として改定された。WHO 分類は，骨髄性
腫瘍の分子病態研究成果を取り込み，より詳細かつ包
括的分類法となっており，わが国においても急速に普
及しつつある。筆者は各種血液学会や研究会，症例検
討会など多方面で講演及びコメンテーターとして貢献
し，また分担による WHO 分類の紹介解説書の執筆を行
ってきた。成人白血病治療研究グループである Japan
Adult Leukemia Study Group (JALSG)においても，FAB
分類から WHO 分類へ転換した中央診断システムを再構
築して，
個別化治療の本格的到来に対応すると共に WHO
分類の特徴と有用性を検討し，
我が国における AML/WHO
分類の Evidence Based Medicine(EBM)を確立すること
を目的として多数の登録症例について解析を継続して
行っていく。

AML(AML-MRC)は，予後不良な病型であり，形態学的診断
が重要かつ不可欠である。しかし，AML-MRC の病態, と
くに分子病態に関しては殆ど解明されていない。JALSG
における AML-MRC 多数例について染色体および各種遺伝
子変異を検討した結果，
複雑核型と TP53 遺伝子変異が特
異的であることが判明した。今後もより多数例で確認し
ていくと共にその病態解明に向けて研究を進める。
3. 骨髄異形成症候群の多施設共同研究
骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome; MDS)
の新規薬剤であるアザシチジンは，DNA メチル化抑制作
用及び殺細胞作用により骨髄の異常造血細胞に対して
抗腫瘍効果を示す。JALSG では，MDS におけるアザシチ
ジンの効果について標準的投与法を確立するための比
較検討を行う。本研究には，登録症例の中央診断を WHO
分類で行うことで参画する。
4. 沖縄産生物資源の抗炎症・抗アレルギー作用に関す
る研究
沖縄県産生物資源の抗炎症・抗アレルギー作用につい
て培養細胞における脱顆粒阻害試験や炎症性サイトカ
イン産生試験等により評価し，有用生物資源を探索す
るとともに，活性物質の分離・同定，その作用機序検
討を行っている。明らかになった活性物質や植物抽出
物を利用して，機能性食品素材の開発を試みる。
なお，1〜3 の課題は栗山一孝前教授が担当していたが，
平成 24 年 3 月に退官した。
同年 4 月より後任教授として
福島卓也が就任し，現在は成人 T 細胞白血病・リンパ腫
(ATL)に関する臨床研究，
分子生物学的解析を進めている。

2. 多血球系に異形成を認める急性骨髄性白血病の原
因・病態研究
AML の WHO 分類における多血球系に異形成を伴う

B. 研究業績
著
書
BD11001: 栗山一孝: 成人 T 細胞白血病・リンパ腫，今日の治療指針 2011 年版，山口徹，北原光夫，福井次
矢総編集，599-600，医学書院，東京，2011.

(C)

BD11002: 栗山一孝: WHO 分類：骨髄系腫瘍，血液専門医テキスト，日本血液学会編集，199-204，南江堂，
東京，2011.

(B)

BD11003: 栗山一孝: 白血病の分類 1．FAB 分類，2．WHO 分類，白血病診療ポケットブック，松村到編著，
20-34，中外医学社，東京，2011.

(C)

BD11004: 栗山一孝: 臨床検査，3，形態診断，白血病診療ポケットブック，松村到編著，49-57，中外医学社，
東京，2011.

(C)

BD11005: 栗山一孝: 急性白血病の診断アプローチ，白血病 リンパ腫 骨髄腫 (第 4 版)，今日の診断と治
療，木崎昌弘編著，98-105，中外医学社, 東京，2011．

(C)

BD11006: 栗山一孝: 細胞形態異常，骨髄異形成症候群(MDS)のマネジメント，松田晃編，24-30，医薬ジャー
ナル社, 東京，2011．

(B)
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症 例 報 告
CI11001: Tominaga-Sato S, Tsushima H, Ando K, Itonaga H, Imaizumi Y, Imanishi D, Iwanaga M, Taguchi
J, Fukushima T, Yoshida S, Hata T, Moriuchi Y, Kuriyama K, Mano H, Tomonaga M, Miyazaki Y.
Expression of myeloperoxidase and gene mutations in AML patients with normal karyotype:
double CEBPA mutations are associated with high percentage of MPO positivity in leukemic
blasts.Int J Hematol, 2011; 94 :81-89.

総
説
RD11001: 田村和夫，栗山一孝，阿南健一，須田正洋，塚田順一，高松 泰: 第 30 回九州白血病スライドカン
ファランス報告．臨床と研究，88: 504-507，2011．
RD11002: 田村和夫，栗山一孝，阿南健一，須田正洋，塚田順一，高松 泰: 第 31 回九州白血病スライドカン
ファランス報告．臨床と研究，88: 1198-1201，2011．

国内学会発表
PD11001: Karimata K, Yamanoha A, Ohama M, Miyagi T, Taira N, Kimura S, Kuriyama K.Sustained CCyR to
dasatinib in CML-BC with two different aquired bcr-abl mutations. 第 73 回日本血液学会学
術集会，名古屋，2011.10.15.
PD11002: 上原盛幸，宮城 敬，山入端 敦，大濱昌代，狩俣かおり，平良直也，栗山一孝: CMV 感染症を契機
に発症した血球貪食症候群の一例．第 113 回沖縄県医師会医学会総会，沖縄，2011.12.11．
PD11003: 大濱昌代，山入端 敦，狩俣かおり，宮城 敬，平良直也，栗山一孝: サイトメガロウイルス初感染
を契機に発症したクームス陰性自己免疫性溶血性貧血の一例. 第 113 回沖縄県医師会医学会総会，
沖縄，2011.12.11．
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(A)

