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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．日本列島の南と北の人類学 ( 石田 肇 ) 

寛骨耳状面の加齢変化から求めたオホーツク文化人集団

の死亡年齢は，15 歳から 34 歳が 23.0%-41.2%，35 歳から

54 歳が 22.3%-38.7%，55 歳以上は 24.4%-51.3%であった。

つまり，55 歳以上で亡くなる個体がかなり多い。次に，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，船上の活

動などが腰椎の関節症性変化発症に関与したと思われる。

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，農作業などの習慣

的労働があったことを示した。四肢の変形性関節症では，

オホーツク文化人骨では男女ともに中等度以上においては

肘関節，膝関節，手関節で高い傾向を示した。 

沖縄の縄文時代人は，やはり，縄文文化を持つ人々とし

て同じ形質を持つ。ただ，沖縄の縄文時代人は，眼窩間が

平たいという特徴がある。これは，近世にもつながる形質

らしい。成人男性の平均身長が約 153cm と，低身長でもあ

る。縄文時代人は全国的に見ても約157cmと身長が低いが，

南低北高の傾向がはっきりみえる。さらに，日本およびア

ジア地域11集団成人男性四肢骨を用い統計学的解析を行っ

た。緯度との有意な相関は大腿骨骨体上 大径および扁平

示数で認められ，北東アジア人の大腿骨骨体上部の形状が

扁平形状であったことを示した。四肢骨Fstは，0.432-0.336

と頭蓋や歯の値（0.078-0.180）よりも2-3倍大きい。 

ヒトゲノム全域に分布するSNP（単一塩基多型）約１００

万座位の遺伝子型を決定し，それらを他の人類集団のデー

タと比較した。集団としては，アイヌ人と琉球人はひとつ

のクラスターをなし，本土人，韓国人が続いてクラスター

している。これらの結果は，アイヌ・琉球同系説およびそ

の現代版である日本人の縄文・弥生の二重構造モデルを強

く支持している。 

  琉球と北海道の古人骨については，系統ならびに生活

誌研究が進み，また，琉球の現代人の遺伝学研究も進展し

ている。今後の研究の推進方策として，縄文時代人骨やオ

ホーツク文化人骨については，核ゲノムを含む大規模解析

が必要である。そのためには，日本全体で研究チームを作

り推進しなくてはならない。さらには，古人骨の形態解析

のために，骨形態の遺伝性の研究を新たに開始しなければ

ならない。 

 

2. 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。今回，卵がpH の輸卵管内から pH の高い海水中に

でることで精子誘引がはじまることを確かめた。さらに，

低pH下においても卵の抽出物および卵膜を破壊された卵に

おいても精子誘引活性は見られることから，精子誘引物質

は卵内に存在しているが，低pH条件下ではその放出が妨げ

られており，卵外pHの上昇により放出がはじまると考えら

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。この形態のオルガネラレベルで

の変化変化をとらえること，さらに受精能獲得との関連を

調べることが今後の課題である。 

 

3. ゲノムワイド SNP データに基づく琉球諸島の人々の集

団構造 ( 佐藤 丈寛 ) 

琉球列島は，東西およそ840km，南北およそ610kmの広範

囲に分布する島々からなり，島と島の間は広い海洋によっ

て隔てられている。特に沖縄本島地方と先島地方（宮古・

八重山諸島）を隔てるケラマギャップは約 260km もの距離

があり，琉球列島は分集団化を生じやすい地理的環境にあ

る。また，考古学的観点からみても，先史時代の琉球はケ

ラマギャップを境に異なる文化圏を形成し，文化圏間のヒ

トの移動は制限されていたと推測されている。しかし，琉

球列島内の集団構造については十分な検証が行われること

が無いまま，多くの人類学研究において琉球集団は単一集
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団として扱われてきた。そこで本研究では，ゲノムワイド

SNP データを用いて琉球列島の人々の詳細な集団構造を明

らかにすることを目的とした。 

 沖縄諸島・宮古諸島・八重山諸島・本土日本・韓国出身

者を対象に，DNAマイクロアレイにより約70万個のSNPsを

タイピングした。また，比較のために国際HapMap計画のJPT，

CHB，CEU，YRIの遺伝子型データを使用した。沖縄・宮古・

八重山・韓国・JPT・CHB のデータを用いて主成分分析を行

ったところ，琉球集団は沖縄クラスターと宮古クラスター

に分かれ，両者にまたがる形で八重山諸島出身者がプロッ

トされた。また，クラスター解析でも宮古集団特異的な遺

伝的要素が出現した。この要素の割合は，八重山出身者で

は宮古出身者よりも著しく低かった。これらの結果は，沖

縄集団と宮古集団が遺伝的に分化していること，沖縄集団

からの地理的距離が宮古集団より遠い八重山集団が沖縄集

団と遺伝的に近縁であることを示す。近代に沖縄諸島から

八重山諸島へ多くの人々が移住したことが記録として残っ

ていることから，この地理的関係と遺伝的関係の矛盾は上

記の移住が原因であると考えられる。 

 沖縄集団と宮古集団の遺伝的分化の原因として台湾先住

民からの遺伝子流動の可能性を検証するために，アミとア

タヤルのデータを加え再び主成分分析を行ったが，琉球列

島のいずれの集団にも台湾先住民の遺伝的影響は見出せな

かった。このことから，沖縄集団と宮古集団は隔離後の遺

伝的浮動によって分化したと考えられる。 

 アジア集団とヨーロッパ集団の分岐年代を 36,000 年前，

アジアの祖先集団の有効集団サイズを3,500人と仮定して，

系統樹の枝長から分岐年代を推定したところ，琉球集団と

漢民族の分岐年代は約13,500年前，沖縄集団と宮古集団の

分岐年代は約600～3,100年前と推定された。これらのこと

から，現代の琉球列島に住む人々の祖先の多くは，完新世

以降に琉球列島に渡来した人々であり，港川人や白保竿根

田原洞穴人をはじめとする更新世時代人が現在の琉球集団

の遺伝子プールに与えた影響は小さいと考えられる。 
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archipelago. Anthropol Sci 120: 81-89, 2012. DOI: 10. 1537/ase. 110525 

(B) 

OI12007: 

Nagaoka T, Ishida H, Shimoda Y, Sunagawa M, Amano T, Ono H, Hirata K. Estimation of 

skeletal adult age distribution of Okhotsk people in northern Japan. Anthropolo Sci 120: 

103-113, 2012. DOI: 10. 1537/ase. 1107311 

(B) 

OI12008: 

Koganebuchi K, Katsumura T, Nakagome S, Ishida H, Kawamura S, Oota H. The Asian Archival 

DNA Repository Consortium. Autosomal and Y-chromosomal STR markers reveal a close 

relationship between Hokkaido Ainu and Ryukyu islanders. Anthropol Sci 120: 199-208, 

2012. 

(B) 

OI12009: 
Heathcote GM, Diego VP, Ishida H, Sava VJ. An osteobiography of a remarkable 

protohistoric Chamorro man from Taga, Tinian. Micronesica 43: 131-205, 2012. (B) 

OD12001: 

百々幸雄, 川久保義智, 澤田純明, 石田肇: 頭蓋の形態小変異からみたアイヌとその隣人た

ち Ⅱ. アイヌの地域差. Anthropol Sci (Japanese series) 120: 135-149, 2012. DOI: 10. 

1537/asj. 120818 

(B) 

OD12002: 
吉永淳, 久田文, 米田穣, 石田肇: 北海道出土人骨の鉛含有量. 日本衛生学雑誌 68: 53-57, 

2012. (B) 

国内学会発表     

PD12001: 

Nakagome S, Mano S, Chinen H, Iraha A, Kinjo F, Fujita J, Ishida H, Kimura R, Takeyama 

Y, Sakisaka S ,Matsui T, Kidd J.R., Kidd K.K., Morita H, Said H.S., Suda W, Kawamura 

S, Hattori M, Nishimaki T, Hanihara T, Oota H. Anthropological insights into genetic 

and environmental factors for Crohn's disease in Ryukyu and Northern Kyusyu. Anthropol 

Sci 120: 299, 2012. 

  

PD12002: 

Sato T, Nakagome S, Watanabe C, Yamaguchi K, Kawaguchi A, Yamaguchi T, Yamamoto K, 

Kawamura S, Mano S, Hanihara T, Ishida H, Kimura R, Oota H. Population structure of the 

Ryukyu islanders based on genome-wide SNP data. Anthropol Sci 120: 300, 2012. 

  

PD12003: 

Fukase H, Wakebe T, Tsurumoto T, Saiki K, Fujita M, Ishida H: Geographic variation in 

body form of prehistoric Jomon males in the Japanese archipelago: its ecogeographic 

implications. Anthropol Sci 120: 256, 2012. 

  

PD12004: 
Kimura R, Yamaguchi T, Watanabe C, Kawaguchi A, Takeda M, Ishida H, Maki K: Polymorphisms 

in WNT10A are associated with the variation in tooth size. Anthropol Sci 120: 257, 2012.

  

PD12005: 

Yamaguchi K, Watanabe C, Kawaguchi A, Aoki K, Ishida H, Kimura R: Identification of 

genetic polymorphisms related to skin reflectance in the Japanese population by a 

candidate gene approach. Anthropol Sci: 120: 261, 2012. 

  

PD12006: 

Oota H, Koganebuchi K, Katsumura T, Kawamura S, Nakagome S, Ishida H, The Asian Archival 

DNA Repository Consortium: A Study of the relationship between Hokkaido Ainu and Ryukyu 

islanders based on autosomal and Y-chromosomal STR polymorphisms. Anthropol Sci 120: 

262, 2012. 
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PD12007: 

Komesu M, Kawaguchi A, Sato T, Ishida H, Yamaguchi K, Watanabe C, Kimura R: Is 2D:4D 

ratio an appropriate indicator for sex-hormone-mediated traits?  Anthropol Sci 120: 

265, 2012. 

  

PD12008: 

Kudaka M, Fukase H, Kimura R, Hanihara T, Matsumura H, Saso A, Fukumine T, Ishida H: 

Metric characteristics of human limb bones in Asian and Japanese populations.  Anthropol 

Sci 120: 268, 2012. 

  

PD12009: 

Miyazato E, Ishida H, Mochimaru M, Kouchi M, Yamaguchi K, Kimura R. 3D morphological 

analysis of human faces using homologous modeling. Anthropol Sci 120: 268, 2012. 

  

PD12010: 

Kawaguchi A, Sugawara H, Kimura R, Ishida H. Species identification of fishbone remains 

by mtDNA analysis: A feasibility study of Katsuren Castle site, Okinawa. Anthropol Sci 

120: 273, 2012. 

  

PD12011: 

Moromizato K, Ishida H ,Fukase H, Yamaguchi K, Kimura R: A whole-body covariation pattern 

in the ranges of joint motion in young adults. Anthropol Sci 120: 276, 2012. 

  

PD12012: 
Someda H, Fukumine T, Ishida H. Domestic Case: Okinawa. Anthropol Sci 120: 289, 2012.   

PD12013: 
泉水奏，柴小菊，馬場昭次，稲葉一男，吉田学: pH によるホヤ卵からの精子誘引物質放出の

制御. 日本動物学会第83回大阪大会 2012年9月13〜15日 阪大豊中キャンパス 

  

PD12014: 
大倉信彦，吉田学，泉水奏: 海水中に取り出されたホヤ卵の形態変化.日本動物学会第83回大

阪大会 2012年9月13〜15日 阪大豊中キャンパス 

  

PD12015: 
泉水奏, 大倉信彦: 輸卵管から海水中に取り出された卵の形態的生理的変化. 日本動物学会

第83回大阪大会 2012年9月13〜15日 阪大豊中キャンパス 
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分子解剖学講座 
 

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。 

 

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

津政晴が博士(医学)を取得した。 

 

3. 脊髄発生過程における Tau タンパクのリン酸化(仲宗根

綾乃，山本秀幸教授=生化学講座，高山千利) 

 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。 

 

4. 脊髄損傷後のGABAシグナルの変化(金正泰，高山千利) 

 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gephyrin，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(砂川昌信，金正泰，高山千利) 

 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。 

 

6. 胎児期の視床下部におけるGABA作動性神経回路の発達

変化(小林雅人，高山千利) 

視床下部は，ホルモン内分泌，自律神経高次中枢，摂食

行動など，動物の生存にかかせない脳の部位である。近年，

母体の極端なやせや肥満が，子供の成人後の摂食行動や生

活習慣病発症にまで影響していることなどが報告され，胎

児期の脳の発達特に視床下部は重要な課題となっている。

また，成熟動物でGABAが摂食行動に深く関与していること

が知られるようになってきた。そこで，我々は，胎児期の

視床下部において，GABA 作動性神経回路がどのように形成
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されるのかを調べることを目的に，GABA を生合成するグル

タミン酸脱炭酸酵素(GAD)やシナプス小胞に GABA を充填す

る小胞型GABAトランスポーター(VGAT)，GABAを抑制性に導

くK+-Cl-共輸送体(KCC2)について，組織化学的解析を行った。 

その結果，胎生(E)15日目では，視床下部外側野(LH)と視

床下部前部(AH)でGAD及びVGATの強い免疫反応が検出され

た。E17では，新たに弓状核(ARC)とVMHとの境界でGADと

VGATの免疫反応が検出された。生後(P)0日目では，視床下

部全体にGAD及びVGATが一様に染色された。これらのこと

から，GABA 作動性神経回路は，LH と AH で先行して形成さ

れ，その後ARC，VMHと進み，P0において成熟動物と類似し

たGABA作動性神経回路が形成されると考えられた。 

 

7. 高脂肪食が視床下部GABA作動性神経回路に与える影響

(新崎綾，清水千草，高山千利) 

「食べること」は，人のみならず動物において，生存に

必須である。しかし，先進国においては，過食による肥満

や糖尿病などの生活習慣病が重大な問題となっている。特

に，沖縄県の男性平均寿命は2013年に全国30位，女性は3

位となり，長寿の島と言われたころは遠い昔になりつつあ

る。その原因として，戦後の欧米型食習慣の流入により高

脂肪食中心の食生活になったことが指摘されている。 

摂食行動を制御している脳の部位として視床下部が挙げ

られる。抑制性神経伝達物質でGABAが，摂食を促進するア

グーチ関連タンパク(AgRP)や摂食を抑制するプロオピオメ

ラノコルチン(POMC)等関連ペプチドの働きを調節し，摂食

行動に大きな影響を与えることが報告されるようになった。

しかし，視床下部におけるGABA作動性神経回路がどのよう

に構成されているのか，また高脂肪食摂取など肥満を引き

起こす摂食行動にGABAがどのように関与しているのか不明

な点が多い。これまでに，視床下部おいて，GABA を生合成

するグルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)やシナプス小胞に GABA

を充填する小胞型GABAトランスポーター(VGAT)は視床下部

全体に広く局在することや，GABA 作動性神経回路を染色す

るマーカーであるカルレチニン(CR)やカルビンジン(CB)は，

満腹中枢と言われる内側核や内側核を調節する弓状核に，

パルブアルブミン(PV)は弓状核に局在することを明らかに

した。このことは，視床下部に広範囲に見られるGABAを放

出する神経が一様ではなく，いくつかのグループに分類さ

れることを示している。この結果は，第68回日本解剖学会

九州支部で発表した(新崎綾，清水千草，高山千利: 視床下

部における GABA 作動性神経回路の形態学的解析)。さらに

高脂肪食を与えたマウスでは，VGAT の発現が視床下部全体

で減少することなどがわかった。これらのことから，高脂

肪食によりGABA作動性神経に変化がもたらされ，摂食行動

に影響を与えている可能性が示唆された。 

 

8. 正常発達過程と病態における Cl-トランスポーターの

役割(岡部明仁，清水千草) 

胎児は母体を離れ外界に出たとき，オギャーと泣き，呼

吸を始める。脳の延髄では，呼吸が正しく行われるよう，

呼吸リズムを形成している。呼吸リズムは，胎児期から成

熟期にかけて大きく変化していることが知られているが，

なぜかはわかっていない。また，呼吸リズムが正しく刻ま

れるためには，GABAが抑制性に働くことが重要である。GABA

の抑制性応答には低い細胞内 Cl-濃度([Cl-]i)が必要であり，

それを担う分子として K+-Cl-共輸送体(KCC2)が知られてい

る。KCC2 遺伝子欠損マウスは，胎児期からの呼吸リズム失

調による呼吸不全で生直後に死亡することも報告されてい

る。そこで，我々は，発達期の延髄毛様体領域における自

発性リズム発火の調節機構を明らかにする目的で，呼吸リ

ズムとKCC2蛋白質の発現変化，[Cl-]iの変化，GABAに対す

る応答性の変化がいつ，どこで，どのようにかかわってい

るのかを組織学的及び電気生理学的に検討している。具体

的には，舌下神経核を含む延髄毛様体領域の急性スライス

標本を作製し，人工脳脊髄液のK+を8mMにして灌流すると，

舌下神経核から細胞外電極によりリズム性の発火

(rhythmically burst activity)が記録できる。そこで，舌

下神経核で観察される rhythmically burst activity は発

達に伴って，そのリズム調節機構が変化するのではないか

と考え，以下の点に注目して研究を行っている。周産期発

達過程における rhythmically burst activity に関わる①

GABA作動性の神経活動の役割，②KCC2の発現パターンとそ

れが担う [Cl-]i についての経時的変化と相関を，電気生理

学的手法及び組織学的手法を用いて検討している。これら

の研究業績により，岡部明仁の沖縄県医科学研究財団研究

奨励賞受賞が決定した。 

 

9. 未成熟な海馬におけるタウリンによるてんかん様発作

の制御メカニズムの検討(岡部明仁) 

幼若期の中枢神経系に内因性に比較的高濃度で存在する

タウリンが，未成熟な海馬におけるてんかん様発作に対し

て，持続的に抑制する効果を持ち，また神経伝達物質とし

てグリシン受容体及び GABAA 受容体を介して作用する可能

性を見いだした。この制御メカニズムを詳細に検討してい

る(ドイツ･マインツ大学H.J. Luhmann教授，W. Kilb博士

との共同研究)。 

 

10. 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
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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飼育法と

交尾を確認するための行動記録法を確立した。 

 

11．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態変化

を透過型電子顕微鏡を使って調べている。 

 

12．家禽精子の成熟変化(大倉信彦) 

 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 
 
著   書     

BI12001: 

Shimizu-Okabe C, Okabe A, Fukuda A. Does elevated intracellular chloride cause epilepsy 

in focal cortical dysplasia? In: L.M.Sexton and H.J.Leach, editors,  

“Dysplasia :Causes, Types and Treatment Opinions”. Nova Science Publishers Inc: 

Capter4, 65-77, 2012.  

(A) 

 
原   著     

OI12001： 

Tatetsu M, Kim J, Kina S, Sunakawa H, Takayama C. GABA/glycine signaling during 

degeneration and regeneration of mouse hypoglossal nerves. Brain Res 1446: 22-33, 2012. 

(A) 

OI12002： 

Kozuka C, Yabiku K, Sunagawa S, Ueda R, Taira S, Ohshiro H, Ikema T, Yamakawa K, Higa 

M, Tanaka H, Takayama C, Matsushita M, Oyadomari S, Shimabukuro M, Masuzaki H. Brown 

rice and its component, γ-oryzanol, attenuate the preference for high-fat diet by 

decreasing hypothalamic endoplasmic reticulum stress in mice. Diabetes D;61(12): 

3084-93, 2012.  

(A) 

OI12003： 

Kosaka Y, Kin H, Tatetsu M, Uema I, Takayama C. Distinct development of GABA system in 

the ventral and dorsal horns in the embryonic mouse spinal cord. Brain Res 1486: 39-52, 

2012.  

(A) 

OI12004： 

Yang M, Kim J, Kim T, Kim SH, Kim JC, Kim J, Takayama C, Hayashi A, Joo HG, Shin T, Moon 

C. Possible involvement of galectin-3 in microglial activation in the hippocampus with 

trimethyltin treatment. Neurochem Int 61(7): 955-6, 2012.  

(A) 

OI12005： 

Egawa K, Kitagawa K, Inoue K, Takayama M, Takayama C, Saitoh S, Kishino T, Kitagawa M, 

Fukuda A. Decreased tonic inhibition in cerebellar granule cells causes motor 

dysfunction in a mouse model of Angelman syndrome. Sci Transl Med 4(163): 157, 2012. 

(A) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

金武秀道, 高山千利: Developmental changes in GABA signaling in the embryonic trigeminal 

nucleus (マウス脳幹三叉神経核におけるGABAシグナルの発達変化). 第11回アジア太平洋神

経化学会大会･第55回日本神経化学会大会(神戸国際会議場) 9月30日-10月2日 2012.  

  

PI12002: 

砂川昌信, 金正泰, 高山千利: Development of Embryonic mouse spinal cord. 第11回アジ

ア太平洋神経化学会大会･第55回日本神経化学会大会(神戸国際会議場) 9月30日-10月2日 

2012.  
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国内学会発表     

PD12001: 
泉水奏, 大倉信彦: 輸卵管から海水中に取り出された卵の形態的生理的変化. 第32回ホヤ談

話会 日本動物学会第83回大会(大阪大学豊中キャンパス) 9月13日-15日 2012.  

  

PD12002: 
大倉信彦, 吉田学, 泉水奏: 海水中に取り出されたホヤ卵の形態変化. 日本動物学会第83回

大会(大阪大学豊中キャンパス) 9月13日-15日 2012.  

  

PD12003: 

吉田祥子, 山田ひかり, 栗本侑依, 小林和仁, 高山千利, 山本清二, 福田敦夫, 穂積直裕: 

発達期小脳皮質のグリアからのGABA放出はトランスポーターで制御される. 第35回日本神経

科学大会(名古屋国際会議場) 9月18日-9月21日 2012.  

  

PD12004: 
高山千利, 小坂祥範: マウス胎児脊髄におけるGABAシステムの発達. 第35回日本神経科学大

会(名古屋国際会議場) 9月18日-9月21日 2012.  

  

PD12005: 

金正泰, 砂川昌信, 高山千利: Development of Embryonic mouse spinal cord（マウス胎児脊

髄における発達変化). 第35回日本神経科学大会(名古屋国際会議場) 9月18日-9月21日 

2012.  

  

PD12006: 
新崎綾, 清水千草, 高山千利: 視床下部におけるGABA作動性神経回路の形態学的解析. 日本

解剖学会第68回九州支部学術集会(久留米大学) 10月13日 2012.  

  

PD12007: 

江川潔, 北川恭子, 井上浩一, 高山理和, 高山千利, 斉藤伸治, 木住野達也, 北川正敏, 福

田敦夫: 母性Ube3a欠失マウス小脳顆粒細胞におけるGABAトランスポーター過剰によるトニ

ック抑制の減弱と小脳機能障害. 第59回中部生理学会(岡崎生理学研究所) 11月16日-11月

17日 2012.   
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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 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。 

 

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 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。これらの発見した遺伝子の

機能解析を遺伝子改変マウスにより解析しています。 

 

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 Res Commun. 3; 362(4): 899-904, 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。 

 

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Ca2+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
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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。 

 

 

 

B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Naito M, Hirai S, Mihara M, Terayama H, Hatayama N, Hayashi S, Matsushita M, Itoh M. 

Effect of a magnetic field on Drosophila under supercooled conditions. PLOS ONE 7: 

e51902. doi: 10.1371/journal.pone.0051902, 2012. 

(B) 

OI12002: 

Kozuka C, Yabiku K, Sunagawa S, Ueda R, Taira S, Ohshiro H, Ikema T, Yamakawa K, Higa 

M, Tanaka H, Takayama C, Matsushita M, Oyadomari S, Shimabukuro M, Masuzaki H. Brown 

rice and its component, γ-oryzanol, attenuate the preference for high-fat diet by 

decreasing hypothalamic endoplasmic reticulum stress in mice. Diabetes 61: 3084-3093, 

2012. 

(A) 

OI12003: 

Kondo E, Saito K, Tashiro Y, Kamide K, Uno S, Furuya T, Mashita M, Nakajima K, Tsumuraya 

T, Kobayashi N, Nishibori M, Tanimoto M, Matsushita M. Tumour lineage-homing 

cell-penetrating peptides as anticancer molecular delivery systems. Nature 

Communications 3: 951 doi: 10.1038/ncomms1952, 2012. 

(A) 

OI12004: 

Chokshi R, Matsushita M, Kozak JA. Detailed examination of Mg2+ and pH sensitivity of 

human TRPM7 channels. American Journal of Physiology-Cell Physiology 302: 1004-1011, 

2012. 

(B) 

OI12005: 

Chokshi R, Matsushita M, Kozak JA. Sensitivity of TRPM7 channels to Mg2+ characterized 

in cell-free patches of Jurkat T lymphocytes. American Journal of Physiology-Cell 

Physiology 302: 1642-1651, 2012. 