(C)

(C)

い操作性を持たせた。また、次世代 DNA シークエンサー
により得られる大量のデーターを効率良く解析できる様
に並列化計算ソフトの開発も試みている。

附属実験実習機器センター
A. 研究課題の概要
1. グロビン遺伝子の構造と発現調節の研究（江口幸典）
一連の研究により、ハトαD-globin は核内で特異的に
分解を受け、タンパク質として発現していないと考えら
れる。より詳細な解析を実施し、結合タンパク質の精製
を試みている。
2. バイオインフォマティクスに関する研究（江口幸典）
遺伝子機能及びタンパク質に関わるバイオインフォマ
テ ィ ク ス 関 連 の 研 究 を 実 施 し て い る 。 Phylogeny
software package として多数利用されている PHYLIP
package に対する GUI を開発し初心者にも利用しやす

3. 医療情報に関する研究（江口幸典）
ICD-10 のコーディングに関するソフト開発、入力支援
に看護標準用語データベースを用いた訪問看護記録シス
テムの開発を試みている。
4. 電子顕微鏡等による組織細胞化学（嘉陽 進）
細胞内外の構造と機能、生理的病理的な種々の反応の
機構を把握、 解明するために必要な組織細胞の形態、
超微細構造等を保持し、それらを可視化する方法・技術
についての研究。
5. 皮膚病原真菌の電子顕微鏡による微細構造の解析
（嘉陽 進）

B. 研究業績
原
著
OI11001: Soluble silica and coral sand suppress high blood pressure and improve the related aortic gene （A)
expressions in spontaneously hypertensive rats. Maehira F, Motomura K, Ishimine N, Miyagi I,
Eguchi Y, and Teruya S. Nutr Res. 2011;31: 147-56.
OI11002: Anti-diabetic effects including diabetic nephropathy of anti-osteoporotic trace minerals on （A)
diabetic mice. Maehira F, Ishimine N, Miyagi I, Eguchi Y, Shimada K, Kawaguchi D, and Oshiro
Y. Nutrition. 2011;27: 488-95.
OI11003: Y. Eguchi, PHYLIP-GUI-Tool (PHYGUI): adapting the functions of the graphical user interface （A)
for the PHYLIP package J. Biomedical Science and Engineering, 2011;4: 90-93,

294

血球の変形能について基礎的な検討を行っている。
また，
各種の病態と変形能の関係や機能性食品が変形能に及ぼ
す影響についても検討している。

附属動物実験施設
A. 研究課題の概要

2. 排尿障害モデル動物を用いた下部尿路機能障害に
関する基礎的研究
サザンナイトラボラトリー有限責任事業組合との共
同研究として排尿障害モデル動物(ラット)を用いて下
部尿路機能障害(頻尿，尿失禁，排尿困難など)の新しい
診断法および治療法の開発を行っている。

1. 各種実験動物の赤血球の変形能に関する研究
回転によるずり応力によって赤血球を楕円形に変形さ
せ，その楕円変形をレザー光線の回折像を用いて調べる
エクタサイトメトリ法(LORCA)により各種実験動物の赤

B. 研究業績
総
説
RD11001: 西島さおり, 菅谷公男, 嘉手川 豪心, 安次富 勝博, 上田智之, 山本秀幸: 間質性膀胱炎の成因解 (B)
明の取り組み. 日排尿会誌, 22(2): 317-321, 2011.
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受入研究費による研究課題
1.文部科学省科学研究費補助金による研究
研究代表者

研究種目

助成金額(千円)

研 究 課 題

石田 肇 (代表)

基盤研究 (B)

6,240 日本列島の南と北でヒト集団の生活誌と系統の多様性
を探る

石田 肇 (分担)

基盤研究 (A)

500 ユーラシア北東部における後期旧石器時代人の適応行
動に関する総合的研究

石田 肇 (分担)

基盤研究 (B)

700 新発見デデリエ洞窟幼児人骨の形態学的・堆積学的記載
と分析

石田 肇 (分担)

基盤研究 (B)

300 環オホーツク海地域における前近代交易網の発達と諸
民族形成史の研究

石田 肇 (分担)

挑戦的萌芽研究

320 次世代シークエンサーによる縄文および弥生時代人骨
のゲノム解析

土肥 直美 (分担)

基盤研究 (A)

1,200 日本列島と大陸との人の交流に関する人類学的研究

高山 千利 (代表)

基盤研究 (C)

2,340 遺伝子改変マウスを用いた幼弱期 GABA シグナルの機能
に関する分子形態学的解析

松下 正之

基盤研究（B)

7,020 細胞選択的導入ペプチドを用いた疾患治療戦略

松下 正之

挑戦的萌芽研究

2,340 TRPM7 による代謝制御機構の解明

松下 正之 (分担)

基盤研究（C)

75 血管平滑筋の形質変換における電位依存性カルシウム
チャネルの役割

中村 真理子 (分担)

基盤研究（B)

400 ハブトビン組換え蛋白体の構造と抗血栓活性発現との
関係性

中村 真理子 (分担)

基盤研究（C)

75 血管平滑筋の形質変換における電位依存性カルシウム
チャネルの役割

砂川 昌範 (分担)

基盤研究（B)