(B) 

 
国内学会発表     

PD12001: 
中村真理子, 砂川昌範, 小杉忠誠: 組換えハブトビンは，家兎洗浄血小板コラーゲン凝集を抑

制する. 第89回日本生理学会大会 2012年3月29日～31日, 松本市. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

システム生理学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

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

mappingをおこない，その解析を進める研究をおこなってい

る。このmapping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。昨年度は受光素子としてCCDカ

メラを試用したがS/N比が低く, 期待された成果を得られ

なかった。そのため, 今年度は受光素子としcMOSカメラを

導入して摘出心房標本における興奮波の伝搬パターンの

mappingを試みた。cMOSカメラは活動電位由来の光学シグ

ナルを弱い透過光量においても検出することが出来, その

S/N比はCCDカメラより優れていた。そのため, 加算平均を

おこなわずに一回の測定で興奮波伝播のmapを作成するこ

とが出来, その結果, この特性を生かして自発興奮や実験

不整脈のmappingをおこなうことが可能であることが明ら

かになった。なお, cMOSカメラを用いて, 吸光測定により

膜電位活動を記録した成果は世界初のものである。しかし

ながら,cMOSカメラには時間分解能(frame rate)と空

間分解能(pixel 数)の trade-off がある。そのため, 

カメラの設定および測定領域(region of interest: 

ROI)の設定等が今後の課題として残っておりさらに

研究を進めている。  

 

2.モルモット左右聴覚皮質のFM音応答のイメージング（細

川 浩, 窪田道典, 杉本俊二, 堀川順生） 

ほ乳類や鳥類では種固有音を用いてお互いに情報を交換

している。種固有音をどのようにほ乳類の聴覚領で処理して

いるかを研究することは非常に興味深い。本研究では, モル

モットのWhistle音に含まれるFM音に注目して, FM音が左

右聴覚皮質にどのように表示されるかを電位感受性色素と

CMOSカメラを用いて可視化し, 一次聴覚領での活動の変化

を時空間的に測定した。 

 FM音による活動は, 開始周波数に応じた一次聴覚領の周

波数バンドに 初現れ, 皮質全体に広がった後, その時点

の周波数に応じた活動スポットが再び現れ, 周波数バンド

を横切って移動した。FM周波数の変調速度およびFM音の持

続時間を変化させると活動スポットの移動は, 条件により

観察できない場合があった。また, 持続時間のOFF応答に対

応した活動が背側部または背側部の特定領域に観察された。

その傾向は, 左聴覚領の方が強かった。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。 

 

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     

OI12001: 

Kubota M, Miyamoto A, Hosokawa Y, Sugimoto S, Horikawa J. Spatiotemporal dynamics of 

neural activity related to auditory induction in the core and belt fields of guinea-pig 

auditory cortex.  Neuroreport 23(8) 474–478, 2012. 

(A) 
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国際学会発表     

PI12001: 

Sakai T, Kamino K. Chaotic electrical excitation in the rat atrium revealed by optical 

mapping studies The 4th Internatinal Interdisciplinary Symposium on Chaos and Complex 

Systems. 2012年5月 Antalya, Turkey.   

  

PI12002: 

Liang Y-F. An Animal Experimental Model for Chinese Qigong Research. Proceedings of 

International Conference of Physiological Sciences 2012. Suzhou, China. Acta 

Physiologica Sinica 64, Suppl. 1, 12: 193-194, 2012. 

  

PI12003: 
Ke B, Liang Y-F. Health Benefits of Okinawa Mozuku and Its Extract Fucoidan. 6th World 

Natural Medicine Conference. Macao, Abstract Book 9: 152-155, 2012. 

  

PI12004: 

Ke B, Liang Y-F. Progresses of Sub-health Checkup and Sub-health Intervention in Japan. 

4th International Academic Conference of Medicine and Sub-health. Montreal, Canada, 

Abstract Book 8: 90-93, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
酒井哲郎: 摘出心房標本の頻拍様興奮における時空カオス発現の光学的イメージング解析. 

第90回日本生理学会大会, 2013年3月, 東京. 

  

PD12002: 

Hosokawa Y, Kubota M, Sugimoto S, Horikawa J. Optical imaging of neural activities in 

the right and left auditory cortices of the guinea pig evoked by the frequency-modulated  

sounds. J Physiol Sci 62 (Suppl): S231, 2012. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 
細川 浩, 杉本俊二, 堀川純正: 繰返し音に対するモルモット左右聴覚皮質の神経活動のイ

メージング. 日本音響学会聴覚研究会資料 42(1), H-2012-18, 99-103, 2012. 
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生化学講座 

 

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報告されていまし

た。私達は，GnRH ニューロンの培養株細胞を用いて，GnRH

受容体刺激からHB-EGFの切り出し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。

なお，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。 

 

 

 

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 

 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

株細胞を用いて，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，様々な培養株細胞を用いて，細

胞周期に応じたヒストン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。これらの研究の進展に伴って，我々

が2006年に見いだしたRPS19結合タンパク質の生理機能に

ついても再検討を行っています。 

 

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

細胞の浸潤や転移との関連でも注目されています。私達は，

肺胞細胞のEMTの分子機構について，肺胞II型細胞の培養

株細胞を用いて検討してきました。現在，特に MAP キナー

ゼ系の関与について検討しています。また，本細胞でのMAP

キナーゼ系の活性化により EGF 受容体がリン酸化されるこ

とを見いだしました。この反応が受容体の脱感作に関与す

る可能性について，多角的に検討しています。
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B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Higa-Nakamine S, Maeda N, Toku S, Yamamoto T, Yingyuenyong M, Kawahara M, Yamamoto H. 

Selective cleavage of ErbB4 by G-protein-coupled gonadotropin-releasing hormone 

receptor in cultured hypothalamic neurons. J Cell Physiol 227: 2492-2501, 2012. 

(A) 

OI12002: 

Higa-Nakamine S, Suzuki T, Uechi T, Ghakraborty A, Nakajima Y, Nakamura M, Hirano N, 

Suzuki T, Kenmochi N. Loss of ribosomal RNA modification causes developmental defects 

in zebrafish. Nucleic Acids Res 40(1): 391-398, 2012. 

(A) 

OI12003: 

Nishijima S, Kadekawa K, Ashitomi K, Yamamoto H, Sugaya K.  Effect of chemical 

stimulation of the medial frontal lobe on the micturition reflex in rats. J Urol 187: 

116-1120, 2012. 

(A) 

OI12004: 

Sugaya K, Nishijima S, Kadekawa K, Ashitomi K, Yamamoto H. Effect of distigmine combined 

with propiverine on bladder activity in rats with spinal cord injury. Int J Urol 19: 

480-483, 2012. 

(A) 

OI12005: 

Taniguchi S, Kimura T, Umeki T, Kimura Y, Kimura H, Ishii I, Itoh N, Naito Y, Yamamoto 

H, Niki I. Protein phosphorylation involved in the gene expression of the hydrogen 

sulphide producing enzyme cystathionine g -lyase in the pancreatic β-cell. Mol Cell 

Endocrinol 350: 31-38, 2012. 

(A) 

OI12006: 
Kadekawa K, Nishijima S, Ashitomi K, Yamamoto H, Sugaya K. Excitatory effect of 

propiverine hydrochloride on urethral activity in rats. Int J Urol 19: 575-582, 2012. (A) 

OI12007: 

Kondo Y, Higa-Nakamine S, Noguchi N, Maeda N, Toku S, Isohama Y, Sugahara K, Kukita I, 

Yamamoto H. Induction of epithelial-mesenchymal transition by flagellin in cultured lung 

epithelial cells. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 303: L1057-L1069, 2012. 

(A) 

 
国内学会発表     

PD12001: 

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ErbB4の活性化と切断

機構の解明. 平成24年度日本生化学会九州支部例会プログラム講演要旨集 42, 福岡市, 

2012. 

  

PD12002: 

近藤豊, 仲嶺(比嘉)三代美, 野口信弘, 前田紀子, 徳誠吉, 須加原一博, 久木田一郎, 山本

秀幸: 培養肺胞細胞のフラジェリン処理による上皮間葉移行の誘導. 平成24年度日本生化学

会九州支部例会プログラム講演要旨集 42, 福岡市, 2012. 

  

PD12003: 
山本秀幸, 仲嶺三代美, 前田紀子, 徳誠吉: 視床下部神経細胞での GnRHによるERKの活性化

へのPYK2の関与. 第55回日本神経化学会大会, 神戸市, 2012. 

  

PD12004: 

山本秀幸, 近藤豊, 野口信弘, 仲嶺三代美, 前田紀子, 徳誠吉, 礒濱洋一郎, 久木田一郎, 

須加原一博: レジオネラ肺感染症におけるフラジェリンのⅡ型肺胞上皮細胞に対する影響. 

日本肺サーファクタント•界面医学会 第48回学術研究会 32, 熊本市, 2012. 

  

PD12005: 
山本秀幸, 仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳誠吉: 神経細胞におけるErbB4受容体のGnRHに

よる制御機構. 第65回日本薬理学会西南部会プログラム/抄録集 76, 熊本市, 2012. 

  

PD12006: 
仲嶺(比嘉)三代美, 前田紀子, 徳誠吉, 山本秀幸: Gタンパク質共役型受容体刺激によるPKC

依存的なERKの活性化反応. 生化学 84: 156, 神戸市, 2012. 

  

PD12007: 
徳誠吉, 前田紀子, 仲嶺(比嘉)三代美, 山本秀幸: ヒストンH3のM期特異的新規リン酸化部

位の同定. 生化学 84: 166, 神戸市, 2012. 
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寄生虫･国際保健学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

1．プラリマリ･ヘルスケアを基盤とした寄生虫対策 

寄生虫疾患が多い開発途上国では概して，医師や看護師な

どの保健医療専門家などの人的資源や寄生虫対策のための

予算や保健医療施設，上下水道施設などの経済的･物的資源

が不足している。そのため，世界保健機関等が提唱するプ

ライマリ･ヘルスケア(予防重視の住民参加型保健活動)の

概念に基づく疾病対策が重視されている。 

そこで我々は，プライマリ･ヘルスケアに基づく，寄生虫

対策のための研究を展開している。プライマリ･ヘルスケア

の主要な要素であるコミュニティ･ヘルスワーカー（地域保

健ワーカー）について，彼らが行っている村落レベルのマ

ラリア･人口動態サーベイランス活動を阻害する要因を解

析し，解析結果に基づいてデザインした介入研究(携帯電話

ネットワークの導入による地域保健強化)を東南アジアの

ラオス国で行っている。さらに，地域住民の検診や人口動

態サーベイランス･システムによる長期追跡を通して，マラ

リア感染リスク因子の解析を進めている。西アフリカのニ

ジェール国においては，JICA マラリア対策プロジェクトを

中心に組織化された地域保健委員会による活動(蚊帳の配

布やマラリア媒介蚊発生源対策など)の効果や蚊帳の物理

的損傷とマラリア感染リスクの関連を研究している。 

プラリマリ･ヘルスケアの要素の一つである健康教育に

ついても，開発途上国 9 か国における学校保健研究を実施

している。小･中学生の学習教科書における寄生虫疾患(マ

ラリアや土壌伝搬性寄生虫病)やその対処･予防方法に関す

る記述を解析し，記述されている保健情報が寄生虫対策に

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

外の保健政策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研究を行ってい

る。 

 

2. 人体寄生虫および人畜共通寄生虫の症例研究 

 県内で依頼のあった受託検査 6 件の中に，熱帯熱マラリ

ア1例，アニサキス1例，無鉤条虫症1例，日本海裂頭条

虫症 3 例認められた。なお，無鉤条虫症は国内においては

比較的稀であり，県内では 28 年ぶりの症例である。また，

日本海裂頭条虫症が近年，生鮮食料品の流通発達に伴い，

中間宿主であるサケ･マス等の消費が増えたため，県内では

増加傾向にある。

 

 

 

B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Nonaka D, Jimba M, Mizoue T, Kobayashi J, Yasuoka J, Ayi I, Jayatilleke AC, Shrestha 

S, Kikuchi K, Haque SE, Yi S. Content analysis of primary and secondary school textbooks 

regarding malaria control: a multi-country study. PLoS One 7: e36629, 2012. 

(A) 

OI12002: 

Nonaka D, Maazou A, Yamagata S, Oumarou I, Uchida T, Yacouba HJ, Kobayashi J, Takeuchi 

T, Mizoue T. Distribution of Subsidized Insecticide-treated Bed Nets through a Community 

Health Committee in Boboye Health District, Niger. Trop Med Health 40: 125-131, 2012.

(A) 

OI12003: 

Nonaka D, Gunawardena NS, Indrawansa S, Nanri A, Rajapakse L, Mizoue T, Samarasinghe 

D.Students' perception of school environment and life satisfaction at Sinhala-medium 

secondary schools in the Colombo District, Sri Lanka. Southeast Asian J Trop Med Public 

Health 43: 1568-1576, 2012. 

(B) 

0I12004: 

Pongvongsa T, Ha H, Thanh L, Marchand RP, Nonaka D, Tojo B, Phongmany P, Moji K, Kobayashi 

J. Joint malaria surveys lead towards improved cross-border cooperation between 

Savannakhet province, Laos and Quang Tri province, Vietnam. Malar J 11：262，2012．

(A) 
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国内学会発表     

PD12001: 

Nonaka D. Content analysis of primary and secondary school textbooks regarding 

soil-transmitted helminthiasis: a multi-country study. 第81回日本寄生虫学会大会, 兵

庫, 2012. 

  

PD12002: 
仲吉博亮，折田均，田村次郎，城間丈二，宮城純，佐久川廣，當眞弘: ガストログラフィン注

入にて駆虫し得た無鉤条虫の1例．沖縄医学会雑誌 51: 154，2012． 

  

PD12003: 

野中大輔，Abani Maazou，山形茂生，Issofou Oumarou，内田貴子，Honoré JG Yacouba，小林

潤，溝上哲也: ニジェール国マラリア流行地域における損傷した蚊帳を使用している子供の発

熱歴．第27回日本国際保健医療学会学術大会，岡山，2012． 

  

PD12004: 

齋藤順子，野中大輔，溝上哲也，小林潤，神馬征峰: School textbooks for preventing tobacco 

use among adolescents in developing countries．第27回日本国際保健医療学会学術大会，

岡山，2012． 

  

PD12005: 

荒木麻由，Phongmany Panom，Nhativong Ketsaphone，野中大輔，門司和彦，Pongvonsa Tiengkham，

小林潤: Sexual behavior and partner characteristics among MSM in Savannakhet province, 

Lao PDR．第27回日本国際保健医療学会学術大会，岡山，2012． 

  

PD12006: 

野中大輔: Strengthening lay health worker surveillance by establishing mobile 

phone-based communication network in Laos．第61回日本感染症学会東日本地方会学術集会，

東京，2012． 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 野中大輔: 世界見聞録･私が見た医療 ニジェールとマラリア. 新医療 39: 24, 2012.   

MD12002: 
野中大輔: フィールドに出よう．沈黙は罪なり－ガーナでの寄生虫対策. 公衆衛生 76: 

159-162, 2012.  

  

MD12003: 
當眞弘: カニと寄生虫．第39回企画展「ヨロイをまとった生き物～沖縄のカニ･エビ･オオヤ

ドカリ～」，沖縄市立郷土博物館，66-67，2012． 
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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(ドミニカ共和国)，及び東アフリカ(タ

ンザニア)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プ

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，タンザニア連

合共和国，及びドミニカ共和国の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

病率にドミニカ共和国(ド国)及びタンザニアの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，ドミニカ共和国，及びタンザニアにお

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感染率はタンザニアにおいて有意に高かった。同様

に，慢性萎縮性胃炎も，ドミニカ共和国とタンザニア間で，

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%とタンザ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，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.)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(タンザニア(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

ンザニア(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，血清ガストリン値，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，及び血清ガストリン

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。 
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B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Zheng KC, Aoki K, Li XQ, Lin SG, Wu BS, Zhong WL, Chen TH, Lin S, You JW, Su C. Serum 

Pepsinogens, Gastrin-17 and Helicobacter pylori Antibody in the Residents of Two Cities 

in China with Distinct Mortality Rates of Gastric Cancer. Tohoku J. Exp. Med 228: 289-294, 

2012. 

A 

OI12002: 

Katsumata Y, Todoriki H, Higashiuesato Y,Yasura S,Willcox DC,Ohya Y, Willcox BJ, Dodge 

HN. Metabolic Syndrome and Cognitive Decline Among the Oldest Old in Okinawa: In Search 

of a Mechanism. The KOCOA Project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 67A: 126–134, 2012.
A 

OD12001: 
等々力 英美, 白井 こころ: 戦後沖縄におけるWell-beingの転換とソーシャルキャピタル．

国際琉球沖縄論集 1: 9-28, 2012. B 

 
総   説     

RD12001: 
青木一雄: 現在の産業保健の課題と将来に向けての展望. 産業医学ジャーナル 35: 87-93, 

2012. A 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Todoriki H. The Nutrition Transition and Health Impact in Postwar Okinawa: the Longevity 

Crisis of Okinawans Culture, Technology, and Transnationality in the Cold War Asia and 

Pacific A Joint Symposium of the University of Hawai‘i at Mānoa and the Japan Society 

for the Promotion of Science,University of Hawai‘i at Mānoa (UHM), November 15 2012.

  

PI12002: 

Todoriki H. Nutrition Transition in Postwar Okinawa: Health Impact on Post-War 

Generations of Okinawans. IIOS Social Epidemiology Seminar with 4th International 

Society for Social Capital in Okinawa, June 16 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
等々力英美, 崎間敦: わが国で も低食塩摂取の沖縄は今後悪化しうるか? 減塩サミット in 

呉 2012. 

  

PD12002: 
等々力英美, 大屋祐輔, 佐々木敏: 沖縄伝統食による食事介入研究「チャンプルースタディ」

における減塩. 減塩サミット in 呉 2012. 

  

PD12003: 

根川文枝, 等々力英美, 西大八重子, 大城綾乃, 加賀美絢子, 親泊まどか, 金城愛香, 底田

春奈, 幸地麻史子, 石川理恵, 安里奈都子, 稲垣夏子, 上野奈緒子: チャンプルースタディ

の研究成果に基づいた学校給食レシピの開発と評価. 減塩サミット in 呉 2012. 

  

PD12004: 

新垣由加里, 崎間敦, 等々力英美, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 

大屋祐輔: 高血圧および慢性腎臓病患者の1日推定食塩摂取量：年齢とbody mass indexの影

響についての検討. 減塩サミット in 呉 2012. 

  

PD12005: 

崎間敦, 新垣由加里, 等々力英美, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 

大屋祐輔: 随時尿による1日推定食塩摂取量は収縮期血圧と正相関している: 高血圧および

慢性腎臓病外来患者での検討. 減塩サミット in 呉 2012. 
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PD12006: 
大屋祐輔, 等々力英美: 伝統的沖縄の味で減塩を-産官学で取り組む-. 減塩サミット in 呉 

2012. 

  

PD12007: 
等々力英美: 戦後沖縄の社会環境の変化と健康影響について-疫学と歴史学のcollaborateの

可能性. Asian Society for Social History of Medicine,東京, 2012. 

  

PD12008: 
等々力英美, 崎間敦: 沖縄の若年者世代における減塩対策の重要性-時系列データによる検討

-. 第44回沖縄県公衆衛生学会,那覇市, 2012. 

  

PD12009: 

根川文枝, 大城綾乃, 加賀美絢子, 親泊まどか, 金城愛香, 底田春奈, 幸地麻史子, 石川理

恵, 安里奈都子, 稲垣夏子, 西大八重子, 等々力英美: 伝統的沖縄食事パターンに基づく学

校給食レシピの開発と評価. 第44回沖縄県公衆衛生学会,那覇市, 2012. 

  

PD12010: 

白井こころ, 等々力英美, 高江洲順達, 石川清和, 大屋祐輔, 近藤克則: 高齢者の健診受診

行動に関する要因: 沖縄における地域資源ソーシャル･キャピタルの視点からの検討-OGES 

Study. 第44回沖縄県公衆衛生学会, 那覇市, 2012. 

  

PD12011: 

東上里 康司, 渡嘉敷 崇, 勝亦 百合子, 等々力 英美, 白井 こころ, 保良 昌徳, ドッジ･ヒ

ロコ, 大屋 祐輔: 高齢者におけるN末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド, 臨床病理 60: 

93, 2012. 

  

 

その他の刊行物     

MD12001: 青木一雄: 新天地での5年目の春を迎えて（雑感). 玉樹会誌 17: 32-38, 2012.   
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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，二宮賢

司） 

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 新の分析機器である高速液体クロマトグ

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。 

 

3．海洋法医学的研究（井濱容子，二宮賢司，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，二宮賢司，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     

OI12001: 

Ninomiya K, Ihama Y, Fukasawa M, Nagai T, Fuke C, Miyazaki T. Morphologic investigation 

of injury caused by locally applied negative pressure in a rat model. Leg Med 14: 21-26, 

2012. 

(A) 

OD12001: 
井濱容子, 深沢真希, 二宮賢司, 永井 匠, 福家千昭, 宮崎哲次, 沖山秀彰: 琉球大学法医

学講座における30年間の法医解剖の動向について. 琉球医学会誌 31: 35-40, 2012. 
(B) 

 
症例報告     

CI12001: 

Ihama Y, Ninomiya K, Fukasawa M, Nagai T, Fuke C, Miyazaki T. Peritoneal bleeding due 

to percutaneousu transhepatic gallbladder drainage: An autopsy report. World J Hepatol 

4: 288-290, 2012. 

(A) 

CI12002: 
Ihama Y, Nagai T, Ninomiya K, Fukasawa M, Fuke C, Miyazaki T. A transnasal intracranial 

stab wound by a plastic-covered umbrella tip. Forensic Sci Int 214: 9-11, 2012. 
(A) 
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CD12001: 
知念良卓, 井濱容子, 二宮賢司, 深沢真希, 永井 匠, 福家千昭, 宮崎哲次: 集塵機のスク

レーパーによる頸部圧迫の1剖検例. 法医学の実際と研究 55: 21-25, 2012. 
(B) 

CD12002: 

入江渉, 古川理孝, 井濱容子, 村上千香子, 前田一輔,中丸尚美, 佐々木千寿子, 渡邊利真, 

中村茂基, 栗原克由: 極めて稀な形態を呈した腎実質内動脈瘤破裂の一剖検例. 法医学の実

際と研究 55: 121-126, 2012. 

(B) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Ninomiya K, Fuke C, Ihama Y, Fukasawa M, Nagai T, Miyazaki T. An autopsy case of ethylene 

glycol intoxication: distribution of ethylene glycol and glycolic acid in body fluids 

and organs. The 50th Annual Meeting of the International Association of Forensic 

Toxicologists. Abstracts 63, 2012. 

  

PI12002: 

Fuke C, Nagai T, Ninomiya K, Fukasawa M, Ihama Y, Miyazaki T. Conversion of methomyl 

to dimethyl disulfide in liver homogenate: An experimental study. The 50th Annual Meeting 

of the International Association of Forensic Toxicologists. Abstracts 131, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
井濱容子, 二宮賢司, 深沢真希, 永井 匠, 福家千昭, 宮崎哲次: 沖縄県における他殺事例

の検討. 第96次日本法医学会学術全国集会. 日本法医学雑誌 66: 103, 2012. 

  

PD12002: 
福家千昭, 永井 匠, 深沢真希, 二宮賢司, 井濱容子, 宮崎哲次: スミバッサ中毒２例. 第

96次日本法医学会学術全国集会. 日本法医学雑誌 66: 66, 2012. 

  

PD12003: 
奈女良昭, 斉藤 剛, 福家千昭, 長尾正崇: 第34回日本中毒学会総会･学術集会.中毒研究 

25: 349, 2012. 

  

PD12004: 

二宮賢司, 井濱容子, 深沢真希, 永井 匠, 福家千昭, 宮崎哲次: 前肢及び前胸部局所陰圧

損傷（吸引損傷）モデルにおける病態生理の実験的研究. 第62回日本法医学会学術九州地方

集会. 抄録集  12, 2012. 

  

PD12005: 

井濱容子, 深沢真希, 二宮賢司, 永井 匠, 福家千昭, 宮崎哲次: オニヒトデ刺傷に起因す

るアナフィラキシーショックによって死亡した一剖検例. 第62回日本法医学会学術九州地方

集会. 抄録集  25, 2012. 

  

PD12006: 

健山正男, 井濱容子, 深沢真希, 田里大輔, 仲村秀太, 仲里 愛, 原永修作, 宮城一也, 比嘉 

太, 藤田次郎, 宮崎哲次, 宮城京子, 前田サオリ: 沖縄県の法医解剖症例におけるHIV感染

率の前方視的検討. 第26回日本エイズ学会学術集会. 抄録集  70, 2012. 
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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  
 HIV-1やHTLV-I感染症に対応するための治療抗体開

発を継続し，HIV感染に対しては，CXCR4分子を認識

する抗体が有効であることを発見し，特許を申請してい

る。また，HTLV-I 中和単クロン抗体が in vitro ではあ

るが，初感染のみならず，感染後のHTLV-I抑制にADCC
を介して寄与していることを発見し，そのメカニズムと

免疫への応用を検討している。 
 
2. 新たなヒト樹状細胞の分化誘導に関する研究 
 試験管内でヒト単球から樹状細胞を短期間で簡便に分

化培養する方法について検討を重ねている。独自に開発

した 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，1 日後，成熟ファクター

を加えると1日以内に成熟樹状細胞を調製することが可

能となった。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。 
 
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 
 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

ついて明らかにしてきた。 近，OX40 と OX40L の高

感度定量 ELISA 系を開発した。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報告したが，現在，OX40L
を簡単に調製する方法として，OX40L を大量に発現す

る HTLV-I で不死化した自家 T 細胞株に注目しており，

その効果を確認している。 
 
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 
 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。 
 
5. ヒト化マウスの感染免疫学への応用 
 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。この系を用いて

HTLV-I 感染実験に成功しており，中和抗体が感染を阻

止することを確認した。 
 
（以上，田中勇悦，齊藤峰輝，高橋良明，田中礼子，児

玉晃，および学外研究者との共同研究） 

 
 

B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: Shibata Y, Oyama M, Kozuka-Hata H, Han X, Tanaka Y, Gohda J, Inoue J. p47 negatively 

regulates IKK activation by inducing the lysosomal degradation of polyubiquitinated 

NEMO. Nat Commun 3: 1061, 2012. 

(A) 
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OI12002: Suzuki S, Masaki A, Ishida T, Ito A, Mori F, Sato F, Narita T, Ri M, Kusumoto S, Komatsu 

H, Fukumori Y, Nishikawa H, Tanaka Y, Niimi A, Inagaki H, Iida S, Ueda R. Tax is a potential 

molecular target for immunotherapy of adult T-cell leukemia/lymphoma. Cancer Sci 103: 

1764-1773, 2012. 

(A) 

OI12003: Nicolete LD, Nicolete R, Haddad R, Azevedo R, Castro FA, Tanaka Y, Takayanagui OM, Covas 

DT, Kashima S. Upregulation of hsa-miR-125b in HTLV-1 asymptomatic carriers and 

HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis patients. Mem Inst Oswaldo 

Cruz 107: 824-827, 2012. 

(A) 

OI12004: Hasui K, Wang J, Tanaka Y, Izumo S, Eizuru Y, Matsuyama T. Development of ultra-super 

sensitive immunohistochemistry and its application to the etiological study of adult 

T-cell leukemia/lymphoma. Acta Histochem Cytochem 45: 83-106, 2012. 

(A) 

OI12005: Lee SJ, Lee JS, Shin MG, Tanaka Y, Park DJ, Kim TJ, Park YW, Lee SS. Detection of HTLV-1 

in the labial salivary glands of patients with Sjogren’s syndrome: a distinct clinical 
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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。 

 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ている。

また, 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。加えて, 

新規原因遺伝子同定を目的として, 次世代シーケンサ

（SOLiD5500xl, HiSeq2000）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。さらに, 

両遺伝子変異を認めない患児において, 新規と思われる原

因候補遺伝子を確認し, 解析を行っている。 

 

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

手裂足患者から切断点同定, 構造解析及び遺伝子単離を行

っている。7q21.1側の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。本遺伝子は, その構造から RNA 型（非

翻訳型）の遺伝子と推定された。 

 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 array 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。 

 

3）Aarskog症候群と広汎性発達障害, 自閉症スペクトラム

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, FGD1 遺伝子の 10 種類の新規変異を確認した。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 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 の変異を確認した。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, エクソン内の多型を確認し

た。また, エクソン内の多型についても患児にしか検出さ

れない新規の多型を確認し, 自閉症スペクトラムとの関連

について発表した。（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/多型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

FGD1 遺伝子, NLGN3, NLGN4X, CD96, cMet, Reelin 遺伝子

について構築した。また, Long-PCR およびベンチトップ型

次世代シーケンサを用いた target resequence による変異

同定検出法および 200 人を超える集団での一塩基単位での

多型検出/スクリーニング法も構築している。 

 

5）次世代シーケンサを用いた疾患原因･病態解析 

 次世代シーケンサ (SOLiD5500xl 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。本手法

により, 先端異骨症の原因同定, Opitz trigonocephaly C

症候群の新規原因同定, Lenz 小眼球症, 沖縄型運動感覚ニ

ューロパチーの原因同定を行えた。現在, 眼瞼裂狭小と知

的障害を特徴とするOhdo症候群等の原因解析を行っている。

その他, 次世代シーケンサ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

成も行っている。 

 

6）遺伝性疾患データベース (UR-DBMS; University of the 

Ryukyus- Database for Malformation Syndrome) と遺伝
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性疾患診断支援ソフトウェア「Syndrome Finder」の改定

とWEB公開 

 1992年から公開している英語版 UR-DBMS と2003 年から

公開している英語版「Syndrome Finder」の日本語版を，2010

年 4 月から附属図書館のサーバーからWEB 公開している。

疾患名，症状，疾患解説などのデータ内容は，主にOMIM の

新情報をもとにほぼ毎日アップデートしている。2013 年

7月現在の Syndrome Finder 利用登録医師数は2,100名，

平均アクセス数は4,300/月である。

 

 

B. 研究業績 
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Yoneda Y, Saitsu H, Touyama M, Makita Y, Miyamoto A, Hamada K, Kurotaki N, Tomita H, 

Nishiyama K, Tsurusaki Y, Doi H, Miyake N, Ogata K, Naritomi K, Matsumoto N. Missense 
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Hum Genet 57: 207-11, 2012. 
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dating indicates that the Asian-Papuan admixture through Eastern Indonesia corresponds 

to the Austronesian expansion. Proc Natl Acad Sci USA 109: 4574-4579, 2012. 
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57: 787-795, 2012. 

(A) 

 
総   説     

RI12001: 
Kaname T. A commentary on implication of gene copy number variation in health and 

diseases. J Hum Genet 57: 79-80, 2012. 
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(Mus musuculus molossinus). 第35回日本分子生物学会年会; 2012年12月11日ー14日，福

岡. 

  

PD12011: 

Yanagi K, Kaname T, Sakiyama Y, Takashima H, Naritomi K. Expression and cellular 

localization of the Trk-fused gene (TFG). 第35回日本分子生物学会年会; 2012年12月

11日ー14日，福岡. 
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腫瘍病理学講座 
 

A．研究課題の概要 
 

1. 大腸がんにおける前がん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と厚労省のがん研究費に

関与してきた研究である。 

 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が

ん病変に関する分子病理学的解析を継続研究していた。すな

わち，・ -cateninは細胞質内でがん抑制遺伝子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MYCなどにシグナルを伝え，初期発がん過程のみ

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がんモデルにおいてもヒトと同

様に・ -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がん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・ 

-catenin 遺伝子変異が発がんの早期に起きる新規病変を発

見し b-catenin 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

が大腸前がん病変の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，私達は発がん

と遺伝子変化との関連(J Exp Clin Cancer Res 25，207-213，

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がん過程が腺

腫･がん連鎖仮説とは別に，de novoで発生していく仮説を呈

した(Oncology Report，27，1365-1370，2012)。 

 また，特にヒト大腸がんにおけるこうした前がん病変は今

まで ACF は同定されているものの，mucin-depleted foci 

(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)，

米国癌学会を初めとして報告するとともに，論文として発表

した(Cancer Sci. 103，144-149， 2012)。 

 

2. 天然由来のがん化学予防物質の検出と発がん過程での

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がん抑

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)がラット大腸発がん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がん病

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b-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)や Ipomoea batatas(ベニイ

モ)などもヒト大腸がん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)などによる発がん抑制効果と作用機序の解

析を行っている。また，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がん抑制に

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b -グルクロニダーゼ阻

害剤での大腸発がん抑制実験の報告を行っていた(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たことから，その延邊大学医学部と

の共同研究をスタートするべく，張学武副教授とともに，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 (2011

年8月，札幌)，現在，沖縄･宮古島で採取される薬草におけ

る基礎的研究を共同研究として実施している(詳細は特許を

考慮して不記載)。加えて， 今年度(2012)からは，ラオス国

からの留学生がいることから，熱帯･亜熱帯のラオス国の伝

統医学との連携を考慮している。 

 

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) 

 上記の 1 の成果をベースにして，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り，2

年目とその中間報告を2013年2月に実施する。                   
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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)･大学院生等) 

 2011年度から2013年度の予定で，琉球大学概算要求によ

り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がんモデルない

し舌がんモデル等の動物モデルでの生体系での反応を検討

する。一部の成果は，毒性病理学会に発表を予定している

(2013年，2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･齊尾征直(病理部)･青山肇(病理部)･松崎

晶子･大学院生) 

 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，地域医療の連携･支援体制を確立する」，

計画36)の一環でもある。 

 現在，本島内では中頭病院と浦添病院間で，若手支援のた

め遠隔診断を実施しており，2012年度では2013年6月に新

病院として開院予定されている県立宮古病院に，離島病院と

しては初めて，設置される病理室との連携のために，遠隔病

理診断装置の導入を予定している。 

 

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･齊尾征直(病理部)･青山肇(病

理部)･松崎晶子･大学院生等) 

 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

地域を含むため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

実施を行ってきた。また，バーチャルスライドへの利用を

模索しきた。加えて，IT 技術に関わり，昨今ではバーチャ

ルスライ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，上記の 5 も関与しており，地域医療

の連携･支援体制を確立する。 

 また，厚労科学研究補助金「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，2012年，4月)。 

 2012 年 12 月に，第11回日本テレパソロジー･VM 研究会

を沖縄医師会館で主催し，全国から 100 名強が参加して，

意見交換を行った。この会には，国際フォーラムとして，

環太平洋の諸国(中国，韓国，インドネシア，ベトナム， ラ

オス，フィリピン，米国)から参加して貰い, 現在の遠隔病

理･医療の有り方を議論された。 

 今後，以下の 7 に示すようなラオスとの遠隔病理等での

支援にも関わるため，計画をしている段階である。 

 

7. 子宮頸がん細胞診の実施と支援。主にラオス国にて。 

(吉見直己･高松玲佳(研究技官)･齊尾征直(病理部)･青山肇

(病理部)･松崎晶子･大学院生等) 

 吉見が赴任した2001年からラオス国からの日本文科省国

費留学生 Vienvangsay Nabandith を指導し，その後，彼の

帰国後，2007年から，名古屋公衆医学研究所の支援のもと，

ラオスでの自己採取型器具を利用した細胞診システムによ

る首都ビェンチャン地区での健常人の状況把握をしてきて

いる。2012 年は，平和中島財団から「ラオス国における自

己採取型細胞診器具による子宮頸がん検診」としてアジア

地域重点学術研究助成金を獲得でき， ビェンチャン地区の

6病院での約1500人の健常ボランティア女性から採取実施

した(なお，本研究は，本学とラオスそれぞれから，疫学調

査および臨床研究倫理委員会から承認を受けている)。現在，

上述のように2012年度から大学院生として文科省国費留学

生をラオスから一名を受け入れている。尚，共同研究とし

て中部医師会立成人病検診センターの臨床検査技師を受け

いれ，ラオス関係のみならず，沖縄県の子宮頸癌細胞診の

技術指導を実施している。特に沖縄県では初めて，世界標

準である液体化検体を利用した細胞診標本作製を実施させ

るために， 鋭意努力している。

 

 

B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Sakai E, Morioka T, Yamada E, Ohkubo H, Higurashi T, Hosono K, Endo h, Takahashi H, 

Takamatsu R, Cui C, Shiozawa M, Akaike M, Samura H, Nishimaki T, Nakajima A, Yoshimi 

N. Identification of preneoplastic lesions as mucin-depleted foci in patients with 

sporadic colorectal cancer. Cancer Sci 103: 144-149, 2012.  

(B) 
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OI12002: 

Cui C, Takamatsu R, Doguchi H, Matsuzaki A, Saio M, Yoshimi N. Pre-neoplastic lesion, 

mucin-depleted foci, reveals as de novo high-grade dysplasia in rat colon 

carcinogenesis. Oncology Reports 27: 1365-1370, 2012. 
(B) 

OI12003: 

Nabandith V, Pholsena V, Mounthisone P, Shimoe K, Kato S, Aoki K, Noda S,  Takamatsu 

R, Saio M, Yoshimi N. First Trial of Cervical Cytology in Healthy Women of Urban Laos 

using by Self-sampling Instrument. APJCP 13: 4665-4667, 2012.  

(B) 

OD12001: 

黒島 義克, 大竹 賢太郎, 遠藤 理子, 齊尾 征直, 吉見 直己: 液状化検体細胞診

(Liquid-Based Cytology; LBC)作製過程における粘液の影響. 日本臨床細胞学会雑誌 51: 

220-221, 2012. 

(B) 

 
症例報告     

CI12001: 

Ooyama T, Inamine M, Wakayama A, Nakamoto T, Kudaka W, Nagai Y, Yogi A, o Saio M, Yoshimi 

N, Aoki Y. Endometrial carcinoma with peritoneal keratin granulomas mimicking peritoneal 

carcinomatosis: a case report and imaging diagnosis. International Cancer Conference 

Journal 1: 206-209, 2012. 

(B) 

CI12002: 

Okita Y, Narita Y, Yoshida A, Miyakita Y, Ohno M, Saio M, Yoshimi N, Shibui S. The Late 

Recurrence of Ganglioneuroma 21 Years After Initial Presentation with Neuroblastoma. 

Pediatric Hematology and Oncology 29(7): 647-651, 2012. 

(B) 

 
総   説     

RD12001: 
吉見直己: 第10回日韓細胞診会議(10th Korea-Japan Diagnotic Cytology)に参加して. 細胞

診専門医会会誌 47: 18-19, 2012. 
(C) 

 
国内学会発表     

PD12001: 

城間 紀之,齊尾 征直, 青山 肇, 松崎 晶子, 林 昭伸, 吉見 直己: 類内膜腺癌を合併する

peritoneal keratin granulomaの一例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04. 

  

PD12002: 

熱海 恵理子, 上地 華代子, 玉城 佑一郎, 宮城 一也, 屋良 さとみ, 藤田 次郎, 城間 紀

之, 齊尾 征直, 吉見 直己, 武村 民子, 松本 裕文, 加藤 誠也: 経気管支肺生検所見が診断

に有用であったpulmonary veno-occulusive diseaseの1例. 第101回日本病理学会総会, 東

京, 2012.04. 

  

PD12003: 

林 昭伸, 金城 貴夫, 都築 豊徳, 小菅 則豪, 青山 肇, 松崎 晶子, 齊尾 正直, 吉見 直己: 

Rhabdoid featureを伴う膀胱癌の一例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04. 

  

PD12004: 
松崎 晶子, 林 昭伸, 齊尾 征直, 青山 肇, 吉見 直己: 下顎骨に発生した原発性骨内扁平上

皮癌の1例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04. 

  

PD12005: 

松村 翼, 猪山 賢一, 菅野 祐幸, 黒瀬 顕, 白石 泰三, 古谷 敬三, 森谷 卓也, 吉見 直己, 

渡辺 みか, 野田 裕, 澤井 高志: バーチャルスライドを用いた総合的学習ツールの開発. 第

101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04. 

  

PD12006: 

金城 達也, 吉見 直己, 西巻 正: 食道癌切除例における病理学的および免疫学的リンパ節転

移 combination assessmentの意義: prospective cohort study解析. 第71回日本癌学会学

術総会, 北海道, 2012.09. 

  

PD12007: 

森岡 孝満, 柿沼 志津子, 臺野 和広, 西村 まゆみ, 今岡 達彦, 吉見 直己, 島田義也: マ

ウス潰瘍性大腸炎モデルの粘膜再生過程における遺伝子発現解析. 第71回日本癌学会学術総

会, 北海道, 2012.09. 

  



34 

PD12008: 

崔 長旭, 髙松 玲佳, 堂口 裕史, 吉見 直己: 中国薬草オウゴン成分, Baicalinのラット大

腸発癌モデルでの修飾効果. 第71回日本癌学会学術総会, 北海道, 2012.09. 

  

PD12009: 
堂口裕士, 森岡孝満,吉見直己: レーザーマイクロダイセクションを用いた遺伝子解析用試料

載置板. Bio Japan 2012, 横浜, 2012.10. 

  

PD12010: 

小菅 則豪, 齊尾 征直, 玉城 智子, 青山 肇, 林 昭伸, 松崎 晶子, 吉見 直己: 全身転移し

た肺腺癌の剖検時に合併が判明した播種性糞線虫症の1例. 第58回日本病理学会秋期特別総

会, 愛知, 2012.11. 

  

PD12011: 

矢田 啓二, 原 明, 吉見 直己: エコー下胸壁腫瘍穿刺により判明した巨細胞型悪性線維性組

織球腫の一症例. 第51回日本臨床細胞学会秋期大会, 新潟, 2012.11. 

  

PD12012: 

大竹 賢太郎, 黒島 義克, 遠藤 理子, 安里 良子, 齊尾 征直, 吉見 直己: 液状化検体細胞

診のセルブロック作製における細胞回収の比較と補助的役割の検討. 第51回日本臨床細胞学

会秋期大会, 新潟, 2012.11. 

  

PD12013: 

黒島 義克, 大竹 賢太郎, 遠藤 理子, 安里 良子, 青山 肇, 玉城 智子, 齊尾 征直, 吉見 

直己: 子宮頸がん検診を契機に発見された神経内分泌癌の1例. 第51回日本臨床細胞学会秋

期大会, 新潟, 2012.11. 

  

PD12014: 

川崎 美香, 仲宗根 克, 松本 裕文, 松崎 晶子, 豊田 善成, 熱海 恵理子, 林 昭伸, 吉見 

直己, 加藤 誠也, 齊尾 征直: 捺印細胞診の併用が術中迅速診断に有用であった骨芽細胞腫

の一例. 第51回日本臨床細胞学会秋期大会, 新潟, 2012.11. 

  

PD12015: 
吉見 直己: 液状化検体細胞診. 子宮がん検診に係る液状化検体細胞診の講演会, 沖縄, 

2012.11. 
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細胞病理学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

１．再生医学領域の研究発展 

千葉准教授を中心として昨年度までの厚労省難治性疾患

克服研究事業，「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」へ参画してきたが，その成

果により，本年度の新規採択課題である同事業「中性脂肪

蓄積心筋血管症（TGCV）に対する中鎖脂肪酸を含有する医

薬品の開発」においても引き続き分担研究者を任命され，

“TGCV患者iPS細胞を用いた擬人化マウスモデルの作製と

モデルによる評価系の確立”をテーマに研究を遂行してき

た。大阪大学との共同研究により，TGCV患者iPS細胞を精

巣へ移植し，4か月飼育することで精巣内にヒト奇形種を形

成させるという，ヒト組織をもつマウスを用いて，病気･病

態の解析ができる簡便な評価系確立を目指している。すで

に移植実験は終了しており，その解析結果が期待されるが，

成功すれば，本手法はさまざまな疾患（代謝性疾患など）

への対応･適応も可能となり，将来性期待性の高い研究テー

マであると考えている。その成果を第２回TGCV国際学会で

発表する予定である（平成 25 年 4 月開催）。また，担当し

た当教室大学院生のテーマであるリゾフォスファチジルリ

ン酸（LPA）シグナリングを用いた喉頭癌腫瘍細胞の研究成

果や，大学および後援会の若手研究支援（千葉 2010，2011

年）により得られた結果を統合することで，今まで解析し

ている認知症モデルマウス（Neurobiol Aging, Chiba S. et 

al. 2012）での解析結果へ応用し，神経保護による認知症

状改善および内在性神経幹細胞賦活化を惹起する手法を勘

案し，文部科学省基盤研究（C）へ応募，2013年度からの交

付が内定している。本内容としては認知症脳において，そ

の作用機序は不明であるものの，LPAとオートタキシン（ATX，

LPA産生酵素）が過剰発現している事，LPAR1が神経幹細胞

の未分化維持および増殖機構に寄与していること，卵巣な

どの発生･生殖に関係する臓器･細胞などに特異的に発現す

る LPAR4 が神経幹細胞にも発現しており，同様に未分化維

持（分化方向に働くと考えられる）に関与している事，そ

して，この LPAR4 が LPAR1 の作用に拮抗する可能性が高い

事など，これらの今まで蓄積した情報･結果を基に，認知症

脳内で病態および神経幹細胞の動向を解析･研究し，上記目

的が達成できるよう引き続き邁進したい。 

 

2. 動脈硬化研究，特に血管平滑筋細胞の形質転換につい

て 

動脈硬化性疾患は先進国だけではなく，近年経済発展の

めざましい新興国においても第１位の死因となった。我が

国でも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。1980 年代より粥状

硬化の早期病変では平滑筋細胞が形質転換を示すことが指

摘され，すなわち増殖能が低く，収縮蛋白に富む中膜由来

の収縮(静止)型形質の細胞から増殖能が高く，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)型形質にスイッチすることが知られて

いた。近年の研究成果より，生活習慣病やメタボリック症

候群とよばれる代謝性リスクを含め種々の血管傷害性危険

因子が血管壁の慢性炎症を惹起し動脈硬化を促進する事が

判ってきたが，同時に平滑筋細胞も上述した古典的な形質

転換の枠を越えて炎症性蛋白の発現，代謝の変容，石灰化，

老化など多彩な形質の変化を示すことが判明している。し

かし，病理学的に観察される完成された粥状硬化病変，あ

るいは破綻した脆弱プラークの組織はその帰結した所見で

あるが，かような病変形成に辿り着くまでに平滑筋がどの

ような形質転換の道筋を経るのかは十分に理解されていな

い。現在，教室では平滑筋細胞の形質転換機序の解明を主

な課題として培養細胞や動物モデルを用いた研究を行って

いる。 

 

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，抗炎症性サイ

トカインとしての作用が期待されるため，動脈硬化早期に

生じる Th1 偏奇を矯正し病変制御に役立つ可能性がある。

しかし，各種血管壁細胞への IL-4 の効果は明かではない。

各種細胞へのIL-4効果は，それぞれの細胞の発現するIL-4

のtype I，Type IIの受容体の発現様式にも依存している。

以前より着目しているIL-4 Type I受容体選択的アゴニス

ト IL-4Q116E を用いて，培養内皮細胞，平滑筋細胞，マク

ロファージ，脾リンパ球への作用を，さらに普通食ないし

高コレステロール食負荷のApoE欠損マウスで実際に動脈硬

化抑制性に作用しうるか検証中である。検討結果の一部は

日本動脈硬化学会シンポジウム(2012年7月，福岡市)，病

理学会総会(2013年6月，札幌市)等で発表した。 

 

2)中性脂質代謝の細胞形質に対する影響 

 動脈硬化巣の平滑筋細胞はマクロファージ同様に泡沫化

する事が知られている。動脈硬化巣での悪玉脂質と言えば

コレステロール(LDL)が第一に挙げられるが，実際に動脈硬

化巣にはかなりの量の中性脂質(TG)が蓄積し，平滑筋細胞
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自体もTG代謝活性を有することが判っている。しかしなが

ら，形質転換とTG代謝変容との関連は不明である。この観

点から教室では非脂肪組織での TG 代謝の律速酵素である

ATGL を欠損したマウスに由来する平滑筋細胞の形質に関す

る研究や正常ヒト平滑筋細胞に対する脂肪酸負荷実験を行

っている。研究成果の一部は病理学会総会（2012 年 3 月,

東京都）等で発表した。なお脂質メディエーターLPAの平滑

筋細胞の形質転換への関与，特に非 EDG 型レセプターの役

割についても2012年以降，文部科研(基盤C)の支援を受け

た研究を開始している。 

 

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うち，様々な心理学的ス

トレスと動脈硬化の進展については基礎医学的な検証はほ

とんど進んでいない。教室では以前よりApoE欠損マウスを

用いた行動学的ストレスモデルを用いて病理組織学的解析

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中であり，データの確定やメカ

ニズムの探索に向けた追加実験を行っている。 

 

3. 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，末期心不全に至った症例に残された治療法は心臓移植

など限られているのが現状である。教室では各医療機関よ

り提出される心筋症の疑われる症例の病理診断（主として

心筋生検材料）を受託しつつ，同時に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。心筋

生検検体あるいは種々の心血管病の手術材料の病理組織学

的検査から抽出された示唆に富む症例については臨床機関

と共同で学会，誌上での発表を推進している。心筋生検は

一般病理医においてもなじみのうすい検査であり，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講演した。

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（目でみるページ，Cardiovascular Pathology）

の連載を続けており，本年も 4 報掲載した。研究としては

剖検例を用いた cardiomyocyte steatosis の検索や培養心

筋細胞HL-1細胞における脂肪酸代謝の変化を検討中である。 

 

4. 呼吸器疾患に関する研究 

 従来より喘息，間質性肺炎，慢性閉塞性呼吸器疾患(肺気

腫)の病態解明に関する他施設との共同研究を推進してお

り，本年度は matricellular protein である periostin，

proinflammatory cytokine, IL-18に関する臨床あるいは基

礎的研究に参画した。これらの因子は喘息の重篤化や間質

性肺炎の進行のバイオマーカーとなる可能性が判明し，臨

床応用も期待されている。また学内でも附属病院呼吸器内

科と連携して症例解析を行っている。 

 

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。特に，本年

度は 4 月より附属病院に病理診断科が設立され吉見直己教

授が初代診断科長に就任された。新しい専門医制度におけ

る18基本診療科の一つでもあり，病院の内外に病理診断の

意義を理解頂き，また病理医師の身分もより明確化される

ため，若手をリクルートする上でも重要な転機と言える。

今後は病理部･病理診断科としての発展が期待されるが，ち

ょうど2013年には病理学会主導で各大学の病理部の歴史を

編纂中でもあり，本学でも斉尾副部長を中心に原稿の準備

を行っている。また本年度は県のがん診療拠点病院整備事

業（厚労省，沖縄県）の病理医等育成事業が予算化され，

病理部での技師雇用，若手医師の研修補助が実施された。

本事業の継続，発展により病理部門の充実，後継者の育成

が行われよう望まれる。学内でのカンファランス実施状況

は引き続き骨軟部腫瘍，呼吸器疾患のカンファランス，沖

縄ウロパソセミナー，県内外での腎生検フォーラム等に参

画している。地域連携は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，国立沖縄病院に医

師を派遣しており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。学

生，研修医等の若手に対する病理科の啓蒙を目的とした病

理秋の学校(日本病理学会九州沖縄支部主催)については，

2012 年は久重（主幹宮崎大学）で行われ沖縄県からの参加

者も含め盛会であった，2013 年は長崎で予定されている。

県内では例年通り 7 月に腫瘍病理学講座，県内の病理専門

医の方々との合同病理科説明会を開催した。県内はもとよ

り全国的にも病理医は不足しており，国策でもある均てん

化されたがん医療の推進の足かせともなっている。一方，

上記のような啓蒙活動を通じて徐々に病理科に興味を持つ

学生，研修医も増加してきており，現在，学内で進められ

ている病院再整備計画においても学生，若手医師の教育指

導体制の充実を意図した内容を提案している。
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B. 研究業績 
 

原   著     

OI12001: 

Chiba S, Takada E, Tadokoro M, Taniguchi T, Kadoyama K, Takenokuchi M, Kato S, Suzuki 

N. Loss of dopaminoreceptive neuron causes L-dopa resistant parkinsonism in tauopathy. 

Neurobiol Aging 33(10): 2491-2505, 2012. 