300 ハブトビン組換え蛋白体の構造と抗血栓活性発現との
関係性

砂川 昌範

基盤研究（C)

1,430 血管平滑筋の形質変換における電位依存性カルシウム
チャネルの役割

酒井 哲郎

基盤研究（C)

1,300 摘出心房展開標本を用いた異常自動能にともなう不整
脈発現機構の光イメージング解析

山本 秀幸

基盤研究(C)

1,950 神経伝達物質の G 蛋白質共役型受容体刺激による ErbB4
の制御とシナプス機能

等々力 英美

基盤研究 (B)

4,420 地域住民の行動変容を目指した沖縄野菜を主体とした
沖縄型食事による介入研究

等々力 英美 (分担)

基盤研究 (C)

300 高血圧の非薬物療法予防を目指した沖縄型食事による
介入研究

宮崎 哲次

基盤研究 (C)

3,120 ダイビング剖検診断における血管内気泡の意義:加圧･
減圧モデルからのアプローチ
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井濱 容子

若手研究 (B)

910 陰圧損傷が死をもたらすメカニズムを明らかにする

田中 勇悦（分担）

新学術領域研究

6,500 がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動（HTLV-I）

齊藤 峰輝（分担）

基盤研究 (C)

1,430 新規ヒト化マウスを用いた HTLV-1 感染症に対する免疫
療法の基礎研究

成富 研二

基盤研究 (C)

1,700 奇形症候群診断補助プログラムと遺伝子解析ＨＲＭ法
との融合によるパーソナル診断

要匡

基盤研究 (C)

1,300 次世代シーケンサーを利用した三角頭蓋症候群の原因
および病態解明

柳 久美子

基盤研究 (C)

1,040 自閉症スペクトラム感受性全遺伝子のハイスループッ
ト解析法の確立と臨床応用

小川 和彦
基盤研究（C)
（分担：吉見 直己） 研究課題番号（21591615）

100 中咽頭癌の放射線治療効果予測における低酸素状態に
関連する遺伝子群の意義

苅谷 研一
（分担:吉見 直己）

基盤研究（C）
研究課題番号（23590366）

100 Rap2 ノックアウトマウスの表現型解析：病態との関連
と分子基盤の解明にむけて

松本 裕文

基盤研究 (C)

1,170 血管平滑筋細胞の動脈硬化性形質転換におけるトリグ
リセリド代謝の意義

新垣 久美子

若手研究（B）

1,300 一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスを用いた大動脈瘤/
大動脈解離発症の解明

井上 卓

基盤研究（C）

1,820 糖尿病合併冠動脈疾患患者における、心拍低下療法の妥
当性を問う観察研究

渡嘉敷 崇

基盤研究（C）

1,170 超高齢者の野菜摂取量が認知機能、血管内皮前駆細胞数
および脳萎縮に及ぼす影響

山里 正演

基盤研究（C）

700 骨髄由来単核球細胞と脳内レニン-アンジオテンシン系
の関わりについての検討

崎間 敦

基盤研究（C）

760 高血圧の非薬物療法および一次予防を目指した沖縄型
食事による介入研究

村山 貞之

基盤研究 (C)

1,170 シネＭＲによる肺高血圧症例の肺動脈収縮期圧･体肺循
環の短絡量測定とその臨床的意義

戸板 孝文

基盤研究 (C)

780 局所進行子宮頸癌の同時化学放射線療法における最適
放射線治療スケジュールの開発

小川 和彦

基盤研究 (C)

1,170 中咽頭癌の放射線治療効果予測における低酸素状態に
関連する遺伝子群の意義

戸板 孝文 (分担)

基盤研究 (A)

260 早期の癌に対する標準的放射線治療方法確立と適応決
定に関する研究

山根 誠久

基盤研究 (C)
(課題番号 21590634)

910 生育活性蛍光プローブを用いた酵母真菌細胞集団の定
量的解析と臨床応用

名護 珠美

奨励研究
(課題番号 23931031)

500 寄生虫の検査診断を目的とした LAMP 法における糞便中
の遺伝子増幅阻害物質の解明

根路銘 国政

奨励研究
(課題番号 23931032)

400 喫煙による COPD 患者とその家族の呼吸機能検査に関す
る研究
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筒井 正人

基盤研究（C）

1,500 一酸化窒素合成酵素系の臓器連関における役割に関す
る基盤的研究

石内 勝吾

基盤研究（B）

200 放射線抵抗性がんの克服－放射線増感性遊走阻害剤の
開発－

坂梨 まゆ子

基盤研究（C）

800 三黄瀉心湯による抗メタボリックシンドローム作用の
解明

須加原 一博

基盤研究 (B)

7,800 細胞増殖因子と抗炎症製剤併用による肺病変修復促進
と治療法開発

垣花 学

基盤研究 (B)

6,110 マウス遅発性脊髄障害への硫化水素吸入の治療効果

渕上 竜也

基盤研究 (C)

1,040 脊髄虚血後の痙性対麻痺に及ぼすα2 アドレナリン受容
体アゴニストの鎮痙作用

斎川 仁子

基盤研究 (C)

1,040 虚血性脊髄障害に対するエピジェネティック的治療戦
略

神里 興太

若手研究 (B)

1,820 硫化水素による神経細胞保護の可能性-初代神経細胞で
の検討-

益崎 裕章 (分担）

基盤研究 (C)

260 歯周病における細胞内グルココルチコイド活性化酵素
11β-HSD1 の役割の解明

益崎 裕章 (分担）

基盤研究 (C)