(A) 

OI12002: 

Uchida M, Shiraishi H, Ohta S, Arima K, Taniguchi K, Suzuki S, Okamoto M, Ahlfeld SK, 

Ohshima K, Kato S, Toda S, Sagara H, Aizawa H, Hoshino T, Conway SJ, Hayashi S, Izuhara 

K. Periostin, a matricellular protein, plays a role in the induction of chemokines in 

pulmonary fibrosis. Am J Respir Cell Mol Biol 46(5): 677-686, 2012. 

(A) 

OI12003: 

Hokama A, Kishimoto K, Ihama Y, Kobashigawa C, Nakamoto M, Hirata T, Kinjo N, Higa F, 

Tateyama M, Kinjo F, Iseki K, Kato S, Fujita J. Endoscopic and radiographic features 

of gastrointestinal involvement in vasculitis. World J Gastrointest Endosc 4(3): 50-56, 

2012. 

(A) 

 
症例報告     

CD12001: 

仲西貴也, 大城真理子, 又吉 宣, 増田昌人, 金城貴夫, 荒川文子, 高野（清水）桂, 新野大

介, 大島孝一, 加藤誠也: CD3+CD4+CD8-、TIA-1陽性の免疫学的表現型を示したLennertリン

パ腫の1例. 診断病理 29(1): 71-75, 2012. 

(B) 

CD12002: 

松村英理, 芦刈明日香, 田崎新資, 加藤誠也, 安次嶺聡, 町田典子, 當山裕一, 大城吉則, 

斎藤誠一: 膀胱尿路上皮癌Micropapillary variantの1例. 泌尿器科紀要 58(6): 279-282, 

2012. 

(B) 

CD12003: 

比嘉 昇, 久志一朗, 饒平名知史, 河崎英範, 川畑 勉, 国吉真行, 石川清司, 新垣和也, 加

藤 誠也: 癌と鑑別が困難であった肺放線菌症の1例. 国立沖縄病院医学雑誌 32: 18-21, 

2012. 

(C) 

CD12004: 
熱海恵理子, 松本裕文, 仲里 巌: 呼吸不全で入院となり，心停止を来した症例(症例検討会). 

沖縄県立南部医療センター･こども医療センター雑誌 5(1): 33-36, 2012. (C) 

 
総   説     

RI12001: 
Kawayama T, Okamoto M, Imaoka H, Kato S, Young HA, Hoshino T. Interleukin-18 in pulmonary 

inflammatory diseases. J Interferon Cytokine Res 32(10): 443-449, 2012. (A) 

RD12001: 
加藤誠也, 新垣和也: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 尿毒症性心筋症uremic 

cardiomyopathyについて. Cardiac Practice 23(4): 322-327, 2012. (C) 

RD12002: 
加藤誠也, 新垣和也, 熱海恵理子: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 冠動脈粥

状硬化病変とその破綻. Cardiac Practice 23(3): 235-242, 2012. (C) 

RD12003: 
加藤誠也, 徳田英弘, 橋口 俊則: 目でみるページ Cardiovascular Pathology 剖検に学ぶ

生活習慣病. Cardiac Practice 23(2): 120-128, 2012. (C) 

RD12004: 
加藤誠也, 大屋 祐輔, 熱海恵理子, 山里将一朗: 目でみるページ Cardiovascular 

Pathology 糖尿病性心筋症の意味するもの? Cardiac Practice 23(1): 7-12, 2012. (C) 

RD12005: 

岡元昌樹, 川山智隆, 坂崎優樹, 藤本公則, 今岡治樹, 大島孝一, 白石裕士, 内田 賢, 加藤 

誠也, 太田昭一郎, 出原賢治, 星野友昭: IPFの新規バイオマーカー 細胞外マトリックス蛋

白ペリオスチンの有用性. 呼吸 31(5): 483, 2012. 

(C) 
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RD12006: 

石川清司, 比嘉 昇, 饒平名知史, 久志一朗, 河崎英範, 川畑 勉, 国吉真行, 大城康二, 新

垣和也, 加藤誠也: 目でみる胸部疾患 縦隔発生気管支性嚢胞. 国立沖縄病院医学雑誌 32: 

5-6, 2012. 

(C) 

RD12007: 

平良尚広, 川畑 勉, 久志一朗, 比嘉 昇, 饒平名知史, 河崎英範, 国吉真行, 石川清司, 新

垣 和也, 加藤誠也: 目でみる胸部疾患 胸壁原発悪性リンパ腫. 国立沖縄病院医学雑誌 32: 

3-4, 2012. 

(C) 

RD12008: 

比嘉 昇, 久志一朗, 饒平名知史, 河崎英範, 川畑 勉, 国吉真行, 石川清司, 新垣和也, 加

藤誠也: 癌と鑑別が困難であった肺放線菌症の１例. 国立沖縄病院医学雑誌 32: 18-21, 

2012. 

(C) 

 
国内学会発表     

PD12001: 
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循環器･腎臓･神経内科学分野 
 

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 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，

国内外の学会で報告した。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。 

② 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，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。 

③ 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準備中である。 

④ 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。 

⑤ 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ている。 

⑥ 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。 

⑦ 末梢動脈疾患に関する研究(石田，名嘉地，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明らかにし，論文報告し
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た。本研究は第22回欧州高血圧学会でBest posters award

を受賞した。さらに， 5年の経過でABI境界低値群では上

昇し，ABI正常高値群は低下することから，若年者のABI境

界低値群は血管狭窄によるものではないことを明らかにし，

国内･国際学会で発表した。本研究は総合保健協会との共同

研究である． 

⑧ 動脈スティフネスに関する研究(石田，當間，名嘉地，

金城よしの，ほか):(大)動脈硬化(スティフネス)は加齢が

大の危険因子で,高血圧および高血圧性臓器障害(脳，心，

腎)に密接に関与している。動脈スティフネスは上腕血圧よ

りも下肢血圧に反映されやすいという仮説をもとに人間ド

ック受診者のデータを解析した。その結果，ABIは若年者で

は動脈スティフネスパラメーターと相関し，ABI正常高値は

蛋白尿頻度が多いことを明らかにし，国内･国際学会で発表

した。また，脳血管障害(ラクナ梗塞，白質病変，微小出血)

と動脈スティフネスの関連に着目し，解析を進めている。

さらに，動脈スティフネスと左室肥大との関連に関する研

究も開始した。 

⑨ 上腕血圧は高血圧診療のゴールドスタンダードな血圧

だが，中心血圧よりも降圧薬に対する反応や臓器障害を反

映しにくい可能性が示されている。若年者では足関節血圧

の方が上腕血圧よりも中心血圧を反映しているという仮説

のもと，上腕血圧，足関節血圧，中心血圧を測定し，その

加齢変化の相違に関する研究を開始した(石田，東上里，大

屋，ほか)。本研究は衛生学･公衆衛生学教室(等々力准教授)

との共同研究である． 

⑩ 動脈スティフネスの成因についてはほとんど解明され

ていない。塩分摂取は血圧上昇と強い関連があり，塩分摂

取量の極端に少ない地域(パプアニューギニアなど)では加

齢に伴う血圧上昇がない。そのような地域の動脈スティフ

ネスに関する研究はほとんどないため，現地調査を行う準

備を進めている。本研究は京都大学東南アジア研究所(藤澤

道子博士)と共同研究である。  

⑪ 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年間の観察を継続している。 

⑫ 尿酸と腎内小細動脈硬化に関する臨床研究 (古波蔵, 

長浜，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発表した。その成果を

元に慢性腎臓病における高尿酸血症の意義を学会の教育セ

ミナーで発表した。 

⑬ 慢性腎臓病 (CKD) における高中性脂肪血症と C3 高値

合併と蛋白尿との関連(古波蔵, 金城(興), 幸地,   宮

城):アディポサイトカインである C3 が CKD の代謝異常に

関連し，高中性脂肪と高C3血症の合併が高度蛋白尿に関連

していることを見いだし国際学会で報告した。 

⑭ 関節リウマチにおける慢性腎臓病合併の意義 (幸地,

古波蔵):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し学会発表した。現在，論文投稿中

である。本研究は豊見城中央病院との共同研究である。 

⑮ CKD 合併高血圧に対する実践的降圧治療の開発   (古

波蔵, 大屋): CKD 合併高血圧において糸球体高血圧と虚血

糸球体の割合という視点から蛋白尿を用いておよその病態

評価を行い，RA系阻害薬とCa拮抗薬の使い分けを行う実践

的なアプローチを提唱し，学会のシンポジウムで発表した。

今後，このアプローチの有用性に関して腎組織を用いて形

態的な面から検討を行う予定である。 

⑯ ARB内服患者におけるeGFR改善に関する検討(大内，古

波蔵，崎間，大屋): 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内服患者において約半数の例でeGFRが改善がみら

れるもののその半数でアルブミン尿がむしろ増加している

ことを報告した。 

⑰ 血液透析患者における低リン血症と心血管死との関連 

(古波蔵): 沖縄第一病院の維持血液透析患者において血清

リン値と感染症死との関連を10年間にわたり観察した。低

リン血症が感染死に関連する有意な因子であることを見い

だして学会で報告した。 

⑱ 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。 

⑲ 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が腎

機能低下と共にパラレルに進行すること，また両者が互い

に関連しておりhs-CRPが腎内小動脈病変に関連しているこ

とを明らかにし現在，論文準備中である。 

⑳ 腹膜透析患者の好酸球性腹膜炎に対するオロパタジン

の有用性(前原，古波蔵):好酸球性腹膜炎に対しては従来ス

テロイド薬が第一選択薬として用いられているが，今回，

我々は抗アレルギー薬のオロパタジンが著効した糖尿病合

併腹膜透析患者を経験し論文発表した。 

㉑ 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
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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。その内容を沖縄県医学会雑誌に発表し

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

ートしているほか，我々自身もそのノウハウを活かしてハ

ートライフクリニックと共同で地域の糖尿病性腎症のコン

サルト外来を開設した(新里，古波蔵) 

2)循環器 

重症心不全治療，虚血性心疾患，末梢動脈疾患における

臨床研究をすすめている。なかでも血管内皮機能や酸化ス

トレスや血液レオロジー，心血管リハビリをキーワードに

研究を展開している。全国レベルで行われている大規模臨

床試験にも積極的に参加し，レジストリー型臨床研究基盤

を3人のCRCの協力を得て構築中である。 

① 心筋症に関する研究(浅田，槙田，山里，相澤，池宮城，

大城，伊敷，安):肥大型および拡張型心筋症症例を登録し，

疫学的解析および遺伝子解析を含め病態解明をめざす。 

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(伊敷，池宮城，

大城，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，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:(南部，新里，山里，大城，伊敷，安) 

⑤ 血管内皮機能関連の臨床研究；FMD-J:FMD多施設共同観

察研究: 

(ア) 虚血性心疾患の予後予測指標としての

FMD(flow-mediated dilatation)で計測した血管内皮機能の

有用性の検討。 

(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。現在症

例登録中である。(相澤，池宮城，伊敷，安) 

(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) 

⑥ 動脈硬化関連の研究；Real CAD 大規模臨床試験(大城，

伊敷，安) 

⑦ 心不全に関する研究；(新里，山里，相澤，池宮城，大

城，伊敷，安) 

(ア) 心不全を合併する維持透析患者において

ASV(automated supportive ventilation)による心循環系へ

の影響および心不全治療への応用を検証。また拡張型心筋

症例への長期予後改善効果の検討。(相澤，安) 

(イ) 重症心不全患者における IA(Immunoglobulin 

absorption)の導入と予後への影響。(伊敷) 

(ウ) 突然発症型の急性心不全(急性肺水腫)の症例登録

と病態解明および治療法の開発。急激な血圧上昇に伴う急

性心不全発症例を日本心不全学会で報告した。 

(エ) 心不全患者におけるアドヒアランスの心機能およ

び予後へ与える影響について検討中。 

(オ) 心不全のβ遮断薬治療における認容性の臨床背景

の違いは。β遮断薬導入のおけるrapid titrationとslow 

titrationの使い分け。 

⑦ 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，安) 

⑧ 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，安) 

3)神経 

 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た。伊佐お

よび渡嘉敷が脳卒中地域連携委員会のメンバーとしてITを

活用したシステム作りに参画した。また，2011年7月から

2012年6月までに登録された脳卒中急性期のデータについ

て分析し，県医学会総会で報告した。 

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
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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，上下肢痙縮に対する保険適用が拡大された。ボツリ

ヌス治療の対象となる痙縮の原因疾患は脳卒中後遺症が多

いが，神経変性疾患でも痙縮に対するボツリヌス治療が有

効となる場合が有り，今後もボツリヌス治療を継続して行

い臨床的評価を進めていく。 

 

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，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

った。当科で以前に調査(1989－91 年)した脳卒中発症率と

発症率に有意な変化はなかった。脳卒中発症時における血

圧は低下傾向にあったが，地域における肥満が増加してお

り，脳卒中発症率が低下していない要因である可能性を見

いだし論文で報告した。 

3) 慢性心不全に関する疫学共同研究(伊敷，長濱， 

武村，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，

伊佐，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いる。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。 

 

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(崎間，仲本，大屋， 

瀧下ほか):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，論文化を行ってきた。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。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。また，

同研究を発展させ，中枢性機序を有する高血圧モデルで検

討を進めている。Ang II 持続投与高血圧ラットを作成し，

骨髄由来細胞の脳室内自家移植はAng II持続投与による交

感神経活動の亢進をおさえ血圧上昇を抑制することをみい

だし学会発表を行った。 

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，今井ほか):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
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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，田川辰也准教授)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。 

5) 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

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。 

6) 肺高血圧モデル動物における細胞治療(山里，石田 

ほか):琉球大学第一内科との共同研究である。モノクロタ

リン誘導肺高血圧ラットへの自家骨髄由来細胞の経気道移

植は血管壁肥厚と炎症細胞浸潤を抑制し肺高血圧の悪化を

抑制することをみいだし学会発表を行った。 

 

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，これをサイトアフ

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した。これをもとに先進医療へ

申請中である。現在また，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。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。先

進医療実施機関として認定され，重症虚血肢に対して本治

療を継続して行っている。 

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，高

度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。 
 

 

 

B. 研究業績 
 

著  書   

BD12001: 

古波蔵健太郎, 井関邦敏, 大屋祐輔: 高尿酸血症は高血圧患者の予後予測因子なのか?. 臨床

高血圧ワークブック～エビデンスを超えた次の一手～, 土橋卓也, 大屋祐輔, 苅尾七臣(編), 

医薬ジャーナル, P109-116, 2012. 

(C) 

BD12002: 

崎間敦, 大屋祐輔: 治療抵抗性高血圧の診療にABPMを活かす. 臨床高血圧ワークブック～エ

ビデンスを超えた次の一手～, 土橋卓也, 大屋祐輔, 苅尾七臣(編), 医薬ジャーナル, 

P10-P18, 2012. 

(C) 

BD12003: 

崎間敦: 食塩摂取量または尿中食塩排泄量は独立した予後予測因子になりうるか？. 臨床高

血圧ワークブック～エビデンスを超えた次の一手～, 土橋卓也, 大屋祐輔, 苅尾七臣(編),  

医薬ジャーナル, P53-P59, 2012. 

(C) 

BD12004: 
宮城めぐみ: 高血圧．決して安心できない！ 慢性疾患の急性増悪とその対応, 藤田次郎,大屋

祐輔 監修,Nursing Mook 74, P54-62, 2012. (C) 
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BD12005: 
井関邦敏: 維持透析患者の高齢化(統計的分析)(1)JSDTの統計資料からの分析と今後の予測. 

臨床透析 28: 23-27, 2012. (C) 

 
原   著     

OI12001: 
Ohya Y. A strategy for obesity control: repetition is the key. Hypertens Res May34(5): 

548, 2011 
(A) 

OI12002: 
Kohagura K, Ohya Y. Early detection and prediction by biomarkers of acute kidney injury 

after cardiac surgery. Circ J 76(1): 53-4, 2012.  (A) 

OI12003: 

Ishida A, Miyagi M, Kinjo K, Ohya Y. Age- and sex-related effects on ankle–brachial index 

in a screened cohort of Japanese. the Okinawa Peripheral Arterial Disease Study (OPADS). 

Eur. J. Prev. Cardiol. doi:10. 1177/2047487312462822, 2012. 
(A) 

OI12004: 

Isa K, Sakima H, Nakachi K, Kokuba K, Ishihara S, Tokashiki T, Ohya Y. High Glycated 

hemoglobin levels and intracranial artery stenosis are predictive factors for early 

motor worsening events in patients with penetrating artery infarction. Eur Neurol 68: 

16-9, 2012. 

(A) 

OI12005: 

Sugama C, Isa K, Okumura K, Iseki K, Kinjyo K, Ohya Y. Trends in the incidence of stroke 

and cardiovascular risk factors on the isolated island of Okinawa: The Miyakojima Study. 

J Stroke Cerebrovasc Dis: 2012. in press 

(A) 

OI12006: 
Sakima A, Ohya Y. We need more evidence for antihypertensive treatment guided by home 

blood pressure. Hypertens Res Nov 35(11): 1048-50, 2012. (A) 

OI12007: 

Arnold AC, Sakima A, Kasper SO, Vinsant S, Garcia-Espinosa MA, Diz DI. The brain 

renin-angiotensin system and cardiovascular responses to stress: insights from 

transgenic rats with low brain angiotensinogen. J Appl Physiol Dec 15 113(12): 1929-36, 

2012. 

(A) 

OI12008: 

Iseki K, Asahi K, Moriyama T, Yamagata K, Tsuruya K, Yoshida H, Fujimoto S, Konta T, 

Ohashi Y, Watanabe T. Risk factor profiles based on eGFR and dipstick proteinuria: 

Analysis of the participants of the Specific Health Check and Guidance System in Japan 

2008. Clin Exp Nephrol 16: 244-249, 2012. 

(A) 

OI12009: 
Iseki K. Evidence for asymptomatic microhematuria as a risk factor for the development 

of ESRD. Am J Kidney Dis 60: 12-14, 2012. 
(A) 

OI12010: 

Katsumata Y, Todoriki H, Higashiuesato Y, Yasura S, Willcox DC, Ohya Y, Willcox BJ, Dodge 

HH.  Metabolic syndrome and cognitive decline among the oldest old in Okinawa: in search 

of a mechanism. The KOCOA Project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci  Feb 67(2): 126-34, 

2012. 

(A) 

OI12011: 

Tomiyama H, Kohro T, Higashi Y, Takase B, Suzuki T, Ishizu T, Ueda S, Yamazaki T,  

Furumoto T, Kario K, Inoue T, Koba S, Watanabe K, Takemoto Y, Hano T, Sata M,  Ishibashi 

Y, Node K, Maemura K, Ohya Y, Furukawa T, Ito H, Yamashina A. A multicenter study design 

to assess the clinical usefulness of semi-automatic measurement of flow-mediated 

vasodilatation of the brachial artery. Int Heart J 53(3): 170-5, 2012. 

(A) 

OI12012: 
Tsutsui M, Ohya Y, Sugahara K. Latest evidence in endothelium-derived hyperpolarizing 

factor research. Circ J Jun 25 76(7): 1599-600, 2012. 
(A) 

OD11001: 井関邦敏: 統計調査委員会-今後の期待-. 透析会誌 45(9): 834-835, 2012. (C) 

OD12002: 
伊佐勝憲, 阿部幸恵, 饒波正博ら: おきなわImmediate Stroke Life Support(ISLS)コース 開

催経験の検証と今後の課題．沖縄医学会雑誌 50: 42-45, 2012. (C) 
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症例報告   (A) 

CI12001: 
Sakima H, Isa K, Goya Y, Ohya Y. Sagittal MR black blood imaging revealing ACA dissection. 

Internal medicine, 51: 1145, 2012. (A) 

CI12002: 
Sakima H, Isa K, Goya Y, Ohya Y. Sagittal MR black blood imaging revealing ACA dissection. 

Intern Med 51: 1145, 2012. (A) 

CI12003: 

Sakima H, Isa K, Anegawa T, Kokuba K, Nakachi K, Goya Y, Tokashiki T, Ishiuchi S, Ohya 

Y. Transoral carotid ultrasonography using a micro convex probe with B-flow imaging for 

extracranial internal carotid artery dissection. J Stroke Cerebrovasc Dis 21: 912 E5-7, 

2012.  

(A) 

CD12001: 
呉屋よしの, 崎間洋邦, 伊佐勝憲ら: 頸動脈超音波検査で血管病変の経時変化を確認した, 

本態性血小板増多症による脳梗塞の1例．脳卒中 34: 249-254, 2012. (B) 

 
総   説     

RD12001: 
古波蔵健太郎, 大屋祐輔: 利尿薬. 循環器疾患と CKD ～そのつながりを読む～, 筒井裕之

(編), 月刊循環器 vol2 no2: 82-94, 2012.  
(C) 

RD12002: 
古波蔵健太郎, 大屋祐輔: 慢性腎臓病進展における無症候性高尿酸血症の意義～腎内細動脈

症の重要性～. 医薬の門 52: 69-74, 2012. (C) 

RD12003: 
長浜一史, 大屋祐輔: 起立性頻脈の運動療法(体位性起立性頻拍症候群に対する運動療法). 

血圧 19: 220-221, 2012. (C) 

RD12004: 
長浜一史, 大屋祐輔: 治療抵抗性高血圧の治療戦略. 医学のあゆみ 241: 1189-1194, 2012. 

(C) 

RD12005: 山里正演, 大屋祐輔: RAA阻害薬の現状と未来への夢. 血圧 Vol.19 no.1: P51-56, 2012. (C) 

RD12006: 
崎間敦: 交感神経による血圧調節 神経性循環調節におけるアンジオテンシン(1-7)の役割. 

自律神経による調節とその破綻, 医学のあゆみ(0039-2359) 243(5): 416-422, 2012. (C) 

RD12007: 崎間敦, 大屋祐輔: 高血圧性脳症 緊急時の対応. あなたも名医!高血圧, 再整理 がっちり

押さえたい 新の診療方法. jmed mook 20: 175-178, 2012. 
(C) 

RD12008: 崎間 敦, 大屋 祐輔: 配合薬と服薬アドヒアランス. 配合薬時代の降圧薬療法の進め方 

Medicinal 2(6): 37-42, 2012. 
(C) 

RD12009: 
宮城めぐみ, 大屋祐輔: 過食時代における高血圧の疫学-変化のポイントは何か-. 血管医学 

Vol.13 no.3: 205-212, 2012. (C) 

RD12010: 
井関邦敏: 維持透析患者の高齢化(統計的分析)(1)JSDT の統計資料からの分析と今後の予測. 

臨床透析 28: 23-27, 2012. 
(C) 

RD12011: 井関邦敏: 透析導入のタイミングと予後. 奈透析会誌 17: 5-8, 2012. (C) 

RD12012: 井関邦敏: CKDとCVD: とくに高齢者のCKDについて. 日老医誌 49: 185-186, 2012. (C) 

RD12013: 井関邦敏: CKDの原疾患と診断基準･ステージ分類. ねむりと医療: 563-65, 2012. (C) 

RD12014: 井関邦敏: 慢性腎臓病の新しい基準. 日内誌 101: 1253-1258, 2012. (C) 

RD12015: 井関邦敏: CKD(慢性腎臓病)の新重症度分類. 日本医師会雑誌 141: 830-831, 2012. (C) 

RD12016: 井関邦敏: 各国のガイドラインとの関係. 腎と透析 73: 505－509, 2012. (C) 

RD12017: 井関邦敏: 日本人のCKDの特徴について. 臨床透析 28: 1305-1312, 2012. (C) 
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RD12018: 井関邦敏: 新しいCKD分類の今後の展望.  Nephrology Frontier 11: 20-25, 2012. (C) 

RD12019: 井関邦敏: CKDの疫学－日本人のCKDの特徴. 医学のあゆみ 243: 727-732, 2012. (C) 

RD12020: 又吉哲太郎, 大屋祐輔: 高血圧治療薬. 臨牀と研究 89(4): 433-438, 2012. (C) 

RD12021: 又吉哲太郎, 大屋祐輔: 降圧薬の合剤と併用. 循環器内科 72(5): 534-538, 2012. (C) 

RD12022: 
又吉哲太郎, 大屋祐輔: ARB+Ca拮抗薬+利尿薬併用で血圧が下がらない場合(治療抵抗性高血

圧)の対処. 治療 94(7): 1238-1244, 2012. (C) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Kohagura K, Miyagi T, Iseki K, Ohya Y. The Association of Complement 3 (C3) and 

Proteinuria in Non-Nephrotic kidney disease American society of nephrology. Sandiego: 

Renal Week, 2012. 