200 若齢期の人工甘味料曝露によるレプチン抵抗性獲得機
構の解明

益崎 裕章 (分担）

基盤研究 (C)

130 異所性脂肪の心臓血管病発症における病態生理学的意
義の解明

屋比久 浩市 (代表） 基盤研究 (C)

1,430 若年期の人工甘味料暴露によるレプチン抵抗性獲得機
構の解明

高橋 健造

基盤研究（C)

1,040 遺伝性・炎症性角化症に対するカンナビノイド作動薬に
よる治療の確立

平良 清人

若手研究（B)

900 ATL 既感染者に生じた菌状息肉症と，皮膚型 ATL の鑑別
アルゴリズムの開発

上里 博（分担）

海外学術（A)

1,000 中南米型リーシュマニア症の病態生理と分子伝播疫学

下地 英明

基盤研究（C)

1,430 食道癌術前化学療法の治療効果予測

青木 陽一（分担）

特定領域研究

200 子宮頸部発がんの宿主要因としての HLA 遺伝子多型に
関する民族疫学的研究

松村 英理

基盤研究 (C)

1,820 尿路上皮癌患者尿のモノクローナル抗体 RM2 へ反応す
る糖蛋白の解析と臨床的意義

木村 太一

基盤研究 (C)

1,430 尿路上皮癌の新規尿中マーカー80KDa 糖蛋白の臨床的意
義と生物学的役割

石内 勝吾

基盤研究 (B)

10,400 放射線抵抗性がんの克服−放射線増感性遊走阻害剤の開
発

鈴木 幹男

基盤研究 (C)

1,950 遺伝子多型、ウイルス感染及び腫瘍の生物学的活性に基
づく頭頸部癌の治療効果予測
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真栄田 裕行

基盤研究 (C)

4,030 頭頸部癌治療における高濃度酸素療法の可能性とロッ
クス１発現に関する検討

長谷川 昌宏

若手研究 (B)

1,170 内反性乳頭腫の再発、悪性化機序の解明

我那覇 章

若手研究 (B)

2,340 沖縄県における前庭水管拡大症の遺伝学的特異性と臨
床応用に関する研究

喜友名 朝則

若手研究 (B)

1,690 脳機能画像を用いた痙攣性発声障害の病態解明

鈴木 幹男（分担）

基盤研究 (C)

200 中咽頭癌の放射線治療効果予測における低酸素状態に
関連する遺伝子群の意義

砂川 元

基盤研究 (C)

5,000 HPV 陽性腫瘍に対する効率的な分子標的薬投与の可能性
について

斉藤 美加

基盤研究 (C)

1,000 沖縄島の日本脳炎ウイルスの変遷-ウイルス侵入リスク
と健康影響評価への試み

鈴木 敏彦

基盤研究 (B)

8,710 細菌が分泌するカスパーゼ-1 活性化抑制エフェクター
の機能

仲宗根 昇

基盤研究 (C)

1,430 コレラ菌による NLRP3 活性化新規経路の解析

Toma Claudia

基盤研究 (C)

1,300 人獣共通病原菌レプトスピラのマクロファージを利用
した感染戦略の解明

小泉 由起子

特別研究員奨励費

苅谷 研一

基盤研究 (C)

2,210 Rap2 ノックアウトマウスの表現型解析:病態との関連と
分子の解明にむけて

島袋 充生

基盤研究 (C)

390 異所性脂肪の心臓血管病発症における病態生理学的意
義の解明

武居 公子

基盤研究 (C)

大城 稔

奨励研究

600 ヒト iPS 細胞を用いたリーシュマニア原虫症ワクチン
の抗原探索

藤田 次郎

基盤研究 (C)

900 沖縄県の島嶼環境を用いた亜熱帯感染症疫学の解析

山城 剛

基盤研究 (C)

2,860 C 型肝炎ウイルス複製に対する脂肪沈着、およびアディ
ポサイトカインの作用

植田 真一郎

基盤研究（C）

1,430 心血管系バイオマーカーとヒト薬効評価実験系に関す
る臨床薬理学的研究

久田 友治 (分担)

基盤研究 (C)

1,560 開発途上国における感染看護教育プログラムの院内感
染対策への実践的応用

垣花 シゲ

基盤研究（C)

780 開発途上国における感染看護教育プログラムの院内感
染対策への実践的応用

高倉 実

基盤研究 (B)

2,470 青少年におけるソーシャル・キャピタルと健康に関する
社会疫学的研究

照屋 典子

基盤研究 (C)

650 沖縄県におけるがん患者の在宅療養支援ネットワーク
構築に向けた包括的調査研究

900 腸管病原性大腸菌における腸管の NOD 様受容体活性化
機構

1,820 新たに見出した有棘細胞癌予後マーカーの検証
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國吉 緑

基盤研究 (C)

1,040

沖縄県介護施設高齢者虐待防止への体制構築と教育プ
ログラム開発に向けての実証的研究

遠藤 由美子

基盤研究 (C)

1,500 孫育て世代に対する包括的な健康支援の検討―孫育て
にかかわる心身の負担の検討―

遠藤 由美子 (分担)

基盤研究 (B)

500 中高年看護職者のセカンドキャリア就労支援をめぐる
経験的研究

辻野 久美子

基盤研究 (B)

10,800 「山口県遺伝看護卒後教育推進プロジェクト」構築に関
（H20-24） する実践的研究

辻野 久美子（分担） 基盤研究 (B)