  

PI12002: 

Yamazato M, Ishida A, Yamazato Y, Sakima A, Ohya Y. Intracerebroventricular 

administration of autologous bone marrow-derived cells attenuate slow pressor 

angiotensin II initiated hypertension in rats. Washington DC: AHA High Blood Pressure 

Research Scientific Sessions, 2012. 

  

PI12003: 

Yamazato Y, Ishida A, Yamazato M, Fujita J, Ohya Y. Intratracheal Delivery of Autologous 

Bone Marrow-derived Cells Attenuate Muscularization and Inflammation in Lungsof 

Monocrotaline-induced Pulmonary Hypertension Model Rats. Washington DC: AHA High Blood 

Pressure Research  Scientific Sessions, 2012. 

 

PI12004: 

Yamazato M, Ishida A, Yamazato Y, Sakima A, Ohya Y. INTRACEREBROVENTRICULAR 

ADMINISTRATION OF AUTOLOGOUS BONE MARROW-DERIVED CELLS ATTENUATE ANGIOTENSIN II 

INITIATED HYPERTENSION IN RATS. Sydney: 24th Scientific Meeting of the International 

Society of Hypertension, 2012. 

  

PI12005: 

Yamazato Y, Ishida A, Yamazato M, Fujita J, Ohya Y. Intratracheal Delivery of Autologous 

Bone Marrow-derived Cells Attenuate Muscularization and Inflammation in Lungsof 

Monocrotaline-induced Pulmonary Hypertension Model Rats.  Los angels CA: AHA Scientific 

Sessions, Best of AHA Speciality Conferences, 2012. 

  

PI12006: 

Isa K, Sakima A, Sakima H, Nakachi K, Kinjyo K, Ohya Y. Clinical Significance of Intima‐

Media Thickness of Brachiocephalic Trunk for Silent Ischemic Lesions of Deep and 

Subcortical White Matter. Lisbon: 21 st European Stroke Conference, 2012. 

A 

PI12007: 

Miyagi T, Kohagura K, Yamazato M, Isida A, Sakima A, Iseki K, Ohya Y. Antihypertensive 

and renoprotective effects of adding thiazide diuretics to  renin-angiotensin system 

inhibitor in the advanced stage of chronic kidney disease. 24th Scientific Meeting of 

the ISH.  Sydney, 2012. 

  

PI12008: 

Kita T, Sakima A, Yokota N, Tamaki N, Etoh T, Shimokubo T, Nakada S, Ohya Y, Takishita 

S, Kitamura K. Inter-drug differences of ARBs in uncontrolled hypertensive patients. 

Sydney, Australia: 24th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, 

2012. 

  

PI12009: 

Sakima A, Kita T, Nakada S, Yokota N, Tamaki N, Etoh T, Shimokubo T, Kitamura K, Takishita 

S, Ohya Y. Effect of switching therapy from medium-dose of angiotensin II receptor 

blockers to high dose candesartan on ambulatory blood pressure in Japanese patients with 

uncontrolled hypertension.  Sydney, Australia: 24th Scientific Meeting of the 

International Society of Hypertension, 2012. 
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PI12010: 

Nakada S, Sakima A, Odaguchi N, Ohya Y. ONE-YEAR EFFICACY AND SAFETY OF SWITCHING THERAPY 

TO A FIXED-DOSE COMBINATION OF TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE IN HYPERTENSION. 

Sydney, Australia: 24th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, 

2012. 

  

PI12011: 

Nakada S, Sakima A, Odaguchi N, Ohya Y. BENEFICIAL EFFECT OF SWITCHING THERAPY TO A 

FIXED-DOSE COMBINATION OF TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE ON URINARY ALBUMIN 

EXCRETION DEPENDS ON RENAL CIRCULATION IN HYPERTENSION. Sydney, Australia: 24th 

Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, 2012. 

  

PI12012: 

Sakima A, Shingaki Y, Todoriki H, Nakada S, Yamazato M, Kohagura K, Ishida A, Yasu T, 

Ohya Y. FACTORS ASSOCIATED WITH ESTIMATED DAILY SALT INTAKE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION 

AND CHRONIC KIDNEY DISEASE. Sydney, Australia: 24th Scientific Meeting of the 

International Society of Hypertension, 2012. 

  

PI12013: 

Shingaki Y, Sakima A, Todoriki H, Nakada S, Yamazato M, Kohagura K, Ishida A, Yasu T, 

Ohya Y. ESTIMATED DAILY SALT INTAKE IS POSITIVELY CORRELATED WITH SYSTOLIC BLOOD PRESSURE 

IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE. 24th Scientific Meeting of 

the International Society of Hypertension. 9/30-10/4, Sydney, Australia., 2012. 

  

PI12014: 

Ishida A, Miyagi M, Ohya Y. Effect of ageing and sex on ankle-brachial index (ABI): The 

Okinawa Peripheral Arterial Disease Study, 22nd European Meeting on Hypertension and 

Cardiovascular Protection, 4.26-29, London.（Best Poster prizes） 2012. 

  

PI12015: 

Iseki K, Arima H, Kohagura K, Komiya I, Ueda S, Tokuyama K, Shiohira Y, Uehara H, and 

Toma S. Association of achieved levels of blood pressure with cardiovascular disease 

and death among hypertensive hemodialysis patients: A sub-analysis of OCTOPUS. San 

Diego: ASN 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 

古波蔵健太郎, 幸地政子, 金城孝典, 前原優一, 山里正演, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: 

慢性腎臓病患者における蛋白尿と高尿酸血症における腎内細動脈症の重要性. 第55回 日本

腎臓学会学術総会, 横浜市, 2012. 

  

PD12002: 

大内 元, 古波蔵健太郎, 山里正演, 石田明夫, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: アンジオテン

シンII受容体拮抗薬治療中高血圧患者におけるeGFRとアルブミン尿に関連する因子. 第55

回 日本腎臓学会学術総会, 横浜市, 2012. 

  

PD12003: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 宮城綾乃, 野原健, 野原千春, 渡嘉敷かおり, 富山のぞみ, 伊敷

哲也, 石田明夫, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: 慢性腎臓病患者における血管危険因子の集

積と血管内皮機能との関連. 第55回 日本腎臓学会学術総会, 横浜市, 2012. 

  

PD12004: 

古波蔵健太郎, 米須 功, 渡久山博也, 照屋 尚, 知念さおり, 野原千春, 大内 元, 宮城信

雄, 大屋祐輔, 井関邦敏: 維持血液透析患者における感染症死の危険因子. 第57回 日本透

析学会学術集会 総会, 札幌市, 2012. 

  

PD12005: 

前原優一, 富山のぞみ, 金城孝典, 田中寿幸, 中村卓人, 幸地政子, 石田明夫, 山里正演, 

古波蔵健太郎, 井関邦敏, 大屋祐輔: カテーテル留置術後の好酸球性腹膜炎にオロパタジン

が著効した糖尿病合併腎不全の1症例. 第57回 日本透析学会学術集会 総会, 札幌市, 2012.

  

PD12006: 
古波蔵健太郎: 慢性腎臓病患者における無症候性高尿酸血症の意義～腎内細動脈症の重要性

～. 第35回 日本高血圧学会総会, 名古屋市, 2012. 
  

PD12007: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 崎間敦, 山里正演, 石田明夫, 井関邦敏, 大屋祐輔: RAS阻害薬治

療中の高度腎機能傷害合併高血圧患者におけるサイアザイド系利尿薬追加による降圧効果と

蛋白尿減少効果. 第35 回日本高血圧学会総会, 名古屋市, 2012. 
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PD12008: 

大内 元, 古波蔵健太郎, 山里正演, 石田明夫, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: アンジオテ

ンシンII受容体拮抗薬治療中高血圧患者における腎機能変化に関連する因子. 第1回 臨床

高血圧フォーラム, 大阪市, 2012. 

  

PD12009: 
古波蔵健太郎: 腎硬化症～腎内細動脈症がもたらす病態の違い～. 第42回日本腎臓学会西部

学術大会, 宜野湾市, 2012. 
  

PD12010: 

前原優一, 金城興次郎, 中村卓人, 山里正演, 石田明夫, 古波蔵健太郎, 井関邦敏, 大屋祐

輔: IgG4関連腎症が疑われた尿細管間質性腎炎の1症例. 第42回 日本腎臓学会西部学術大

会, 宜野湾市, 2012. 

  

PD12011: 

幸地政子, 古波蔵健太郎, 小禄雅人, 喜久村祐, 永山聖光, 西平守邦, 与那覇朝樹, 張同輝, 

潮平芳樹, 井関邦敏: 関節リウマチ患者の慢性腎臓病の現状と関連する因子. 第55回 日本

腎臓学会学術総会, 横浜市, 2012. 

  

PD12012: 

長浜一史, 井上卓, 井関邦敏, 大屋祐輔, 金城幸善, 安隆則: 日本循環器学会総会「高尿酸血

症とメタボリックシンドローム発症 

－ 沖縄県の人間ドック受診者における縦断的検討 －」3月16日 福岡, 2012. 

  

PD12013: 

長浜一史, 井上卓, 大屋祐輔, 金城幸善: 第１回臨床高血圧フォーラム「沖縄県の人間ドック

受診者における年齢と高尿酸血症,メタボリックシンドロームとの関連」 5月13日 大阪, 

2012. 

  

PD12014: 

長浜一史, 井上卓, 大屋祐輔, 金城幸善: 第35回日本高血圧学会総会「沖縄県の人間ドック

受診者における高尿酸血症とメタボリックシンドローム合併高血圧発症との関連」9月22日 

名古屋, 2012. 

  

PD12015: 

Yamazato Y, Ishida A, Yamazato M, Fujita J, Ohya Y. Intratracheal Administration of 

Autologous Bone Barrow-derived Cells Attenuated Monocrotaline-induced Vascular 

Muscularization in Rat. 第76回日本循環器学会学術集会, 2012. 

  

PD12016: 
山里正演, 石田明夫, 山里代利子, 崎間敦, 大屋祐輔: 骨髄由来細胞の脳室内自家移植はア

ンジオテンシンII持続投与による血圧上昇を抑制する．第35回日本高血圧学会総会, 2012.   

PD12017: 

崎間洋邦, 呉屋よしの, 伊佐勝憲, 仲地耕, 城間加奈子, 石原聡, 渡嘉敷崇, 大屋祐輔: 間

歇的低酸素血症を呈した卵円孔開存による奇異性脳塞栓症の1例．第297回日本内科学会九州

地方会, 福岡, 2012. 

B 

PD12018: 

波平幸裕, 城間加奈子, 呉屋よしの, 崎間洋邦, 仲地耕, 石原聡, 伊佐勝憲, 渡嘉敷崇, 大

屋祐輔: 大脳から脳幹部に及ぶ広範な病変をきたし,抗 AQP-4 抗体を含めた複数の自己抗体

を認めた１例. 第200回日本神経学会九州地方会, 熊本, 2012.  

  

PD12019: 

崎間洋邦, 伊佐勝憲, 仲地耕, 波平幸裕, 城間加奈子, 石原聡, 渡嘉敷崇, 大屋祐輔: 食後

低血圧による血行力学的機序で一過性脳虚血発作を起こした1例．第199回日本神経学会九州

地方会, 福岡, 2012. 

B 

PD12020: 

城間加奈子, 呉屋よしの, 崎間洋邦, 仲地耕, 波平幸裕, 石原聡, 伊佐勝憲, 渡嘉敷崇, 大

屋祐輔: 中枢神経多発性病変に対する免疫療法後に増悪し, 再検した脳生検で悪性リンパ腫

と診断した一例. 第198回日本神経学会九州地方会, 長崎, 2012. 

B 

PD12021: 

伊佐勝憲, 崎間洋邦, 仲地耕, 波平幸裕, 城間加奈子, 石原聡, 渡嘉敷崇, 大屋祐輔: 粥状

動脈硬化を基盤に椎骨脳底動脈解離を発症した一剖検例. 第19７回日本神経学会九州地方会, 

福岡, 2012. 
  

PD12022: 

相澤直輝, 安隆則, 野原千春, 渡嘉敷かおり, 古波蔵健太郎, 井関邦敏, 大屋祐輔: 低左心

機能を伴う透析困難症に対してAdaptive Servo Ventilationが奏効した一例. 第57回日本透

析医学会学術集会, 札幌, 2012. 

  

PD12023: 
相澤直輝, 井関邦敏, 大屋祐輔: 心機能低下を伴う透析困難症に対するAdaptive Servo 

Ventilationの可能性. 第2回血液浄化心不全治療研究会, 北九州, 2012.   
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PD12024: 

相澤直輝, 安隆則, 石原綾乃, 伊敷哲也, 長浜一史, 大屋祐輔: 心機能低下を伴う透析困難

症に対してAdaptive Servo Ventilationが著効した一例. 第60回日本心臓病学会学術集会, 

金沢, 2012. 

  

PD12025: 
相澤直輝, 大屋祐輔: 心機能低下を伴う透析困難症に対するオートセットCSの改善効果. 第

16回日本心不全学会学術集会, 仙台, 2012. 
B 

PD12026: 

伊佐勝憲, 崎間洋邦, 仲地耕, 國場和仁, 石原聡, 渡嘉敷崇, 大屋祐輔: 穿通枝領域梗塞の

軽微なNIHSSスコア変化と急性期運動機能悪化のリスクとの関連. 第37回日本脳卒中学会総

会, 福岡市, 2012. 

B 

PD12027: 
伊佐勝憲, 崎間敦, 崎間洋邦, 仲地耕, 金城幸善, 大屋祐輔: 腕頭動脈中内膜厚の無症候性

脳虚血性変化における臨床的意義. 第35回日本高血圧学会総会, 名古屋市, 2012.   

PD12028: 

前野大志, 今井斎博, 長島雅人, 森田亨, 山下武廣, 中川俊昭: 特発性心膜炎から早期に収

縮性心膜炎へ移行しtransient constrictive pericarditisが考えられた一例. 263回内科学

会北海道地方会, 2012. 

  

PD12029: 

前野大志, 山下武廣, 彌永武史, 中村牧子, 宮良高史, 田場洋二, 新城治, 當真隆, 砂川長

彦: LMT病変患者のCAG中に心肺停止をきたし緊急PCIにて救命し得た1例. 第112回循環器

学会九州地方会, 2012.（一般演題） 

  

PD12030: 

前野大志, 今井斎博, 長島雅人, 森田亨, 山下武廣, 中川俊昭:Paget-Schroetter症候群を呈

した患者にダビガトラン投与で軽快した1例. 第108回循環器学会 北海道地方会, 2012.（一

般演題） 

  

PD12031: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 宮城綾乃, 野原千春, 野原健, 渡嘉敷かおり, 富山のぞみ, 伊敷

哲也, 石田明夫, 井関邦敏, 大屋祐輔: 慢性腎臓病患者における心血管危険因子の集積と血

管内皮機能との関連. 第55回日本腎臓学会学術総会, 横浜, 2012. 

  

PD12032: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 米須功, 大城譲, 新川勉, 島袋浩勝, 宮城信雄, 大屋祐輔: 多発

性皮下結節と高Ca血症からサルコイドーシスの診断に至った維持透析患者の1例. 第57回日

本透析医学会学術集会･総会, 札幌, 2012. 
  

PD12033: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 山里正演, 石田明夫, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: RAS阻害薬治

療中の高度腎機能障害合併高血圧患者におけるサイアザイド系利尿薬追加による降圧効果と

蛋白尿減少効果. 第35回日本高血圧学会総会, 名古屋, 2012. 

  

PD12034: 

宮城剛志, 古波蔵健太郎, 相澤直樹, 池宮城秀一, 前原優一, 東上里康司, 山里正演, 伊敷

哲也, 石田明夫, 崎間敦, 井関邦敏, 大屋祐輔: 慢性腎臓病患者における炎症,血管内皮機能

および腎内小細動脈病変の関連. 第112回日本循環器学会九州地方会, 宜野湾, 2012. 

  

PD12035: 

宮城剛志, 野原健, 仲里巌, 真栄城修二, 和氣亨: 肝嚢胞感染症による敗血症性ショックと

なった常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)患者の１剖検例. 第42回日本腎臓学会西部学術大

会, 宜野湾, 2012. 

  

PD12036: 

南部路治, 安隆則, 新里朋子, 伊敷哲也, 相澤直樹, 天久達二, 大屋祐輔: 末梢動脈疾患

（PAD）患者の運動習慣の定着を目指して～PTの立場から～. 第18回日本心臓リハビリテー

ション学会学術集会, 大宮, 2012. 

  

PD12037: 

新垣友加里, 崎間敦, 等々力英美, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 

大屋 祐輔: 午前中の随時尿による1日推定食塩摂取量は収縮期血圧と正相関している 高血

圧および慢性腎臓病外来患者での検討. 第35回日本高血圧学会総会, 名古屋市, 2012. 

  

PD12038: 

仲田清剛, 崎間敦, 小田口尚幸, 大屋祐輔: アンジオテンシンII受容体拮抗薬またはアンジ

オテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬併用療法からテルミサルタン/ヒドロクロロチアジド配合

剤へ切り替え1年後のアルブミン尿への影響に関する検討. 第35回日本高血圧学会総会, 名

古屋市, 2012. 
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PD12039: 

仲田清剛, 崎間敦, 小田口尚幸, 大屋祐輔: アンジオテンシンII受容体拮抗薬またはアンジ

オテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬併用療法からテルミサルタン/ヒドロクロロチアジド配合

剤へ切り替えたときの1年後の血圧コントロール状況に関する検討. 第35回日本高血圧学会

総会, 名古屋市, 2012. 

  

PD12040: 

仲田清剛, 崎間敦, 小田口尚幸, 大屋祐輔: アンジオテンシンII受容体拮抗薬またはアンジ

オテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬併用療法からテルミサルタン/ヒドロクロロチアジド配合

剤へ切り替えたときのアルブミン尿への影響に関する検討. 第1回臨床高血圧フォーラムプ

ログラム, 豊中市, 2012. 

  

PD12041: 

新垣友加里, 崎間敦, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 大屋祐輔, 

等々力英美: 高血圧および慢性腎臓病患者の1日推定食塩摂取量における年齢とbody mass 

indexの影響についての検討. 第1回臨床高血圧フォーラム, 豊中市, 2012. 

  

PD12042: 

新垣友加里, 崎間敦, 等々力英美, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 

大屋祐輔: 高血圧および慢性腎臓病患者の1日推定食塩摂取量: 年齢とbody mass index の

影響についての検討. 減塩サミット in 呉 2012, 呉市, 2012. 

  

PD12043: 
等々力英美, 崎間敦: わが国で も低食塩摂取の沖縄は今後悪化しうるか? 減塩サミット 

in 呉 2012,呉市, 2012. 
  

PD12044: 

崎間敦, 新垣友加里, 等々力英美, 古波蔵健太郎, 仲田清剛, 山里正演, 石田明夫, 安隆則, 

大屋祐輔: 随時尿による1日推定食塩摂取量は収縮期血圧と正相関している: 高血圧および

慢性腎臓病外来患者での検討. 減塩サミット in 呉 2012, 呉市, 2012. 

  

PD12045: 

座間味知子, 上原周悟, 岩元凜々子, 小濱さゆり, 塩見あすか, 羽柴淳, 工藤真未, 嘉数尚

子, 大城志月, 富田寛生, 池宮城七重, 根間優美, 富名腰朝史, 崎間敦, 等々力英美: 大学

生における子宮頸がんの意識およびその予防啓発に関する断面調査. 第44回日本医学教育学

会, 東京, 2012. 

  

PD12046: 
等々力英美, 崎間敦: 沖縄の若年者世代 における減塩対策の重要性‐時系列データによる検

討‐. 第44回沖縄県公衆衛生学会, 那覇市, 2012.  
  

PD12047: 

石田明夫, 安 隆則, 大屋祐輔: 加齢および性の足関節上腕血圧比(ankle-brachial 

pressure index; ABI)に及ぼす影響-The Okinawa Perihpheral Arterial Disease 

study(OPADS). 宮崎サイエンスキャンプ, 宮崎, 2012. 

  

PD12048: 
Ishida A, Miyagi M, Ohya Y. Effect of aging and sex on ankle-brachial index(ABI): The 

Okinawa Peripheral Arterial Disease Study. 第76回日本循環器学会学術集会, 福岡, 2012.
  

PD12049: 

石田明夫, 宮城めぐみ, 金城幸善, 大屋祐輔: 足関節上腕血圧比の年齢差と性差:The 

Okinawa Peripheral Arterial Disease study(OPADS). 第12回臨床血圧脈波研究会, 東京, 

2012. (高得点演題, 優秀演題) 

  

PD12050: 
石田明夫, 宮城めぐみ, 金城幸善, 大屋祐輔: 足関節上腕血圧比(ABI)の年齢差と性差. 第8

回西日本血管･機能研究会, 福岡, 2012. 
  

PD12051: 
石田明夫, 宮城めぐみ, 金城幸善, 大屋祐輔: 足関節上腕血圧比(ankle brachial index; 

ABI)の年齢差と性差. 第14回沖縄血管病態研究会, 沖縄, 2012.（ 優秀演題） 
  

PD12052: 

石田明夫: 末梢動脈疾患(PAD)診療におけるABI検査の見方･考え方. Medical Tribune 心血管

病セミナー｢見逃してはいけない脳梗塞･心筋梗塞のサイン〜足の血圧を測ろう〜｣, 沖縄, 

2012. 

  

PD12053: 

比嘉あゆみ, 伊敷哲也, 呉屋薫, 相澤直輝, 池宮城秀一, 大城克彦, 新里朋子, 安隆則, 大

屋祐輔: 無症候性大動脈解離を合併し,異所性石灰化および冠動脈プラークが急速に進行した

不安定狭心症の一例. 第112回循環器学会九州地方会, 2012. 

  

PD12054: 
井関邦敏: 透析患者におけるFabry病: ERTの意義を考える. 第57回日本透析医学会学術集

会･総会(札幌), 透析会誌 45(1): 360, 2012. 
  

PD12055: 
井関邦敏: 統計調査委員会企画: 統計調査の現状と未来: 今後の期待: 第57回日本透析医学

会学術集会総会(札幌), 透析会誌 45(1): 389, 2012. 
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PD12056: 

潮平親哉, 浅田宏史, 伊敷哲也, 比嘉あゆみ, 槙田徹, 山里将一朗, 相澤直輝,  

當間裕一郎, 池宮城秀一, 新里朋子, 大城克彦, 大屋祐輔: ｢低心拍出量症候群を呈した重症

心不全に対し tolvaptan,olprinone 併用が著効した1例｣. 第113回日本循環器学会九州地方

会,熊本市, 2012. 

  

PD12057: 

浅田宏史, 大城克彦, 比嘉あゆみ, 槙田徹, 山里将一朗, 相澤直輝, 當間裕一郎, 池宮城秀

一, 新里朋子, 伊敷哲也, 大屋祐輔: ｢タコツボ型心筋症類似の経過をたどった急性冠症候群

の一例｣. 第113回日本循環器学会九州地方会, 熊本市, 2012. 

  

PD12058: 

呉屋薫, 比嘉あゆみ, 潮平朝洋, 財間智士, 相澤直輝, 池宮城秀一, 新里朋子, 大城克彦, 
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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, 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て呼

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に基づいて日本版ガイドライ

ンが提示されており, 当院においてもレジストリーへの登

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ネクチンの関

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｡ 

 

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｡ 

 

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, インダ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, 嘉数真理子, 

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。 

 

7. 同種造血細胞移植後の高フェリチン血症に対する経口

除鉄剤デフェラシロクスの有用性の検討 

（糸洲倫江, 嘉数真理子, 百名伸之） 
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 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, 

移植後症例にデフェロシラックスを使用し, 血清フェリチ

ン値低下と肝障害の改善（トランスアミナーゼ低下）につ

いて検討中である。 

 

8. 造血細胞移植後の難治性慢性移植片対宿主病（GVHD）に

対するイマチニブの有効性の検討 

（糸洲倫江, 嘉数真理子, 百名伸之） 

 同種造血細胞移植は, 難治性造血器腫瘍や造血機能不全

症に対する有効な治療法である。しかし, 移植後の合併症

である慢性GVHDは, 全身諸臓器の線維化を引き起こし, 皮

膚硬化症, 関節拘縮, 筋膜炎等により著しく QOL を低下さ

せる。現在, 慢性GVHDはステロイド剤単独, あるいはそれ

にカルシニューリン阻害剤や他の免疫抑制剤を併用する治

療が一般的であるが, 治療に反応しない難治性の場合, エ

ビデンスのある第二選択薬はない。イマチニブはチロシン

キナーゼ阻害作用をもつ分子標的薬剤で, bcr-able キメラ

遺伝子をもつ慢性骨髄性白血症や急性リンパ性白血病, 消

化管間葉系腫瘍に有効な薬剤である。一方, イマチニブは

強い線維化促進因子である血小板由来成長因子(PDGF), 

TGF-βの細胞内伝達物質であるチロシンキナーゼを阻害し, 

線維化抑制作用をもつ。本研究では, 難治性慢性GVHD症例

に対してイマチニブを投与し, その安全性および有効性を

検討している。 

 

9. 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。 

 

10. プロピオン酸血症における血糖の動向（大城あずさ, 

知念安紹） 

プロピオン酸血症とは有機酸代謝異常症の一つであり, 

感染や過剰な蛋白質摂取などにより代謝性アシドーシス発

作を起こし, 重篤な障害を残したり死に至る場合もある。

重篤なアシドーシス発作のある場合に低血糖および高血糖

となることが知られている。高血糖の場合, 予後が悪く, 

血液透析などが必要とされる。その病態および治療方法に

ついて検討している。 
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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. Phase-contrast MRIによる肺血流評価の再現性(伊良波

倫， 土屋奈々絵， 鮎川雄一郎， 村山貞之) 

Phase-contrast MRI(PC-MRI)は肺高血圧症の診断法として

期待されている。心臓超音波検査より客観性や精度にすぐ

れ，心臓カテーテル検査より低侵襲である。肺高血圧症は

新薬の登場もあり，増悪有無の経過観察や治療効果判定を

評価するため再現性に優れた繰り返し施行できる検査が必

要とされている。PC-MRI による肺血流評価の再現性が証明

されることは，肺高血圧症の診断，治療効果判定に貢献す

ると予測される。本研究では，PC-MRI で肺血流を評価し，

得られるデータの①MR 機種による違い，および②時間分解

能による違いを評価する。①MR 機種による違いは，シーメ

ンス社製 1.5T MRI(琉球大学医学部附属病院)と，フィリッ

プス社製 1.5T MRI(神奈川県立循環器呼吸器病センター)の

異なる2台のMR装置で撮影を行う。関心領域は肺動脈本幹，

左右肺動脈，上行大動脈とする。検査は別の日に施行し，

撮影の間隔は約 1 か月以内を目標とする。②時間分解能に

ついては，琉球大学医学部附属病院のシーメンス社製 1.5T 

MRIを使用する。1心拍のframe数 32，64，96のそれぞれ

で撮影を行う。関心領域は肺動脈本幹のみとする。検査は

同一日に行い，関心領域が同じとなるように撮影断面のス

ライスをコピーする。評価項目として，PC-MRI で得られた

血流情報のうち，心拍数，平均面積， 小面積， 大面積，

平均流速， 高流速，平均流量，acceleration time，

acceleration volume，maximum change of flow rate during 

ejectionを評価する。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，24 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
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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。 

GradeⅢのみに限局した症例数は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CTスキャナーを用いた胸部CTの研究(山城恒雄，

宮良哲博，神谷尚，神谷文乃，村山貞之) 

当科は平成 21 年より 新の 320 列 area-detector 

CT(Aquilion ONE)を用いた多施設共同研究(ACTIve: 

Area-detector Computed Tomography for the Investigation 

of Thoracic Diseases)の主管施設となっている。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)が同機に搭載されたことにより，

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。AIDR3Dの効果を前

向きに評価するため，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･定量的に評価した。結果として，240mA で

逐次近似法を使用したものが 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(RSNA)にて発表し，

現在学術誌に投稿中である。 

 ACTIve Studyの平成24年における他の成果としては，①

Wide volume scanningは従来のHelical scanningに比して

胸部 CT の画質が良いという結果の論文化(Yamashiro T， 

Miyara T， Takahashi M， et al. Lung image quality with 

320-row wide volume CT scans: the effect of prospective 

ECG-gating and comparisons with 64-row helical CT scans. 

Acad Radiol 2012; 19(4): 380-388)，②胸部 CT における

Wide volume scanningとHelical scanningの画像アーチフ

ァクトの定量的比較(学術誌投稿中)，③ACTIve Study の一

環として，AIDR3Dを用いた超低線量CTでの肺結節スクリー

ニングトライアルへの参加(主管:滋賀医科大学)，④AIDR3D

を用いた，肺気腫定量評価の低線量化の検討(RSNAに演題提

出中)などがある。 

 

5. HTLV-1 キャリアならびに成人 T 細胞リンパ腫/白血病

(ATL)の胸部 CT 所見に関しての検討(山城恒雄，與儀聡子，

宮良哲博，神谷尚，神谷文乃，村山貞之) 

当科では以前より中頭病院などと連携し，HTLV-1キャリア

患者およびATL 患者の胸部CTを研究してきた。平成24年

の研究成果としては，①HTLV-1キャリアにおける胸部CT異

常所見の検討の論文化(Yamashiro T， Kamiya H， Miyara T， 

et al. CT scans of the chest in carriers of human T-cell 

lymphotropic virus type 1: prevalence of interstitial 

pneumonia. Acad Radiol 2012; 19(8): 952-957)，②ATL発

症者の胸部CT異常所見の検討(平成24年4月の日本医学放

射線学会学術集会にて発表，論文作成中)がある。前者に関

しては，HTLV-1キャリア患者の胸部CTにおいて，少なから

ず間質性肺炎の所見が観察されることが示された。従来，

動物実験などではHTLV-1に感染したリンパ球が肺の間質部

に存在することが示されていたが，他のリンパ増殖性疾患

同様に，リンパ組織の病変が二次的な間質性肺炎を引き起
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こす可能性に関して検討できたものと考えている。後者に

関しては，ATL 発症者は肺内･肺外に多彩な異常所見を呈す

ることが観察され，特により積極的な病型(下山分類での急

性型･リンパ腫型)は，他の病型(同分類でのくすぶり型，慢

性型)に比して CT 上の異常所見が見られやすい，という結

果が得られた。近日中に学術誌に投稿予定である。 

 

6. 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，村山貞之) 

 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， 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 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。 

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，

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 小のADC値を，その腫

瘍の 小ADC値とする。ADC mapでのROI作成時には，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 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 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
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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。 

 

7. 造影後3次元T1強調像の下垂体描出能の初期検討(與儀

彰，古賀友三，佐久川貴行，村山貞之) 

 傍鞍部腫瘤における正常下垂体の同定は，安全かつ正確

な術式の決定において重要である。術中に下垂体を損傷し

てしまうことで，恒久的な内分泌異常を来してしまうこと

も少なくない。 

 現在，下垂体の同定は主に，造影剤の圧入によるdynamic 

studyによってなされる。しかし一般的に2次元的な画像収

拾のため撮像方向が一方向のみとなり，またスライス厚も2

～3mm程度が限界であるため，時として下垂体の同定は困難

となる。現在は短時間で3次元T1強調像(3DT1WI)の撮像が

可能で，鞍内の構造を明瞭に描出することが出来る。実際

の臨床現場においても，3DT1WIにて下垂体を同定すること

はたやすい。そこで手術が施行された鞍内腫瘤の症例を対

象に，両撮像法における正常下垂体の描出能の比較を行い，

3DT1WIの有用性を検討した。 

2011年2月から2012年9月の間に，術前にdynMRIと造

影後全脳3DT1WIが施行された鞍内腫瘤の7例(下垂体腺腫5

例，ラトケ嚢胞1例，神経鞘腫1例)を対象とした。3.0T MR

装置(Discoery750，GE)を使用し，dynMRIと造影後全脳

3DT1WI(3D-FSE 1例，3D-SPGR 6例)を撮像した。2名の放射

線科医が盲検的かつランダムに両画像を読影し，腫瘤に対

する正常下垂体の位置を前後･上下･左右が分かるように

(例.右側かつ前方かつ下方)，簡潔なシェーマで表した。さ

らに両撮像法における正常下垂体の描出の程度を3段階で

評価した。1名の脳神経外科医が術中記録から腫瘤に対する

正常下垂体の位置を確認し，これをreference standardと

して上記のシェーマとの比較を，脳外科医と放射線科医の

合議で行った。 

その結果，2名の読影結果はdynMRI，3DT1WIともに全例で

合致した。正常下垂体の描出程度の評価は，平均値でdynMRI

が1.43と1.71，3DT1WIが2と1.86で，造影後3DT1WIで

高値の傾向にあった。術中記録との比較で，両撮像法での

腫瘤に対する正常下垂体の位置判断は，dynMRIでは3例が

合致し，3DT1WIでは4例が合致した。 

 鞍内腫瘤患者の正常下垂体の描出において，造影後

3DT1WIはdynMRIと同程度以上の有用性が示唆された。しか

し，今回の検討は症例が少なかったため，普遍的な結果と

は言えない。特に3DT1WIの撮像は主にSPGRで施行されて

いるが，これはグラジエントエコー法のシークエンスであ

るためアーチファクトの影響が多分に含まれていると思わ

れる。今後はスピン･エコー法での3DT1WIでの検討を行わ

なければならない。また実際の傍鞍部腫瘤の術前情報には

下垂体の位置のみならず，海綿静脈洞浸潤の有無なども重

要である。これらに関しても検討を加えていきたい。 

 以上の内容は2013年4月13日の日本医学放射線学会総

会にて発表した。上記のlimitationに関して検討を行い，

original paperとして報告する予定である。 

 

【核医学部門】 

1. 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， 村山貞之) 

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。 

 

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(千葉至， 小川和彦， 村山貞之) 

 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) 

 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。 
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 子宮頸癌に対する強度変調放射線治療(Intensity 

modulated radiotherapy:IMRT)の臨床試験実施に向けて，

これまでその大前提となる｢臨床標的体積(Clinical target 

volume:CTV)｣の標準化のためのワーキンググループを組織

し，前年度までにコンセンサスガイドラインを完成し出版

した。現在それをベースにし｢IMRTを用いた子宮頸癌術後化

学放射線療法｣の臨床試験(JCOG 試験)実施に向けた新たな

ワーキンググループを組織した。放射線腫瘍医に加え婦人

科腫瘍医，医学物理士もメンバーに加え，本領域における

IMRTの臨床的･物理的品質保証(quality assurance:QA)プロ

グラムの標準化も目的としている。 

 

2. 日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)での活動(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。 

 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)へ症例登録を終了した。 

 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。 

 

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(産科婦人科学講座，臨床研究支援センター，

JGOG)   

 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。現在子宮頸部

腺癌に対する同時化学放射線療法(CCRT)の臨床試験が計画

されており，放射線治療内容の検討とともに，放射線治療

の質を担保しつつ必要症例数を集積するためのシステムに

ついても，調査提言を行っている。 

 

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) 

 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. 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) 

 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。Webを用いた調査を実施し，施設への訪問

調査も開始した。 

 

6. 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) 

 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

する診療機能及び人材育成と国を支援･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，特に放射線治療モダリ

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た。腔内照

射の実施に著しい地域較差があることを明らかにし，改善

するための方策を検討した。腔内照射の治療手技の均てん

化を図るための治療手技マニュアルを作成し，DVDを完成し

た(全国施設に配布，WEBで公開)。また腔内照射の3D計画

を推進するプログラムを作成した。円滑な実施のために鎮

静鎮痛処置の重要性を示し，積極的な実施についての提言

を行った。 

 

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， 有賀拓郎， 垣花泰政， 戸板孝文) 

 従来2次元治療計画(2D計画)にて行われてきた腔内照射
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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， 大の局

所制御を 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。 

 

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， 粕谷吾朗， 垣花泰政， 戸板孝文) 

 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 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. 局所進行子宮頸癌の骨盤内リンパ節転移分布の検討(粕

谷吾朗， 有賀拓郎， 戸板孝文) 

局所進行子宮頸癌の骨盤リンパ節転移分布を調査し，リ

ンパ節CTVの個別化の可能性を検討する。 

方法は，放射線治療が行われた局所進行子宮頸癌症例で，

骨盤内リンパ節転移(CT/MRIにおいて短径10mm以上)を認め

た117症例(IB1:2例，IB2:6例，IIA:4例，IIB:53例，IIIB:48

例，IVA:4例)を対象とした。腫瘍径は10-97mm(中央値53mm)

であった。6 つのリンパ節領域(外腸骨，閉鎖，内腸骨，総

腸骨，子宮傍，前仙骨)における分布を CT/MRI にて検討し

た。 

結果は，転移リンパ節は271個であり，外腸骨112，閉鎖

90，内腸骨36，総腸骨20，子宮傍10，前仙骨3であった。

117例中108例(92%)では外腸骨節内側域，閉鎖節頭側域お

よび内腸骨節中間域のいずれかに転移リンパ節を認めた。

一方，前仙骨は 3 例，外腸骨外側域は 5 例，閉鎖節尾側域

は4例のみに認められ，単独での転移はなかった。 

外腸骨節内側域，閉鎖節頭側域，内腸骨節中間域はリン

パ節転移の高頻度領域であり，必ずCTVに含む必要がある。

一方，高齢者などで画像上有意なリンパ節腫大がない場合

は，前仙骨節，外腸骨節外側域，閉鎖節尾側域は CTV から

除外できる可能性がある。現在論文投稿中である。 

 

10. 子宮頸癌に対する術後放射線治療の成績(粕谷吾朗， 

小川和彦) 

早期子宮頸癌に対する術後射線療法の治療成績について

検討する。 

方法は 1985-2004 年までに術後放射線療法が施行された

IA-IIB期の子宮頸癌患者152症例を対象とした。術後放射

線療法は，原則として前後対向二門の通常分割照射で行わ

れた。総線量は 10.8-60Gy(中央値:50.4Gy)であり，全 152

症例の経過観察期間は0.8-273.7ヶ月(中央値:106ヶ月)で

あった。 

結果は全症例の10年生存率，10年無病再発生存率，およ

び 10 年骨盤内制御率はそれぞれ 74％，71％，および 95％

であった。多変量解析では，骨盤内転移リンパ節の有無

(p<0.0001)と組織型(p=0.018)が生存率における有意な因

子だった。骨盤内転移リンパ節陰性の症例(10 年生存率 

74％)は，陽性の症例(10 年生存率 62%)と比較して有意に

生存率が高かった。また，総腸骨リンパ節または傍大動脈

リンパ節を有する症例の10年生存率は0％であった。経過

観察期間において，小腸で 11 例，下腿浮腫で 16 例の晩発

性合併症(Grade3以上)が認められた。 

 早期子宮頸癌に対して術後放射線療法を行った症例の骨

盤内制御率は極めて良好であった。また，リンパ節転移の

有無および組織型が生存率における有意な因子であった。

第54回米国放射線腫瘍学会で発表した。H24年に論文投稿

した。(H25年にAnticancer Research誌よりacceptされた) 

 

11. 子宮頚癌に対する画像誘導腔内照射の初期導入経験(粕

谷吾朗， 有賀拓郎， 垣花泰政) 

方法は，2011年8-10月に高線量率腔内照射が施行され3次元

(3D)線量評価を行った子宮頸癌7例(IB:3，IIA:1，IIIB:2)を

対象とした。金属性アプリケータ挿入後2方向X線撮影を行い，

マンチェスタ法に従い2次元(2D)計画(Plato)を行なった。2D

計画中に別室でCTを撮影した。独自に開発した患者移動シス

テム(患者を特注天板上に寝かせ治療寝台/ストレッチャー

/CTテーブルにスライド移動)を使用した。CT撮影後，再度治

療室に戻り2D計画データで治療を行った。後日3D計画

(Oncentra)データと比較した。 
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結果は，患者移動システムにより，アプリケータ固定具を

装着したまま同一体位(脚伸展位)でのIGBTが可能であった。

CT撮影中に2D計画を行い，全治療時間の延長は許容内であっ

た。3D計画では解剖学的構造物とアプリケータの相対位置関

係が確認できた。1例(1件)でタンデム挿入ルートの子宮内腔

からの逸脱が確認された。CT画像でHR-CTVのcontouringは困

難であった。金属アプリケータのアーチファクトや，腟内に

充填されたガーゼにより，HR-CTVの境界の同定が困難な場合

があった。OAR(直腸，膀胱)のcontouringは比較的容易で，

各DVHパラメータ(D0.1cc， D1cc， D2cc)算出，及びICRU38

基準点線量との比較が可能であった。 

患者移動システムを用いることで同室設置CTがなくても

IGBTが可能であった。金属アプリケータ及びCTを用いたIGBT

では，CTVのcontouringは困難であった。一方OARの評価は可

能であると考えられた。 

同内容の演題を第71回日本医学放射線学会で発表した。 

 

12. 子宮頸癌に対する画像誘導腔内照射実施に向けた2D･

3D計画の治療パラメータ整合性の検証(粕谷吾朗， 有賀拓

郎， 垣花泰政， 戸板孝文) 

子宮頸癌腔内照射における2D･3D計画間の治療パラメータ

の整合性と計画者間のばらつきを検証し，当施設での実臨

床治療における3D計画への移行の可能性を検討する。 

対象と方法は，子宮頸癌腔内照射5例(別患者)を対象と

した。3名の放射線腫瘍医がOncentraで再計画(2D･3D)を行

い，算出された治療パラメータ(線源停留時間，A点線量)

について2D/3D計画それぞれ15計画(5例×3名)を比較検

討した。計画法(2D，3D)及び計画者間での比較を行った。

すべてFletcher Williamson Asia Pacific アプリケータセ

ットを使用した。3D計画にはCT画像(スライス厚:2.5mm)

を用いた。アプリケータ位置入力は，2DはSemi-orthogonal

法，3Dはライブラリを用いたFletcherアプリケータモデリ

ングで行った。タンデムリング中心を起点に設定した右側A

点に6Gy処方とした。線源停留点は同一(5mm間隔，タンデ

ム9点，オボイド3点)で均等時間配分とし， 適化は行わ

なかった。減衰時間を同一に設定し計算した。 

結果は，全15計画において，2D計画の線源停留時間に対

する3D計画の線源停留時間比は，90.3～103.9%であった。

計画者間での線源停留時間のばらつきの割合{( 大‐

少)/平均}は，2D計画:1.1〜3.8%，3D計画:0.8 〜4.5%であ

った。対側A点線量の2D･3D計画間での線量差(2D-3D)は0.0

±0.2Gyであった。計画者間での線量差は，2D計画:0.3±

0.1Gy，3D計画:0.2±0.1Gyであった。 

2D･3D計画間では，対側A点，線源停留時間のばらつきは

小さいが，線源停留時間には比較的大きなばらつきがみら

れることがあった。 

計画者間では 2D･3Dとも対側A点，線源停留時間に大き

な差はないが，ばらつきがみられた。実臨床治療における

2D計画から3D計画への移行は，子宮腔内軸の設定やA点の

設定ならびにアプリケータの入力に留意しながら，慎重で

あるべきと考えられた。 

同内容の発表を JASTRO 小線源治療部会第 14 回学術大会

で発表した。 

 

13. 子宮頸癌に対する画像誘導腔内照射実施に向けた OAR

線量に関する検討(粕谷吾朗， 有賀拓郎， 垣花泰政， 戸

板孝文)  

子宮頸癌に対する画像誘導腔内照射施行の前段階におい

て，2D計画から3D計画実施に向けた，ICRU点の意義とOAR

線量に関する注意点を調査した。 

対象と方法は，2012年1月～5月に子宮頸癌腔内照射を

2D計画(Oncentra)で施行され，別室でCT(スライス

厚:2.5mm)撮影した8例(stageIB:3，IIA:1，IIB:3，IIIB:1)15

件を対象とした。後日OncentraにてOAR(直腸，S状結腸，

小腸，膀胱)のcontouringと3D計画を行った。3D計画は実

際に行われた2D計画と同一条件(線源配置， 適化の有無)

で作成した。直腸･膀胱に対してICRU基準点における2D/3D

計画，ならびに3D計画とD0.1ccとの比較を行った。OARの

各臓器でD2ccを算出した。 

結果は，直腸と膀胱のICRU基準点での2D/3D計画間の誤

差は，直腸0.2±0.8Gy(-2.2～1.0Gy)，膀胱0.1±0.4Gy(-1.2

～0.6Gy)であった。3D計画でのICRU基準点とD0.1ccとの

差は直腸0.1±0.6Gy(-0.8～1.1Gy)，膀胱-3.0±1.5Gy(-5.6

～0.0Gy)であった。OARのD2ccは直腸2.4±1.0Gy(1.0～

3.2Gy)，S状結腸4.5±1.0(3.1～6.2Gy)，小腸3.1±

1.8Gy(0.0～5.2Gy)，膀胱4.2±1.0Gy(2.6～5.5Gy)であった。 

直腸のICRU点は 大線量の指標となる可能性がある一方

で，膀胱のICRU点は 大線量への反映は困難と考えられた。

S状結腸，膀胱の線量は高くなりやすいが，直腸は比較的低

線量であった。小腸は線量のばらつきが特に大きかった。 

同内容の発表を第25回日本放射線腫瘍学会学術大会にて

発表した。 

 

14. 琉球大学附属病院における，前立腺癌に対するリニア

ック(直線加速器)を用いた強度変調放射線治療(Intensity 

modulated radiotherapy:IMRT)の品質保証に関する検討

(粕谷吾朗， 有賀拓郎， 垣花泰政， 戸板孝文) 

IMRTは 新の放射線治療法であるが，治療計画(線量，線

量分布)の再現性に関する検証，ならびに位置精度への適切

な対応が，その品質を確保する上で極めて重要である。琉

球大学附属病院において，IMRT が施行された前立腺癌患者

の治療計画の検証結果から，当院のIMRTの品質保証を評価

する。 

対象と方法は，2011 年 12月～2012 年 9 月に琉球大学附

属病院においてIMRTが施行された前立腺癌12例について，

治療前の治療計画の検証を遡及的に検討した。 

IMRT 治療前の準備として，まず計画用CT を撮影(1 時間

前に排便排尿，固定具使用)後に，放射線治療計画装置
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(Eclips ver. 8.1)で IMRT の治療計画を作成し，物理チー

ム(診療放射線技師 3 名，医学物理士 1 名)による検証作業

が実施された。すなわち，治療装置(Varian Clinac iX)か

らファントム(人体組織成分に近似させた模型)へ実際に照

射し，線量計を用いた点線量(絶対線量)およびフィルムを

用いた線量分布(相対線量)について，それぞれ治療計画と

の整合性を数値化した。その結果を物理チームと 3 名の放

射線治療医で合議の上，実施の可否が決定された。 

IMRT施行時は，計画用CT撮影時と同一条件(排便排尿，

固定具)で治療寝台に患者を設定し，計画用 CT 画像と On 

board image(治療寝台上で撮影した2方向X線画像とCone 

beam CT画像)で位置照合･修正を行い，ズレがないことを確

認後に照射を行った。 

結果は，全12例の治療前の線量検証において，治療計画

と実測の誤差は照射野中心線量で0.7±0.9％であった。ま

た，線量分布の一致性は，軸位断96.5±2.3％，冠状断97.3

±1.0％，矢状断96.9±1.9％であった。全症例で検証は適

正と評価されIMRTが実施できた。現在までに明らかな再発

や重篤な合併症は認められていない。 

琉球大学附属病院でIMRTが施行された前立腺癌患者の治

療計画の治療前検証(線量，線量分布の一致性)を報告した。

今後もさらに正確で安全なIMRTが実施されるよう，検討を

進めていく予定である。 

 同内容の発表を第 115 回沖縄県医師会医学会総会にて発

表した。 

 

15. 子宮頸癌に対する強度変調放射線治療(IMRT)の臨床適

用に向けた研究(有賀拓郎， 粕谷吾朗，垣花泰政， 戸板

孝文) 

 IMRT は，全骨盤照射によるリスク臓器(OAR)線量軽減を，

Target volume(TV)内の線量を損なうことなく達成すること

が期待できる高精度放射線治療法である。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。

昨年度は治療装置に設置されている cone beam CT(CBCT)を

用いたリスク臓器の移動に伴うマージン(internal 

margin;IM)算出のための準備を開始した。CBCT にて得られ

た画像より，子宮体部/頸部の座標解析を行い，それぞれの

移動量を算出し，IM を算出する作業を進めている。また，

本邦では中央遮蔽 (central shield;CS)を用いた外照射は

一般的に行われている治療方法であり，CS により直腸･膀

胱･腸管･仙骨･腰椎等のOAR線量が減少する。そこで，過去

にCSを含む全骨盤照射で治療を行った症例のOAR線量を解

析し，その線量制約を用いてIMRTの模擬プランニングを作

成した。作成したプランにて臨床治療例と同様の検証作業

を行い，臨床導入が可能かどうか検討している。 

 

16. Ⅰ/Ⅱ期早期子宮頸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研究班山田班，JROSG， 

有賀拓郎， 戸板孝文) 

無作為割付臨床試験(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ることが示

され，世界的には手術と放射線治療は並列した第一選択と

されている。しかし，本邦では手術が第一選択とされる場

合が多い。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全国多施設から集積したデータによ

り検討している。 

現在論文執筆中。 

 

17. 中高悪性度の前立腺癌におけるホルモン療法併用放射

線治療(有賀拓郎， 小川和彦) 

当科では2004年より泌尿器科と共同で，中高悪性度の前

立腺癌においてホルモン療法と全骨盤照射を含む放射線治

療の併用療法を行っている。昨年度は治療成績および有害

事象の解析を開始した。また，前立腺局所照射の症例と比

較して，全骨盤照射を追加することで病変の制御率や生存

率，有害事象に違いが無いか併せて解析･検討している。 

 

18. T4 食道症例における当院の治療成績解析(有賀拓郎， 

粕谷吾朗， 戸板孝文) 

欧米では，2000年代前半に行われたRCTの結果を受け，

食道癌に対する治療線量は50.4Gyとするのが一般的である

が，本邦においては 60Gy 程度にて治療されることが多い。

そこで，当院にて根治的化学放射線療法が施行されたT4食

道癌の治療成績を遡及的に解析し，線量と治療成績，有害

事象との相関を解析している。 

 

19. 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 Radiological Physics and Technology に掲

載された。 

 

20. 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。 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
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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 適なＣCTスライス厚やCT

撮影条件を検討する。 

 

21. 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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腫瘍学会小線源治療部会第14回研究会, 軽井沢, 2012. 

  

PD12021: 

山城恒雄, 神谷文乃, 宮良哲博, 神谷尚, 田中悠子, 村山貞之: MDCTの列数は肺野の濃度測

定に影響を及ぼすか:ファントム実験による予想．第4回呼吸機能イメージング研究会学術集

会, 大津, 2012． 

  

PD12022: 

椿本真穂, 土屋奈々絵, 鮎川雄一郎, 村山貞之, 安隆則: Phase-contrast MRIを用いた肺高

血圧症の評価-心臓超音波検査による三尖弁圧較差との相関の検討-. 第4回呼吸機能イメー

ジング研究会学術集会, 大津, 2012. 