13,600 遺伝的疾患を対象とした看護実践能力向上プロジェク
（H21-24） ト

辻野 久美子（分担） 基盤研究 (C)

2,500 周産期看護職の遺伝看護スキルアップ・モデル高年妊娠
（H22-24） カウンセリングの国際比較より

宇座 美代子 (分担)

基盤研究（C）

195 臨床中堅看護師の能力開発プログラムの信頼性・妥当性
の検証および活用

古謝 安子

基盤研究（C）

1,910 沖縄の小離島における介護と看取りに関する要因の研
究

當山 裕子

若手研究（B）

520 沖縄県の地域特性を考慮した保健師と母子保健推進員
の協働に関する研究

豊里 竹彦

若手研究（B）

910 唾液中ストレス関連物質を活用した地域高齢者の精神
健康と地域支援介入モデルの構築

作道 章一

新学術領域研究

作道 章一（分担）

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ整備事業（地域
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝクラスターﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ）

作道 章一

若手研究（B)

作道 章一（分担）

挑戦的萌芽研究

900 高特異性、高感受性、低コストな熱帯感染症診断キット
の開発

田中 康春（分担）

基盤研究（C）

500 関節滑膜細胞におよぼす伸展ストレスの影響；酸化スト
レスと遺伝子発現の制御」田中

中尾 浩史

基盤研究 (C)

1,100 腸炎ビブリオの鉄獲得受容体蛋白質の解析と特異的増
殖阻止剤の開発

江口 幸典（分担）

基盤研究 (B)

600 ハブトビン組換え蛋白体の構造と抗血栓活性発現との
関係性

3,380 プラズマとプリオンやウイルスのナノ粒子・構造体相互
作用
10,000 プリオン病の二次感染防止に有効な耐熱性プロテアー
ゼの生産と新規洗浄剤の開発

2,600 新規プリオン蛋白質(PrP)ファミリーShadoo と PrP の相
互作用に関する研究

2. 厚生労働省からの受託研究
研究代表者
石田 肇

研究事業
厚生労働省 社会・援護局

助成金額(千円)

研 究 課 題

936 沖縄戦没者遺骨収集に伴う遺骨の鑑定

300

野中 大輔

厚生労働省科学研究費補助
金

等々力 英美 (分担)

厚生労働科学研究費補助金
（長寿科学総合研究事業）

3,500 途上国における健康教育教材としての小学校教科書の
役割強化に関する研究
100 介護保険の総合的な政策評価ベンチマーク・システ

ムの開発

田中 勇悦（代表）

新型インフルエンザ等新
興・再興感染症研究事業

30,810 HTLV-I 感染拡大を阻止するワクチンならびに抗体医薬
等の開発基盤の確立

田中 勇悦（分担）

エイズ対策研究事業

3,000 HIV 感染病態に関わる宿主因子および免疫応答の解明

齊藤 峰輝（分担）

新型インフルエンザ等新
興・再興感染症研究事業

3,000 HTLV-I 感染拡大を阻止するワクチンならびに抗体医薬
等の開発基盤の確立

齊藤 峰輝（分担）

第 3 次対がん総合戦略研究
事業

3,000 ヒトT 細胞白血病ウイルス1 型関連疾患における感受性
遺伝子多型の同定と発症危険群へのアプローチ

齊藤 峰輝（分担）

難治性疾患克服研究事業

4,000 重症度別治療指針作成に資す HAM の新規バイオマーカ
ー同定と病因細胞を標的とする新規治療法の開発

成富 研二（分担）

難病・がん等の疾患分野の医
療の実用化研究事業

2,500 地域蓄積・収集した稀少疾患の系統的原因究明

要 匡（分担）

難病・がん等の疾患分野の医
療の実用化研究事業

15,000 地域蓄積・収集した稀少疾患の系統的原因究明

澤井 高志
（分担:吉見 直己）

岩手医科大学 がん臨床研
究事業

150 地域医療に貢献する医師養成のためのバーチャルスラ
イドを利用した学習ツールの開発（H22-がん臨床-一般
-002）

加藤 誠也 (分担)

難治性疾患克服研究事業

250 中性脂肪蓄積心筋血管症の発見-その疾患概念の確立，
診断法，治療法の開発

千葉 俊明 (分担)

難治性疾患克服研究事業

250 原発性中性脂肪蓄積心筋血管症に対する医師主導型治
験へのアプローチ

戸板 孝文 (分担)

がん臨床研究事業

戸板 孝文 (分担)

第 3 次対がん総合戦略研究
事業

600 高精度放射線治療システムの実態調査と臨床評価に関
する研究

小川 和彦 (分担)

第 3 次対がん総合戦略研究
事業

600 高精度放射線治療システムの実態調査と臨床評価に関
する研究

戸板 孝文 (分担)

第 3 次対がん総合戦略研究
事業

300 がんの診療科データベースと Japanese National Cancer
Databese(JNCDB)の構築と運用

小川 和彦 (分担)

第 3 次対がん総合戦略研究
事業

300 がんの診療科データベースと Japanese National Cancer
Databese(JNCDB)の構築と運用

戸板 孝文(分担)

がん研究開発費

500 放射線治療を含む標準治療確立のための多施設共同研
究

森安 史典

東京医科大学

600 門脈血行異常症に関する調査研究

上里 博（分担）

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等新興・再興感
染症研究事業

2,000 HTLV-1 感染拡大を阻止するワクチンならびに抗体医薬
等の開発基盤の確立

青木 陽一（分担）

治験推進研究事業研究費

1,000 卵巣明細胞腺癌に対するテムシロリムスを含む化学療

1,000 がん医療の均てん化に資するがん診療連携拠点病院の
機能強化に関する研究
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法の有効性および安全性に関する研究
佐久本 薫（分担）

エイズ対策研究事業

200 HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支
援体制の整備に関する総合的研究

金谷 文則

新潟大学

123 医療機関受診者を対象として高齢者骨折の実態調査に
関する研究

藤田 次郎（分担）

難治性疾患克服研究事業

1,700 感染に関する非ATL 非HAM 希少疾患の実態把握と病態解
明

健山 正男（分担）

エイズ対策研究事業「国内で
流行する HIV 遺伝子型およ
び薬剤耐性株の動向把握と
治療方法の確立に関する研
究」

2,500 沖縄における薬剤耐性 HIV の動向調査

健山 正男（分担）

エイズ対策研究事業「MSM の
HIV 感染対策の企画、実施、
評価の体制整備に関する研
究」

2,600 沖縄地域の MSM における HIV 感染対策の企画と実施

前城 達次

肝炎等克服緊急対策研究事
業「B 型肝炎のジェノタイプ
A 型感染の慢性化など本邦
における実態とその予防に
関する研究」

1,000 当該地区における症例と臨床情報の把握検討と追跡

植田 真一郎

厚生労働科学研究費補助金
医療技術実用化総合研究事
業

57,881 日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者において積極的脂質
低下・降圧療法の妥当性を問うランダム化臨床試験およ
び観察研究

鳥居塚 和生（代表）
廣瀬 康行 （分担）

1,200 生薬を用いた東アジア地区伝統医学と漢方医学の構成
(23,400) 薬物及び配合比，表記法などに関する比較研究とデータ
ベース作成 (H22－医療－一般－014)

元雄 良治 (代表)
廣瀬 康行（分担）

0 ISO/TC249 に資するための伝統医学関連の用語・疾病分
(26,000) 類・デバイス・安全確保などの基盤整備研究 (H22－医
一括計上 療－一般－013)

澤井 高志
（分担:吉見 直己）

岩手医科大学 がん臨床研
究事業

作道 章一（分担）

厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患克服研究事業

150 地域医療に貢献する医師養成のためのバーチャルスラ
イドを利用した学習ツールの開発（H22-がん臨床-一般
-002）
1,600 プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研
究

3. その他の研究費
3-1. 公的機関からの補助金
研究代表者

受託事業者

石田 肇

国立大学法人北海道大学

石田 肇

琉球大学亜熱帯島嶼科学超
域研究推進機構

助成金額(千円)

研 究 課 題

2,200 国立大学法人北海道大学医学部アイヌ納骨堂に安置さ
れている遺骨整理
350 機構教員活動補助費
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石田 肇

琉球大学

392 医学科学年制ステップアッププログラム

石田 肇

琉球大学

3,733 地域医療教育プログラムの構築およびその実践と、プロ
フェッショナリズム育成の推進

佐藤 丈寛

琉球大学

1,000 平成 23 年度研究プロジェクト支援事業（若手研究者支
援研究費）
「ヒトの体毛分布関連遺伝子の探索と古代人
の表現型推定

仲嶺 三代美

財団法人琉球大学後援財団

500 神経細胞におけるEGF 受容体ErbB4 切断の分子機構の解
明

野中 大輔 (分担)

国立国際医療研究センター

1,800 末端保健医療施設及び村落レベルでのサーベイランス
強化に対する研究

田中 勇悦（分担）

共同研究 県産業振興基金
事業

1,300 培養器を用いた抗体培養技術の確立

千葉 俊明

琉球大学 若手研究者支援研
究費

1,000 未分化維持機構におけるリゾリン脂質シグナリングの
解明と高効率 iPS 化への応用

井上 卓

大和証券ヘルス財団、平成
23 年度(第 38 回)調査研究助
成金

1,000 日本人安定冠動脈疾患患者における、心拍低下療法の妥
当性を問う観察研究：心血管イベント発症予測因子とし
ての安静時心拍数

村山 貞之

琉球大学 特別経費

村山 貞之

琉球大学 中期計画達成プ
ロジェクト経費

戸板 孝文

琉球大学 中期計画達成プ
ロジェクト経費

5,920 沖縄県におけるがん臨床試験･治験推進プログラム

筒井 正人（分担）

文部科学省特別経費

6,180 沖縄における急速な疾病構造変化の中に健康長寿社会
復興の鍵を見いだす

松下 正之

琉球大学中期計画達成プロ
ジェクト経費

2,050 ガス分子群の生体制御機構の解明と医学への応用

須加原 一博

琉球大学（戦略的研究推進経
費）

2,353 ガス分子群の生体制御機構の解明と医学への応用

須加原 一博

琉球大学

益崎 裕章 (代表）

文部科学省特別研究経費

33,100 沖縄における急速な疾病構造の変化の中に健康長寿社
会復興の鍵を見いだす

益崎 裕章

(財)沖縄科学技術振興セン
ター 研究助成

17,000 健康長寿改善の技術開発のための 有効成分の経皮吸収
等の新手法を利用した メタボロミックな 基盤的研究

眞鳥 繁隆

琉球大学後援財団教育研究
奨励事業

500 沖縄に多発する皮膚型の成人 T 細胞リンパ腫（ATL)と古
典的菌状息肉症の臨床学的な鑑別アルゴリズムの開発

小原 あずさ

琉球大学後援財団教育研究
奨励事業

500 沖縄・宮古地方に多発する悪性血管内皮細胞肉腫の病因
病原体（ウイルス）の探索

青木 陽一（代表）

公益財団法人喫煙科学研究
財団

31,500 沖縄県における難治性悪性腫瘍の地域的特性･治療抵抗
性機序の解明と新規診断法･治療法の開発
900 九州がんプロフェッショナル養成プラン-e ラーニング
事業-