  

PD12023: 
神谷文乃, 神谷尚, 宮良哲博, 大城康二, 田中伸幸, 村山貞之: 充実性末梢肺結節内部の

volume histogram解析による良悪性の鑑別. 第53回日本肺癌学会総会, 岡山, 2012. 

  

PD12024: 

神谷尚, 神谷文乃, 宮良哲博, 村山貞之: 肺結節体積測定アプリケーションの結節選択部位

における誤差の評価. 第52回日本肺癌学会九州支部学術集会, 飯塚, 2012. 

  

PD12025: 

佐久川貴行, 古賀友三, 與儀彰, 伊良波裕子, 我那覇文清, 村山貞之, 斎藤誠一: 未破裂腎

欠陥筋脂肪腫(AML)に対してゼラチンスポンジ(GS)と金属コイルを用いて選択的TAEを施行し

た3例. 第35回日本IVR学会九州地方会, 福岡, 2012. 

  

PD12026: 

戸板孝文, 長井裕, 佐村博範, 百名伸之, 増田昌人, 大城峋子, 植田真一郎, 玉城信光: 沖

縄県におけるがん臨床試験･治験の推進: りゅうきゅう臨床研究ネットワークがん臨床研究部

会(第2報). 第114回沖縄県医師会医学会総会, 南風原, 2012. 

  

PD12027: 

粕谷吾朗, 戸板孝文, 有賀拓郎, 垣花泰政, 村山貞之: 琉球大学附属病院における, 前立腺

癌に対するリニアック(直線加速器)を用いた強度変調放射線治療(Intensity modulated 

radiotherapy: IMRT)の品質保証に関する検討. 第115回沖縄県医師会医学会総会, 南風原, 

2012. 

  

PD12028: 
山城恒雄: 意外と簡単かもしれない胸部CTの世界．第8回前期臨床研修医のための画像診断

セミナー, 東京, 2012． 
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PD12029: 

戸板孝文, 有賀拓郎, 粕谷吾朗, 椎名秀樹, 垣花泰政, 村山貞之, 伊良波史朗, 足立源樹, 

玉城稚奈: 沖縄県における放射線治療の地域連携. 第24回九州放射線治療セミナー, 福岡, 

2012. 

  

PD12030: 
有賀拓郎, 戸板孝文, 粕谷吾朗, 椎名秀樹, 垣花泰政, 村山貞之: 子宮頸癌IMRT準備経過報

告. 九州放射線治療セミナー, 福岡, 2012. 

  

PD12031: 
戸板孝文: 沖縄県の放射線治療の現状. 市民公開講座～がん粒子線治療とは？〜, 那覇, 

2012. 

  

PD12032: 
戸板孝文: 放射線療法の副作用について. 化学療法と放射線療法の副作用対策に関する講習

会(がん診療連携拠点病院研修会), 那覇市, 2012. 

  

PD12033: 
戸板孝文: 再発子宮体がんに対する放射線療法の位置づけ. クリニカルディスカッション〜

再発子宮体がんの治療戦略〜. 第9回婦人科がん会議, 桑名市, 2012. 

  

PD12034: 戸板孝文: 子宮がん外部照射. 第14回放射線腫瘍学夏季セミナー, 福岡市, 2012.   

PD12035: 

戸板孝文: 症例検討パネルディスカッション｢婦人科がん｣. 症例提示テーマ 子宮頸癌IB2期

症例における治療法の選択, CCRTの立場から. 第50回日本癌治療学会学術集会, 横浜市, 

2012. 

  

PD12036: 
戸板孝文: 臨床試験を通じた子宮頸癌放射線治療の標準化. 九州がんプロフェッショナル養

成協議会講演会, 福岡市, 2012. 

  

PD12037: 

アルマスリフセイン, 垣花泰政: 琉球大学の放射線部門における職業放射線モニタリング. 

第103回日本医学物理学会学術大会, 横浜, 2012. 

  

PD12038: 

垣花泰政, 戸板孝文, 粕谷吾朗, 有賀拓郎, 村山貞之: 高線量率腔内治療計画装置の計算線

量比較. 第104回日本医学物理学会学術大会, つくば, 2012. 

  

PD12039: 

Almasri H, Kakinohana Y. Reconstruction of an intracavitary applicator for cervical 

cancer brachytherapy: comparing CT and X-ray imaging. 第104回日本医学物理学会学術大

会, つくば, 2012. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 

戸板孝文: JGOG1066: 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線療法(Concurrent 

chemoradiotherapy: CCRT)に関する多施設共同第II相試験. JGOG: Japanese Gynecologic 

Oncology Group 10年のあゆみ. 特定非営利活動法人 婦人科悪性腫瘍研究機構. 62-63, 2012.

  

MD12002: 戸板孝文: 放射線治療. NHKお医者さん名鑑. 284, 2012.   

MD12003: 
戸板孝文: 3.子宮頸がん委員会報告. 1.JGOG1066 終解析結果報告. 第10回婦人科悪性腫瘍

研究機構年次会議(総会)記録集 172-174, 2012. 
  

MD12004: 

與儀彰: 第55回社会保険指導者講習会｢画像診断update－検査の組み立てから診断まで｣. 沖

縄県医師会報 48(3): 266-272, 2012.   
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先進検査医学講座 (附属病院検査部･輸血部を含む) 

 

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。 

 

2. リン脂質の栄養生理作用の実験的研究（戸田隆義） 

日々摂取する食 事中の脂質の主たるものは中性脂肪（TG）

であるが3～8％はリン脂質であることが知られている。そ

のため，リン脂質の栄養生理作用はこれまでに多くの研究

者が関心を寄せているが，リン脂質摂取による免疫動態の

変動についての研究は非常に少ない。そのため，我々ヒト

が日々摂取しているリン脂質の栄養生理作用について更な

る理解を深めるべく，大豆リン脂質を用いてマウスの免疫

動態に及ぼす栄養について検証する予定である。実験は，

大豆リン脂質であるホスファチジルコリン，ホスファチジ

ルセリンおよびホスファチジルイノシトールを混合した実

験食をC57BL/6マウスに与え，コンカナバリンA刺激によ

る免疫動態の変動について比較を行う。リン脂質の種類別

による免疫変動作用について検証を行い，新たなリン脂質

の栄養生理作用についての理解を深める。 

（本研究は、琉球大学分子生命科学研究センター 屋教授

との共同研究である） 

 

3. 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，循環器･腎臓･神経内科学講座(大屋祐輔教授)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。 

 

4. 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，循環器･腎臓･神経内科学講座(大屋祐輔教授) お

よびゲノム医科学講座(陣野吉廣教授)との共同研究である。

 

 

B. 研究業績 
 

著   書     

BD12001： 
山根誠久: ツベルクリン反応 (ツ反). ナースのための検査値ガイド, 207, 総合医学社, 東

京, 2012. 
C 

 
原   著     

OD12001: 

Millet J, Miyagi-Shiohira C, Yamane N, Mokrousov I, Rastogi N. High-resolution 

MIRU-VNTRs typing reveals the unique nature of Mycobacterium tuberculosis Beijing 

genotype in Okinawa, Japan. Infect Gene Evol 12: 637-641, 2012. 

A 

OD12002: 

伊佐 和貴, 山内 恵, 新垣 直彦, 山根誠久: IMMULITE 2000XPiを用いたs-IgE抗体測定試薬

「イムライズ アラスタットIgEⅡ」の評価. 日本臨床検査自動化学会会誌 37 (3): 321-326, 

2012.  

B 
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OD12003: 

照屋 絵美, 山内 恵, 山根 誠久, 仲宗根勇, 宮城 郁乃, 名護 珠美, 上地 幸平, 東上里 康

司: 外来患者を対象とする採血受付から結果報告に至る所要時間, turnaround time (TAT) の

解析. 臨床病理 60 (3): 212-217, 2012.  

B 

OD12004: 
山内 恵, 新垣 直彦, 山根 誠久: 酵素免疫測定法による自己抗体測定試薬QUANTA Liteシ

リーズの性能評価. 臨床病理 60 (5): 399-406, 2012.  B 

OD12005: 

Mine Y, Nakasone I, Yamamoto Y, Utani A, Yamane N, Uezato H, Takahashi K. Dissemination 

of Panton-Valentine leukocidin-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus in 

Okinawa, Japan. J Dermatol. doi: 10. 1111/j.1346-8138. 2012. 01569. x, 2012.  
A 

OD12006: 

山内 恵, 伊佐 和貴，新垣 直彦, 山根 誠久: IMMULITE 2000XPi による可溶性インター

ロイキン2 受容体測定の精度評価と他のバイオマーカーとの比較. 医学と薬学 68(5): 

883-889, 2012.  

C 

OD12007: 
菅原 麻世, 東上里 康司, 山根 誠久: 睡眠習慣と夜型生活スタイルが沖縄県在住勤労者

の血圧日内変動に与える影響. 臨床病理 60 (11): 1058-64, 2012.  B 

OD12008: 

Inafuku M, Nagao K, Nomura S, Shirouchi B, Inoue N, Nagamori N, Nakayama H, Toda T, 

Yanagida T. Protective effects of fractional extracts from Opanellus serotius on 

non-alcoholic fatty liver disease in obese, diabetic db/db mice. British J Nutr.Doi: 

10. 1017/S0007114511003485. 107: 639-649, 2012 

B 

OD12009: 

Nukitransan N, Okabe T, Toda T, Inafuku M, Iwasaki H, Oku H. Anti-obesity activity of 

Peucedanum japonicum Thunb Extract on obese diabetic animal model C57BL/6J Ham Slc-ob/ob 

mice. Int. J Life Sci. Med Res 2: 28-34, 2012 

B 

OD12010: 

Nukitrangsan N, Okabe T, Toda T, Inafuku M, Iwasaki H, Oku H. Effect of Peucedanum 

japonicum Thnb Extract on High-fat diet-induced obesity and gene expression in Mice. 

J Oleo Sci 61: 89-101, 2012 

B 

OD12011: 

Katsumata Y, Todoriki H, Higashiuesato Y, Yasura S, Willcox DC, Ohya Y, Willcox BJ, Dodge 

HH. Metabolic syndrome and cognitive decline among the oldest old in Okinawa: in search 

of a mechanism. The KOCOA Project. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 67: 126-34, 2012 

A 

 
国内学会発表     

PD12001: 
山内 恵, 伊佐 和貴, 又吉 拓, 山根 誠久: CLEIA法（化学発光酵素免疫測定法）による高感

度HBs抗原定量試薬の測定精度と有効性の評価: 第59回日本臨床検査医学会学術集会 (京都) 

  

PD12002: 

上地 幸平, 名護 珠美, 照屋 絵美, 山内 恵, 仲宗根 勇, 東上里 康司, 山根 誠久: 採血管

の削減は検体検査全体のTurnaround Time (TAT) を短縮する: 第59回日本臨床検査医学会学

術集会 (京都)  

  

PD12003: 

宮城 郁乃, 仲宗根 勇, 山根 誠久: 黄色ブドウ球菌の産生するPanton-Valentine 

leukocidin（PVL）検出用試薬, PVL-RPLA「生研」の毒素検出能の評価: 第59回日本臨床検査

医学会学術集会 (京都)  

  

PD12004: 

東上里 康司, 渡嘉敷 崇, 勝亦 百合子, 等々力 英美, 白井 こころ, 保良 昌徳, ドッジ ヒ

ロコ, 大屋 祐輔: 高齢者における N末端プロ脳性ナトリウムペプチド: 第59回日本臨床検

査医学会学術集会 (京都)  
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薬理学講座 

 

A. 研究課題の概要 
 

1. 創薬に有用な自然発症急性心筋梗塞モデルの開発 

急性心筋梗塞の発症率は，年々増加の一途を辿っている。

しかし，創薬に有用な自然発症急性心筋梗塞(AMI)モデルが

無いために，AMIに対する治療薬の開発は大きく立ち後れて

いる。我々は，NO合成酵素完全欠損マウス(triple 

n/i/eNOSs-/-)マウスが，自然発症AMIモデルであることを

報告した。しかし，残念ながら，このマウスはAMIの発症

に1年もの長期間を要し，且つ死因の僅か40%にしかAMI

は認められず，創薬研究に有用ではない。一方，慢性腎臓

病患者はAMIで突然死を来たし，基礎研究では腎臓亜全摘

動物が慢性腎臓病モデルとして使用されている。これらの

背景を踏まえて，本研究では，創薬に有用な自然発症AMI

モデルを樹立するために，triple NOSs-/-マウスにおける腎

臓亜全摘の効果を検討した。生後2ヶ月齢のオスの野生型

マウスおよびtriple NOSs-/-マウスを実験に使用した。これ

らのマウスに2/3腎臓摘出術(NX)あるいは偽手術

(sham-ope)を施行し，術後の生存率を評価した。野生型マ

ウスでは，2/3NXは生存率に影響を与えなかった。しかし，

triple NOSs-/-マウスでは，2/3NXは生存率を著明に低下さ

せ，ほぼすべてのマウスが術後4ヶ月以内に死亡した。剖

検では，84.6%の2/3NX triple NOSs-/-マウスがAMIで死亡

していた。責任冠動脈には，血栓，内膜肥厚，外膜線維化

などヒトに酷似した所見が認められた。冠危険因子の検索

では，血圧値，血漿総コレステロール値，及び空腹時血糖

値が2/3NX triple NOSs-/-マウスで有意に増加していた。更

に，血中の骨髄由来血管平滑筋前駆細胞数および心筋SDF-1

αレベルの有意な増加が認められた。我々の2/3NX triple 

NOSs-/-マウスは創薬に有用な世界初の自然発症AMIモデル

である。このAMIの成因には，高血圧，高脂血症，高血糖

などの冠危険因子や骨髄由来血管平滑筋前駆細胞が関与し

ていることが示唆された。 

 

2. Fukushima & Nixon法を応用した組織中テトラヒドロビ

オプテリンとジヒドロビオプテリン定量法の改良 

【目的】Tetrahydrobiopterin（BH4）は，芳香族アミノ酸

水酸化酵素，alkylglycerol monooxygenase，および一酸化

窒素合成酵素（NOS）の必須補因子であり，その組織内含量

はこれら酵素の重要な活性調節因子の1つである。種々の

循環器疾患ではBH4の減少が，また糖尿病などの酸化スト

レスを伴う場合には，BH4の酸化型であるdihydrobiopterin 

(BH2)の増加が観察されている。 近，私たちはBH2の増加

自体がBH4含量と無関係に内皮型NOSの機能障害を引き起

こすことを生体位ラットで報告し，組織中のBH4含量だけ

でなくBH2含量を知ることもNOS活性調節機序の理解に重

要であることを示した。従来，BH4測定の多くがFukushima 

& Nixon（FN）法に準じて行われており，BH2量は間接的に

推定されていた。そこで今回は，FN法を改良し，マウス組

織中のBH4･BH2含量をより正確に，かつ比較的簡便に測定

できる方法を開発することを目的とした。【方法】Biopterin

（B）の測定は，逆相HPLCシステム（Shimadzu，LC20）に

連結した蛍光検出器（RF-20A）により行った。BH4量は，FN

法に準じて，酸性下（BH4+BH2+B = total B）とアルカリ性

下（BH2+B）でヨウ素酸化を行い，その差から算出した。こ

れまでは，組織中のB量を無視してアルカリ性での酸化生

成物をBH2量とみなしてきたが，今回は実際にB量そのも

のを定量しBH2量を算出した。本法を適用し，マウス肝･肺･

心臓･大動脈を麻酔下に摘出して，各組織中のBH4･BH2量を

測定した。【結果】BH4･BH2･Bの標準液を測定したところ，

total Bに対する各プテリンの割合は，それぞれ90％，85％，

94％であった。検出限界は40-80 fmolであった。ラットで

の観察と同様に，methotrexateとsepiapterinの併用投与

によりマウス組織中のBH2含量の著明な増加を検出した。

【結語】本法の適用によって，従来法に比べ1.5倍の試料

を要するものの，マウス組織中BH2レベルをBH4とともに

比較的簡便に評価できることが示唆された。 

 

3．新規n/i/eNOS triple knock-out mouseの作成とその表

現型解析 

 single nNOS-KOマウス，single iNOS-KOマウス，及び

single eNOS-KOマウスはいずれも，遺伝子欠損部位が異な

る3種類のKOマウスが存在する。我々は 近，過去に作製し

たtriple n/i/eNOS KOマウスと違うsingle NOS-KOマウスの

組み合わせのtriple NOS KOマウスを作成した。まず，3つ

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。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，

新しいtriple NOS KOマウスの表現型の解析を進めている。 

 

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 

 更年期の女性では，虚血性心疾患の罹患率ならびに死亡

率が急激に増加する。本研究は，更年期女性の虚血性心疾

患に対する新たな治療法を開発する目的で，更年期障害治

療に用いられる漢方薬 三黄瀉心湯（SST）の長期投与が，

閉経モデルラットの心臓虚血再灌流障害におよぼす影響

を検討した。 

 実験では，卵巣摘出手術（OVX）あるいは偽手術（Sham）

を施したWistar系雌性ラットに，三黄瀉心湯または水を4

週間強制経口投与した。Shamラットと比較してOVXラット

では，摘出灌流心臓標本において，虚血再灌流による左室

機能障害および心筋梗塞サイズの有意な増悪を認めた。し

かし，三黄瀉心湯を投与したOVXラット（OVX/SST）では，

これらの機能的および形態学的変化の有意な改善を認め

た。心筋の誘導型NO合成酵素（iNOS）発現および

peroxynitriteレベルは，Shamラットに比してOVXラット

で有意に増加していたが，OVX/SSTラットでは，これらの
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酸化的な変化が有意に減少した。さらに，心筋のmanganese 

superoxide dismutase (Mn-SOD) 活性は，Shamラットより

もOVXラットで有意に低値を示したが，OVX/SSTラットで

は，この抗酸化酵素活性が有意に回復した。これらの結果

は，三黄瀉心湯が虚血再灌流心機能障害改善作用を示すこ

とを示唆した。そこで作用機序を明らかにするために，OVX

ラットに三黄瀉心湯とエストロゲン受容体拮抗薬

fulvestrantを投与したところ，三黄瀉心湯による虚血再

灌流左室機能障害および心筋梗塞サイズの改善作用は，有

意に阻害された。 

 以上の結果から三黄瀉心湯は，閉経モデルラットにおい

て，虚血再灌流によるiNOS発現増加の抑制によるNOx産生

ならびに細胞傷害性 peroxynitrite 産生低下を誘発し，ラ

ジカルスカベンジ作用の増強により虚血再灌流心機能障害

を改善することが明らかとなった。またこの機序には，三

黄瀉心湯含有成分の植物性エストロゲン様作用が関与する

ことが示唆された。
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胸部心臓血管外科学講座 

 

A. 研究課題の概要  

 

1. 術中脳梗塞の迅速診断法の開発（國吉，喜瀬，戸塚）（科

研費 基盤研究（C）） 

大動脈弓部の術時に，脳分離体外循環を使用して脳灌流

を維持する。その適否については，術後覚醒を待ってしか

判定が行えず，その治療が遅れて脳傷害が拡大することと

なる。その際に術中から早期に脳障害を診断し，引き続い

て治療（低体温治療）を行うことが出来たら脳障害を軽減

することが可能である。 

そこで，MEP(motor evoked potential)を術中より使用し

て，脳障害を迅速に診断する方策を開発すべく本研究を行

う。以下の課題がありそのための実験実施中である。 

1.1 確実なMEP波形の測定 

1.2 低体温とMEPの関係を明らかにする。 

1.3 脳梗塞（脳虚血）によるMEP波形との関連。 

 

2. 感染性大動脈瘤に対する，大網充填の効果に対する臨

床的効果の評価（國吉） 

感染性大動脈瘤は，通常の非感染性大動脈瘤と異なり，

人工血管置換後あるいはステント留置後においてもそれら

使用人工物に対する2次感染が問題となっている。我々は

従来から，人工物置換後に大網を充填して，被覆すること

により2次感染を予防出来ることを示してきた。更に，こ

れらを術後血管造影，造影CTの画像所見から大網被覆の効

果について検討，解明したく，研究を行っている。 

 

3. Budd-Chiari症候群に対する，手術術式の開発（國吉，

稲福） 

Budd-Chiari 症候群に対する術式として，我々が従来か

ら行っていた閉塞部分（器質化静脈内膜）の切除に加えて，

肝組織を切除していた。しかし，その切除に際して従来の

通常の剪刀による切除では，肝組織再生により再閉塞する

症例がみられる。そこで，他の切除手段である電気メス，

レーザーメスを使用してその効果について臨床的に検討し

ている。 
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TEVERの適応と限界．第112回日本外科学会定期学術集会．2012.4.12-14, 千葉. 

  

PD12008: 

永野貴昭, 比嘉章太郎, 上門あき, 神谷知里, 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: 弓部大動脈瘤に対するTEVARに伴う脳合併症．第19回大動

脈外科研究会．2012.4.13, 横浜． 

  

PD12009: 

永野貴昭, 小崎教史, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 

仲栄真盛保, 山城 聡, 國吉幸男: 弓部大動脈瘤に対するTEVARの適応と限界．第50回日本

人工臓器学会総会．2012.11.22-24, 福岡. 

  

PD12010: 

永野貴昭, 小崎教史, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 

仲栄真盛保, 山城 聡, 國吉幸男: 胸部大動脈ステントグラフト内挿術における脊髄虚血対

策-周術期管理における術中MEPモニタリング- 第50回日本人工臓器学会総会．2012.11.24

  

PD12011: 

稲福 斉, 小崎孝史, 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, 

山城 聡, 國吉幸男: 治療に難渋している体外型補助人工心臓関連血流感染の1例．第50回

日本人工臓器学会．2012.11.22-24, 福岡． 
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PD12012: 

稲福 斉1, 小崎孝史1, 神谷知里1, 新垣涼子1, 前田達也1, 喜瀬勇也1, 仲栄真盛保1, 永

野貴昭1, 山城 聡1, 國吉幸男1, 大竹弘隆2, 上原裕規2, 瀬名波栄信3, 新垣勝也3: 1)

琉球大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座, 浦添総合病院 2)循環器内科 3)心

臓外科．琉大病院における補助人工心臓治療の現状と今後の展望．第一回沖縄心不全研究会．

2012.10.25. 沖縄． 

  

PD12013: 

稲福 斉, 小崎孝史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 深町俊之, 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: ラット心筋虚血/再灌流モ

デルにおける酸化ストレスの影響と心機能障害．第14回沖縄血管病態研究会．2012.11.16, 沖

縄． 

  

PD12014: 

古堅智則, 照屋孝夫, 平安恒男, 上門あきの, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 

喜瀬勇也, 深町俊之, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男: 右上中葉合

併切除を施行し完全切除し得た非セミノーマ性胚細胞腫瘍の1切除例．第114回沖縄県医師会

医学会総会．2012.6.10, 沖縄． 

  

PD12015: 
古堅智則, 照屋孝夫, 平安恒男, 饒平名知史, 川畑 勉: 右上中葉合併切除を施行し完全切

除し得た縦隔非セミノーマ胚細胞性腫瘍の1切除例．第53回日本肺癌学会総会．2012.11.8.