100 亜熱帯島嶼科学超域研究推進事業

2,000 子宮頸部発癌における喫煙の関与とそのしくみＨＰＶ
感染細胞への喫煙関連物質の作用
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前原 博樹

琉球大学

1,000 ミッドカインのシグナル伝達経路に注目した次世代シ
ーケンサー解析による骨肉腫新規治療標的分子の探索
600 頭頸部癌発症における HPV 感染の役割及び SCCA と頭頸
部癌予後に関する研究

鄧 澤義

(財)日中医学協会

鄧 澤義

(財)琉球大学後援財団

450 HPV 感染, 扁平上皮癌抗体サプクラスによる頭頸部癌予
後予測

鈴木 幹男（分担）

中期計画達成プロジェクト
経費

100 沖縄県における臨床試験･治験推進プログラム

只野 昌之

独立行政法人 国立環境研究
所

3,044 渡り鳥での新興感染症病原体に対する抗体反応性解
析・評価に関する研究

石川 千恵

独立行政法人 科学技術振興
機構

1,700 サンゴより抽出された翻訳阻害剤ヒップリスタノール
のウイルス関連血液悪性腫瘍への治療応用

苅谷 研一

科学技術振興機構 (平成 23
年度 研究成果展開事業 研
究成果最適展開支援プログ
ラム（A-STEP）
フィージピリティスタディ
[FS}ステージ探索タイプ)

2,999 抗癌剤の予期せぬ作用による癌ミサイル療法の新展開

苅谷 研一

琉球大学(H23 年度中期計画
達成プロジェクト経費)

710 抗癌剤の予期せぬ作用による癌ミサイル療法の新展開

杉本 潤

琉球大学（若手研究者支援研
究費）

1,000 新規細胞融合抑制タンパク・サプレッシンの融合抑制メ
カニズムの解明と疾患との関わり

藤田 次郎,
健山 正男

沖縄県

健山 正男

エイズ予防財団

1,000 HIV 感染者等保健福祉相談推進研究

根津 潤

平成 23 年度研究プロジェク
ト支援事業(若手研究者支援
研究費)

1,000 酸化ストレス関連遺伝子 Nrf2、HO-1 遺伝子多型と糖尿病合併

村山 貞之,
砂川 洋子

文部科学省

6,500 九州がんプロフェッショナル養成におけるプランにお
ける人材養成

宇座 美代子,
砂川 洋子

文部科学省「大学教育充実の
ための戦略的大学連携支援
プログラム」

3,700 ケアリング・アイランド九州沖縄による看護学教育の取
組み

宇座 美代子

平成 23 年度大学改革推進等
補助金(大学改革推進事業)

4,167 看護系大学から発信するケアリング･アイランド九州沖
縄構想 ローカル企画

作道 章一

生物系特定産業技術研究支
援センター イノベーショ
ン創出基礎的研究推進事業

中尾 浩史（分担）

琉球大学特別経費

2,000 麹を用いた健康食品素材開発と機能性解析

今泉 直樹（分担）

琉球大学特別経費

2,000 麹を用いた健康食品素材開発と機能性解析

金城 貴夫

琉球大学若手研究者支援研
究費

1,000 マウス ES 細胞を用いた ATL（成人 T 細胞白血病）の発
生メカニズムの解明

690 沖縄県エイズ治療拠点病院研修委託

症の関連の解明 沖縄県と神奈川県における他施設共同研究

12,849 ガスプラズマを用いた農作物の殺菌・消毒法の開発
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宮良 恵美（分担）

琉球大学 特別経費

2,000 麹を用いた健康食品素材開発と機能解析

3-2. 民間機関からの助成金
研究代表者

受託事業者

助成金額(千円)

研 究 課 題

益崎 裕章 (代表)
高山 千利 (共同)

武田科学振興財団

2,000 沖縄型食を背景とする肥満ニ型糖尿病の病態解析と新
しい治療医学の創成

松下 正之

第一三共生命科学研究振
興財団

2,000 低酸素応答を制御するストレス顆粒形成機構の解明

山本 秀幸

サザンナイトラボラトリー
有限責任事業組合

420 下部尿路機能障害に関する基礎研究

田中 勇悦（分担）

共同研究 株式会社 EM 研究
機構

920 有用微生物産生物質の抗ウイルス活性における研究

田中 勇悦（分担）

共同研究 琉球免疫研究所

1,040 ウイルス感染症抗体の作製と培養システムの確立

齊藤 峰輝（分担）

(財）ノバルティス科学振興
財団

1,000 HTLV-1 関連脊髄症発症における HBZ 遺伝子の作用機構
の解明

要匡

株式会社バイオジェット（共
同研究）

1,280 次世代シーケンサデータの効率的な解析手法の開発と
応用

吉見 直己

株式会社武蔵野免疫研究所

4,200 宮古ビデンス・ピローサ（宮古 B.p.)のラット大腸発が
んモデルにおける影響の検討

加藤 誠也

臨床病態医学研究所

3,170 島嶼地域における疾病構造と病態メカニズムの解明

加藤 誠也

臨床病態医学研究所

2,740 地域病理学的視点に立脚した病態メカニズムの解明

村山 貞之

(株)ネット･メディカルセン
ター

村山 貞之

東芝メディカルシステムズ
(株)

1,000 320 列エリアディテクターCT を用いた被ばく低減技術
に関する研究

戸板 孝文

シンバイオ(株)

1,474 放射線治療法(分割･局所照射)に伴う消化器症状(悪心，
嘔吐)に対する SyBD-0701 の第Ⅱ相臨床試験

小川 和彦

日本医学放射線学会平成 23
年度班研究助成金

150 体幹部諸臓器癌に対する定位放射線治療の多施設共同
研究

粕谷 吾朗

(財)琉球大学後援財団平成
23 年度教育研究奨励事業

300 子宮頸癌における横断画像(CT/MRI)に対応した骨盤内
リンパ節転移分布パターンの解析

筒井 正人

大日本住友製薬

1,270 慢性腎臓病における Irbesartan/amlodipine 療法の確
立

筒井 正人

第一三共株式会社

7,090 拡張期心不全に対する Olmesartan 療法の確立

近藤 豊

公益法人琉球大学後援財団
教育研究奨励事業

300 レジオネラ肺感染症における肺線維症の発生機構

久木田 一朗

田辺三菱製薬株式会社

500 重症呼吸不全に対する治療戦略

益崎 裕章 (代表）

武田科学振興財団

315 沖縄地区での遠隔画像診断の運用に関する研究

50,000 沖縄型食を背景とする肥満 2 型糖尿病の病態解析と新
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しい治療医学の創成
青木 陽一（代表）

アクシオヘリックス株式会
社

2,400 複合型光ファイバ技術を用いた医療機器(子宮鏡)によ
る子宮内腔の観察

青木 陽一（代表）

ヤンセン ファーマ㈱

青木 陽一（代表）

持田薬品㈱

60 ディナゲスト錠 1mg 使用成績調査

青木 陽一（代表）

小野薬品㈱

100 がん化学療法時の悪心嘔吐観察研究
多施設共同前向きコホート研究

宮里 実

やずや食と健康研究所

宮里 実

公益財団法人アステラス病
態代謝研究会

石内 勝吾

高松宮妃癌研究基金

金谷 文則

HOYA(株）

500 αリン酸三カルシウム骨ペーストに於ける各種薬剤の
除法特性の検討

鈴木 幹男

社団法人琉球耳鼻咽喉科学
研究振興会

420 口唇･口蓋裂, 小児難聴患者における言語発達に関する
研究

喜友名 朝則

株式会社山田養蜂場本社

喜名 振一郎

公益信託宇流麻学術研究助
成基金

只野 昌之

(株)ノバルティスファーマ

Toma Claudia

琉球大学後援財団 女性研究
者による研究への支援

500 病原性レプトスピラがマクロファージの細胞内物流シ
ステムを操作する機構

鈴木 敏彦

株式会社ヤクルト本社

300 病原細菌の感染によるカスパーゼ-1 活性化と炎症誘導
機構の解明

武居 公子

宇流麻学術研究助成金

300 沖縄県に多い皮膚扁平上皮癌のケラチン 8, 18 染色に
よるハイリスク症例の特定

藤田 次郎

うるま バイオ（株）

松下 明子

内藤記念科学振興財団
若手研究者海外派遣助成金

300 The importance of lipid peroxidation in TLR4
activation by fatty acids in endothelial cells

松下 明子

ライフサイエンス振興財団
国際交流援助金

150 The importance of lipid peroxidation in TLR4
activation by fatty acids in endothelial cells

吉見 直己

株式会社武蔵野免疫研究所

4,200 宮古ビデンス・ピローサ（宮古 B.p.)のラット大腸発が
んモデルにおける影響の検討

小笹 美子

子ども未来財団

3,000 こども虐待ボーダーライン事例支援の経時的変遷に関
する研究

450 ドキシル注 20mg 長期使用に関する特定使用成績調査

1,000 高齢者緑茶摂取の夜間頻尿に及ぼす community based 疫
学調査と介入研究
50 高齢者脳卒中患者の尿失禁発生機序の解明と新しい薬
物治療の開発
2,000 神経膠芽腫の階層的構築の解明-発生母細胞から浸潤最
先端細胞までの細胞系譜学的解析

1,730

プロポリスを用いた放射線治療中の真菌による粘膜炎,
嚥下障害の予防

300 HPV 感染細胞の活性酸素感受性

2,600 HTLV-1 感染 T 細胞株を移入した SCID マウスにおける
AUY922 の抗腫瘍効果の検討

2,100 オキナワモズク由来フコイダンの腸管免疫系に及ぼす
影響に関する研究
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作道 章一

不二たん白財団

500 豆腐よう抽出物の抗インフルエンザウイルス効果の In
Vivo 解析

作道 章一

阪大学微生物病研究所共同
研究助成

500 プリオン感染時の酸化的損傷メカニズムの解析

作道 章一（分担）

経済産業省 課題解決型医療
機器支援事業

島袋 哲也

(財）琉球大学後援財団

500 EBV LMP-1 と HPV E6 二重発現による形質転換の検討

栗山 一孝

大塚製薬株式会

491 OCV-501 の急性骨髄性白血病患者に対する臨床第Ⅰ/Ⅱ
相試験

3,887 医療現場での小型・迅速滅菌のための低温 N2 ﾊﾟﾙｽﾌﾟﾗｽﾞ
ﾏ滅菌装置の開発
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