  

PD12016: 
古堅智則, 照屋孝夫, 平安恒男, 國吉幸男: 両側胸腔内と脊柱管内に進展した副腎外褐色細

胞腫の1切除例．第29回日本呼吸器外科学会総会．2012.5.17, 秋田． 

  

PD12017: 

古堅智則, 照屋孝夫, 平安恒男, 上門あきの, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 

喜瀬勇也, 深町俊之, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男: 右上中葉合

併切除を施行し完全切除し得た縦隔非セミノーマ胚細胞性腫瘍の1切除例．第45回日本胸部

外科学会九州地方会．2012.7.21-22, 長崎． 

  

PD12018: 

古堅智則, 照屋孝夫, 小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 深町俊之, 稲

福 斉, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 山城 聡, 平安恒男, 國吉幸男: 化学療法後の残存腫瘍を

摘出しCR が得られた縦隔セミノーマの1例．第115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 

沖縄． 

  

PD12019: 

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, 仲栄真盛保, 新垣勝

也, 山城 聡, 國吉幸男: 感染性胸部大動脈瘤手術時の有茎大網被覆併施の中期～遠隔期成

績．第40回日本血管外科学会．2012.5.23-25, 長野． 

  

PD12020: 

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, 仲栄真盛保, 新垣勝

也, 山城 聡, 國吉幸男: 大動脈外科手術時の補助手段．第32回日本静脈学会総会．

2012.6.6-7, 埼玉． 

  

PD12021: 

喜瀬勇也, 小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 感染性大動脈瘤に対する

in-site人工血管置換後、大網被覆の有用性 －術後右胃大網動脈(RGEA)造影からみた検討

－． 第65回日本胸部外科学会定期学術集会．2012.10.17-20, 福岡． 

  

PD12022: 

喜瀬勇也, 小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 大動脈弁温存基部再建術(David 手

術)16 例の検討．第115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 沖縄． 

  

PD12023: 

喜瀬勇也, 上門あきの, 比嘉章太郎, 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, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 

遠位側灌流下大動脈遮断時の脊髄分節動脈圧および脊髄血流の変化に関する実験的研究 -主

に体血圧変化との相関について-．第112回日本外科学会定期学術集会．2012.4.12-14, 千葉．

  

PD12024: 

前田達也, 小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 喜瀬勇也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 遠位弓部大動脈瘤に対する Zenith 

TX2 pro-form deviceの使用経験．第115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 沖縄． 

  

PD12025: 

前田達也, 比嘉章太郎, 上門あきの, 神谷知里, 新垣涼子, 喜瀬勇也, 仲栄真盛保, 永野貴

昭, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男: 胸部大動脈破裂･切迫破裂症例に対する緊急ステントグ

ラフト治療．第40回日本血管外科学会．2012.5.23-25, 長野． 
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PD12026: 

前田達也, 永野貴昭, 小崎教史, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 喜瀬勇也, 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: 胸部大動脈瘤に対する

Zenith TX2 deviceの初期成績．第45回日本胸部外科学会九州地方会．2012.7.21-22, 長崎．

  

PD12027: 

前田達也, 小崎教史, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 

仲栄真盛保, 永野貴昭, 山城 聡, 國吉幸男: 感染性胸部大動脈瘤に対し、大動脈瘤開窓およ

び大網充填術を施行した胸部ステントグラフト内挿術（TEVER）の２例．第50回日本人工臓器

学会．2012.11.22-24, 福岡． 

  

PD12028: 

前田達也, 小崎孝史, 神谷知里, 新垣涼子, 喜瀬勇也, 深町俊之, 古堅智則, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 胸部大動脈ステントグラ

フト内挿術後の遠隔期にグラフト穿孔による再手術を施行した１例．第13回血管病態研究会．

2012.1.13, 沖縄． 

  

PD12029: 

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, 深町俊之, 古堅智則, 

稲福斉, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男:  意識障害で発

症した急性大動脈解離の1 手術例．第114回沖縄県医師会医学会総会．2012.6.10, 沖縄． 

  

PD12030: 

新垣涼子, 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, 

山城 聡, 國吉幸男: 意識障害で発症した急性大動脈解離の１手術例．第45回日本胸部外科

学会九州地方会．2012.7.21-22, 長崎． 

  

PD12031: 

新垣涼子, 小崎教史, 神谷知里, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 左前下行枝の重複病変に対する左内

胸動脈Jumping graft の1 手術例．第115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 沖縄． 

  

PD12032: 

新垣涼子, 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, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男: 僧帽弁置換術に合併した左室破裂の検討-一

時的保存療法の有用性-．第42回日本心臓血管外科学会．2012.4.18-20, 秋田． 

  

PD12033: 

神谷知里, 山城 聡, 比嘉章太郎, 上門あきの, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 仲栄真盛

保, 永野貴昭, 新垣勝也, 國吉幸男: 簡便なElephant trunk 作成法．第40回日本血管外科

学会．2012.5.23-25, 長野． 

  

PD12034: 

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, 深町俊之, 古堅智則, 

稲福斉, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城聡, 國吉幸男: 僧帽弁弁輪石灰

化が原因と考えられた僧帽弁穿孔の一例．第114回沖縄県医師会医学会総会．2012.6.10. 沖

縄． 

  

PD12035: 

神谷知里, 小崎教史, 比嘉章太郎, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福 斉, 永野貴昭, 

山城 聡, 國吉幸男: Marfan症候群 再胸腹部大動脈置換術を施行した一例．第45回日本胸

部外科学会九州地方会．2012.7.21-22, 長崎． 

  

PD12036: 

神谷知里．小崎教史, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 稲福 斉, 仲栄真盛保, 永

野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 対麻痺予防を主眼においた, 胸腹部大

動脈瘤手術戦略(再々手術症例). 第65回日本胸部外科学会定期学術集会．2012.10.17-20, 福

岡． 

  

PD12037: 

神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 仲栄真盛保, 

永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 1 型VSD 術後AR に対するAVR の一手術例．第

115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 沖縄． 

  

PD12038: 

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, 深町俊之, 古堅智則, 

稲福 斉, 仲栄真盛保, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城聡, 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99回日本血管外科九州地方会．2012.2.18, 福岡．

  

PD12039: 

上門あきの, 比嘉章太郎, 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, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城聡, 國吉幸男: EVARにおける

Aorto-uni-iliacの検討．第49回九州外科学会．2012.5.18-19, 佐賀. 
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PD12040: 

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, 永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: DebakeyIIIb 

破裂に対する緊急TEVAR 後、残存胸腹部-腹部慢性大動脈解離に対し血管内治療を施行した1

例. 第114回沖縄県医師会医学会総会．2012.6.10. 沖縄． 

  

PD12041: 

比嘉章太郎．永野貴昭, 小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 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: 右肺動脈上行大動脈起始

症術後遠隔期の再建グラフト狭窄に対して再々手術を行った１例．第65回日本胸部外科学会

定期学術集会．2012.10.17-20, 福岡． 

  

PD12042: 

比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 

仲栄真盛保, 永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 右肺動脈上行大動脈起始症術後遠

隔期の再建グラフト狭窄に対して再々手術を行った一例．第115回沖縄県医師会医学会総会．

2012.12.9, 沖縄． 

  

PD12043: 

比嘉章太郎, 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, 新垣勝也, 山城 聡, 國吉幸男: 感染性胸部大動脈瘤に対する治療方針の

検討．第42回日本心臓血管外科学会．2012.4.18-20, 秋田． 

  

PD12044: 

小崎教史, 比嘉章太郎, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 稲福 斉, 

永野貴昭, 照屋孝夫, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 順行性選択的脳灌流を使用した可及

的全上行大動脈置換術．第45回日本胸部外科学会九州地方会．2012.7.21-22, 長崎． 

  

PD12045: 

小崎教史, 神谷知里, 新垣涼子, 前田達也, 喜瀬勇也, 古堅智則, 深町俊之, 稲福 斉, 仲

栄真盛保, 永野貴昭, 平安恒男, 山城 聡, 國吉幸男: 巨大肝動脈瘤切除血行再建および

CABG を行った一例．第115回沖縄県医師会医学会総会．2012.12.9, 沖縄． 
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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，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。 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。 

 

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。 

 

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。 

 

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 
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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 new 

born; 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。 

 

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 

とする。 

 

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，斎川仁子，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。 

 

10.  海外における活動 

平成10年10月から垣花脩(平成14年退職，サンディエゴに在

住)が留学して以来，垣花学，笹良剛史，徳嶺譲芳，中村清

哉，渕上竜也，大城匡勝が，カリフォルニア大学サンディエ

ゴ校に留学し，それぞれ研究成果をあげてきた。平成13年12

月末徳嶺譲芳が帰国し，脊髄虚血傷害に対する脊髄幹細胞の

移入効果の研究を継続している。平成15年9月から平成17年6

月まで中村清哉が，その後渕上竜也が留学し，研究を発展さ

せた。渕上の後平成20年11月からは，大城匡勝が留学し，平

成21年3月末帰国，研究結果をBr J Pharmaに掲載。平成24年

12月末から神里が留学し共同研究を継続している。 
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B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
垣花学: 新しい人工呼吸. 麻酔科学レビュー2012, 天羽敬祐（編）, 249-53, 総合医学社, 東

京, 2012. 
(C)  

BD12002: 
垣花学, 成田年: オピオイド～基礎を知って臨床で使いこなす～. 克誠堂出版株式会社, 東

京, 2012. 
(C)  

BD12003: 

渕辺誠, 花城久米夫, 須加原一博: 【超音波ガイド下末梢神経ブロック(上級編)】 ビーチチ

ェア位の上肢手術における麻酔管理 全身麻酔の問題点を回避しながら, 周術期患者満足度

の向上を目指す. LiSA 19: 854-859, メディカル･サイエンス･インターナショナル, 東京, 

2012. 

(C) 

 
原   著     

OI12001: 

Kondo Y, Higa-Nakamine S, Noguchi N, Maeda N, Toku S, Isohama Y, Sugahara K, Kukita I, 

Yamamoto H. Induction of epithelial-mesenchymal transition by flagellin in cultured lung 

epithelial cells. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 15: 1057-69, 2012. 

(A) 

OD12001: 

菱沼典正, 田中聡, 川真田樹人, 川口昌彦, 吉谷健司, 内野博之, 垣花学, 松本美志也, 瀬

尾勝弘, 山田芳嗣: 運動誘発電位モニタリングの現状 アンケート調査による検討．麻酔 61: 

1291-1298, 2012. 

(B) 

OD12002: 

神里興太, 渕上竜也, 照屋孝二, 宮田裕史, 垣花学, 須加原一博: 生体インピーダンス法と

ブドウ糖初期分布用量により水分評価を行った蘇生後の1症例. 日本集中治療医学会誌 19: 

427-8, 2012. 

  

 
症 例 報 告     

CI12001: 

Kondo Y, Shiohira S, Kamizato K, Teruya K, Fuchigami T, Kakinohana M, Kukita I. Vascular 

hyperpermeability in pulmonary decompression illness: 'the Chokes' . Emerg Med Aus 24: 

460-2, 2012. 

(A) 

CD12001: 

神里興太, 野口信弘, 渕上竜也, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博: 目標制御注入により術後

フェンタニル投与量調整を行った開腹胆嚢摘出術後疼痛管理の1症例. 麻酔 61: 1362-5, 

2012. 

(B) 

CD12002: 
植村岳暁, 山里真美, 福田貴介, 須加原一博: 気管チューブ抜管後上気道閉塞をきたした頸

部郭清術施行患者の1症例. 日本歯科麻酔学会雑誌 40: 52-53, 2012. 
(B) 

CD12003: 
福田貴介, 植村岳暁, 渋谷鉱, 須加原一博: プロピオン酸血症患児の歯科治療における全身

麻酔経験. 日本歯科麻酔学会雑誌 40: 312-313, 2012. 
(B) 

 
総   説     

RI12001: 
Tsutsui M, Ohya Y, Sugahara K. Latest evidence in endothelium-derived hyperpolarizing 

factor research.  Circ J 76: 1599-600, 2012. 
(A) 

RD12001: 

渕上竜也, 大城匡勝, 垣花学, 宮田裕史, 神里興太, 西啓亭, 斉川仁子, 桃原志穂, 兼村大

介, 福田貴介, 植村岳暁, 居垣紗織, 新垣かおる, 田所貴弘, 釜野武志, 福地綾乃, 小田浩

央, 安達康祐, 宜野座到, 久保田陽秋, 和泉俊輔, 安部真教, 野口信弘, 比嘉達也, 照屋孝

二, 中村清哉, 須加原一博: Surgical Apgar Scoreを術後患者の重症度判定に活用しよう！. 

臨床麻酔 36: 937-943, 真興交易株式会社, 東京, 2012. 

(C) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Kakihana R, Abe M, Noguchi N, Oshiro M, Sugahara K. Surgical apgar score can predict 

postoperative complications in nonagenarian patients. 2012 annual meeting of American 

Society of the Anesthesiologists, Washington DC, U.S.A., October 13-17, 2012. 
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PI12002: 

Kakinohana M, Kamizato K, Iseki S, Fukuda T, Sugahara K. Expression of D-serine in the 

spinal cord after transient ischemia in mice. 40th annual meeting of Society for 

neuroscience in anesthesiology and critical care, Washington DC, October 11-12, 2012.

  

PI12003: 

Tsutsui M, Noguchi K, Matsuzaki T, Sakanashi M, Nakasone J, Uchida T, Tanada M, Kubota 

H, Sugahara K, Ohya Y. Dihydrobiopterin causes endothelial nitric oxide synthase 

dysfunction in rats in vivo. Annual meeting of AHA Scientific Sessions, Los Angels, 

California, U.S.A., Nov 3-7, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 

神里興太, 渕上竜也, 宜野座到, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博:  

EAA (endotoxin activity assay) は重症敗血症に対する治療効果を予測できるか-エンドトキ

シン吸着療法施行症例における検討— 第16回エンドトキシン血症救命治療研究会, 日本橋三

井ホール, 1.27-28,2012. 

  

PD12002: 

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

(Argyle-PICCキットTM)の使用経験. 第39回日本集中治療医学会学術集会, 幕張メッセ, 

2.28-3.1,2012. 

  

PD12003: 

近藤豊, 合志清隆, 渕上竜也, 照屋孝二, 神里興太, 宜野座至, 伊波明子, 垣花学, 須加原

一博, 久木田一郎: 交通事故による2b型腸間膜損傷患者を集学的治療にて救命したPCASの一

例. 第39回日本集中治療医学会学術集会, 幕張メッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12004: 

兼村大介, 渕上竜也, 神里興太, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博: デクスメデトミジンが有

効だった離脱症候群が疑われたデルモイド腫瘍切除術後の1小児症例. 第39回日本集中治療

医学会学術集会, 幕張メッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12005: 

照屋孝二, 淵辺誠, 神里興太, 渕上竜也, 垣花学, 須加原一博: Airway pressure release 

ventilation (APRV) 管理中に発生した気胸, 皮下気腫の検討. 第39回日本集中治療医学会学

術集会, 幕張メッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12006: 

神里興太, 渕上竜也, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博: 新型インフルエンザウイルス(H1N1) 

肺炎後侵襲性肺アスペルギルス症の1救命例. 第39回日本集中治療医学会学術集会, 幕張メ

ッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12007: 

渕上竜也, 神里興太, 平山千佳, 和泉俊輔, 兼村大介, 新垣かおる, 照屋孝二, 垣花学, 須

加原一博: 非常用電源系統と自家発電装置の連携の不具合からICUでの診療が制限された台

風下の停電. 第39回日本集中治療医学会学術集会, 幕張メッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12008: 

大山（川満）智子, 屋良愛子, 高志武千賀子, 上原佳代, 渕上竜也, 垣花学, 須加原一博: ア

ンカーファーストを用いた挿管チューブ固定による口腔内及びスキントラブルの比較検討. 

第39回日本集中治療医学会学術集会, 幕張メッセ, 2.28-3.1,2012. 

  

PD12009: 
垣花学, 須加原一博: 新たな脊髄虚血モデルを用いた遅発性脊髄障害のメカニズム. 第16回

日本神経麻酔･集中治療研究会, 岡山コンベンションセンター, 4.13-14,2012. 

  

PD12010: 
神里興太, 大城匡勝, 宮田裕史, 須加原一博: 球大学におけるSurgical Apgar Score 

医療安全ワークショップ“いのちをまもるパートナーズ”. 京都テルサ, 4.28-29,2012. 

  

PD12011: 

渕辺誠, 須加原史子, 平良裕子, 花城久米夫, 須加原一博: Aisys (GE Healthcare) による新

鮮ガス流量1L/分（FiO2=0.45）の低流量麻酔は安全に施行可能である. 日本麻酔科学会第59

回学術集会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  

PD12012: 
垣花 学: 回復室における呼吸数モニタリング ～RRa in RR～. 日本麻酔科学会第59回学術集

会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  

PD12013: 
垣花 学: 「アウトカム」という視点で麻酔管理を考えてみませんか？～周術期の循環管理モ

ニタリング～. 日本麻酔科学会第59回学術集会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  



86 

PD12014: 

和泉俊輔, 新垣かおる, 久保田陽秋, 大城匡勝, 須加原一博:  

腹部ステントグラフト内挿術においてSurgical Apgar ScoreとACEF Scoreは予後を予測でき

るか. 日本麻酔科学会第59回学術集会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  

PD12015: 

波照間友基, 比嘉達也, 中村清哉, 安部真教, 須加原一博: 脳脊髄液漏出のある患者9症例

での脳槽シンチグラフィーとMRI所見, 精神症状とブラッドパッチ効果の検討. 日本麻酔科

学会第59回学術集会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  

PD12016: 

西 啓亨, 兼村大介, 新垣かおる, 垣花学, 須加原一博:  

頭頸部手術患者での筋弛緩薬･拮抗薬投与に関する検討. 

日本麻酔科学会第59回学術集会, 神戸, 6.7-9,2012. 

  

PD12017: 

大久保潤一, 比嘉達也, 安部真教, 中村清哉, 須加原一博:  

器質的疾患に類似し, 急激な症状悪化を呈した身体表現性疼痛障害の2症例 

日本ペインクリニック学会第46回大会, 島根くにびきメッセ, 7.5-7,2012. 

  

PD12018: 
渕上竜也: 当ICUでの陰陽圧体外式人工呼吸（Biphasic Cuirass Ventilation; BCV）を用い

た呼吸管理. 第34回日本呼吸療法医学会学術総会, 沖縄, 7.14-15,2012. 

  

PD12019: 

安部真教, 比嘉達也, 中村清哉, 須加原一博:  

プレガバリン内服後に体重増加と低血糖の頻度が増加した有痛性糖尿病性神経障害の1症例.

日本ペインクリニック学会第46回大会, 島根くにびきメッセ, 7.5-7,2012. 

  

PD12020: 

福田貴介, 植村岳暁, 須加原一博:  

下顎枝矢状分割術に対するtransitional opioidについてーモルヒネとフェンタニルの比較.

第40回日本歯科麻酔学会総会･学術総会, アクロス福岡, 10.4-6,2012. 

  

PD12021: 

神里興太, 渕上竜也, 照屋孝二, 西啓亨, 垣花学, 須加原一博:  

術後に挿入したスパイナルドレナージが奏功した胸部大動脈ステントグラフト内挿術の１症

例. 日本心臓血管麻酔学会第17回学術大会, 仙台, 9.15-16,2012. 

  

PD12022: 
呉屋太章, 川端徹也, 與座浩次, 須加原一博: 新生児期に脳硬膜動静脈瘻に対し血管内治療

を施行した症例の麻酔経験. 日本小児麻酔学会第18回大会, 栃木, 9.28-29,2012.           

  

PD12023: 

山本秀幸, 近藤豊, 野口信弘, 仲嶺三代美, 前田紀子, 徳誠吉, 礒濱洋一郎. 久木田一朗, 

須加原一博: レジオネラ肺感染症におけるフラジェリンのII型肺胞上皮細胞に対する影響. 

日本肺サーファクタント･界面医学会第48回学術研究会, 熊本, 10.27,2012. 

  

PD12024: 
宜野座到, 垣花学, 須加原一博: 呼気セボフルラン濃度1.9％で指示動作可能であった1症

例. 日本臨床麻酔学会第32回大会, 福島（郡山), 11.1-3,2012. 

  

PD12025: 
宮田裕史, 大城匡勝, 神里興太, 須加原一博: 手術室の安全管理 サージカルアプガースコア

ー(SAS)の紹介とその有用性について. 日本臨床麻酔学会第32回大会, 福島, 11.1-3,2012. 

  

PD12026: 

照屋愛, 神里興太, 新垣かおる, 垣花学, 須加原一博:  

重度心不全患者に対し肺動脈カテーテルおよびIDVGを用いて循環管理を行った1症例. 

日本蘇生学会第31回大会, 滋賀ピアザ淡海, 11.23-24,2012. 

  

PD12027: 

植村岳暁, 山里真美, 福田貴介, 垣花学, 砂川元, 須加原一博: 頸動脈再建を伴う頸部廓清

術にInvos5100CTMが有用であった１症例. 第22回九州歯科麻酔シンポジウム, 長崎, 

3.10,2012. 

  

PD12028: 
兼村大介, 中村清哉, 比嘉達也, 安部真教, 須加原一博: 胃下垂に合併した難治性心窩部痛

の治療経験. 第30回九州ペインクニック学会, 福岡, 3.3,2012. 

  

PD12029: 
神里興太, 渕上竜也, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博: 急性肺傷害に対し顆粒球吸着療法を

施行した1例. 第22回日本集中治療医学会九州地方会, 鹿児島県医師会館, 7.14,2012. 

  

PD12030: 

照屋愛, 西啓亨, 斎川仁子, 渕上竜也, 垣花学, 須加原一博:  

肺胞蛋白症患者の全肺洗浄において、体内水分動態をモニタリングし周術期管理を行った一

例. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 
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PD12031: 

新垣かおる, 和泉俊輔, 神里興太, 斎川仁子, 垣花学, 須加原一博: 口腔内出血に対する止

血術を行ったOsler-Rendu-Weber病患者の全身麻酔. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 

9.8,2012. 

  

PD12032: 
幾世橋美由紀, 桃原志穂, 宮田裕史, 須加原一博: 経尿道的尿管結石破砕術後に重症敗血症

性ショックを起こした１例. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 

  

PD12033: 

金城健太, 和泉俊輔, 斎川仁子, 神里興太, 垣花学, 須加原一博: 癒着胎盤における帝王切

開および腹式子宮全摘術に対して大動脈内バルーンによる出血コントロール中の酸素化測定

を試みた１例. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 

  

PD12034: 
須加原史子, 平良裕子, 渕辺誠, 花城久米夫: ドロペリドール投与により術後錐体外路症状

を来した２症例. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 

  

PD12035: 
平良すみれ, 居垣紗織, 久保田陽秋, 斎川仁子, 垣花学, 須加原一博: 食道癌手術後に多発

性脳梗塞を呈した１症例. 九州麻酔科学会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 

  

PD12036: 

佐久川陽子, 神里興太, 宮田裕史, 垣花学, 須加原一博: 挿管困難を認めたCoffin-Siris症

候群患児に対しエアウエイスコープ小児用イントロックが有用であった一例. 九州麻酔科学

会第50回大会, 久留米, 9.8,2012. 

  

PD12037: 

近藤豊, 仲嶺三代美[比嘉], 野口信弘, 前田紀子, 徳誠吉, 須加原一博, 久木田一朗, 山本

秀幸: 培養肺胞細胞のフラジェリン処理による上皮間葉移行の誘導. 第85回日本生化学学

会, 福岡, 12.14-16,2012. 

  

PD12038: 

筒井正人, 野口克彦, 松崎俊博, 坂梨まゆ子, 仲宗根淳子, 内田太郎, 新垣久美子, 久保田

陽秋, 須加原一博, 大屋祐輔: 内皮型NO合成酵素(eNOS)の新しい活性調節機構 ラット血管

内Dihydrobiopterin(BH2)増加によるeNOS機能障害. 第41回日本心脈管作動物質学会, 秋田, 

2.10-11,2012. 

  

PD12039: 

筒井正人, 野口克彦, 松崎俊博, 坂梨まゆ子, 仲宗根淳子, 内田太郎, 新垣久美子, 久保田

陽秋, 須加原一博, 大屋祐輔: 内皮型NO合成酵素(eNOS)の新しい活性調節機構 ラット血管

内Dihydrobiopterin(BH2)増加によるeNOS uncouplingの惹起. 第85回日本薬理学会年会, 京

都, 3.14-16,2012. 

  

PD12040: 

佐久川卓, 棚原陽子, 中村清哉, 仲本譲, 外間惟夫, 栗山登至, 増田昌人, 宇野司: 体温上

昇後フェンタニル貼付剤から吸収増大が疑われた１症例. 第17回日本緩和医療学会, 神戸, 

6.21-22,2012. 

  

PD12041: 

照屋愛, 西啓亨, 斎川仁子,福地綾乃, 渕上竜也, 垣花学, 須加原一博: 体内水分動態をモニ

タリングし周術期管理を行った肺胞蛋白症患者の一例. 第37回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 

沖縄, 9.1,2012. 

  

PD12042: 

新垣かおる, 和泉俊輔, 神里興太, 斎川仁子, 垣花学, 須加原一博: 舌根部からの出血に対

する止血術を行ったOsler-Rendu-Weber病患者の全身麻酔. 第37回沖縄県麻酔･集中治療研究

会, 沖縄, 9.1,2012. 

  

PD12043: 

金城健大,和泉俊輔,斎川仁子, 神里興太, 垣花学, 須加原一博: 前置癒着胎盤における帝王

切開および腹式子宮全摘術にて大動脈内バルーンによる出血コントロールを行い, その際の

酸素化測定を試みた１例. 第37回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 9.1,2012. 

  

PD12044: 
平良すみれ, 居垣紗織, 久保田陽秋, 斎川仁子, 垣花学, 須加原一博: 多発性脳梗塞を呈し

た食道癌手術の1症例. 第37回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 9.1,2012. 

  

PD12045: 

斎藤淳一, 照屋愛, 神里興太, 照屋孝二, 渕上竜也, 須加原一博: Airway pressure release 

ventilation(APRV)施行後に循環抑制をきたした高度肥満を伴う重症熱傷の一例. 第37回沖

縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 9.1,2012. 

  

PD12046: 

渡慶次さやか, 伊波明子, 小田浩央, 大久保潤一, 伊波寛, 中原巌: バルビツレート療法中

に高度の低カリウム血症をきたした２症例. 第37回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 

9.1,2012. 
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PD12047: 

花城亜子, 徳田瑠衣, 鈴木智文, 小橋川晃代, 上川務恵, 大城匡勝: 気胸手術中に,左胸腔ド

レーンが壁側胸膜下に迷入していることが判明した1症例. 第36回沖縄県麻酔･集中治療研究

会, 沖縄, 3.17,2012. 

  

PD12048: 
桃原志穂, 和泉俊輔, 宮田裕史, 斎川仁子, 須加原一博: 経尿道的尿管結石破砕術(TUL)後に

重症敗血症を来した1症例. 第36回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 3.17,2012. 

  

PD12049: 

伊波明子, 林美鈴, 渡慶次さやか, 大久保潤一, 伊波寛, 中原巌: 硬膜外麻酔穿刺施行中に,

脊髄損傷が起こったと考えられる一症例. 第36回沖縄県麻酔・集中治療研究会, 沖縄, 

3.17,2012. 

  

PD12050: 
大久保潤一, 林美鈴, 伊波明子, 渡慶次さやか, 伊波寛, 中原巌: 帝王切開術後のエノキサ

パリンと硬膜外麻酔の併用. 第36回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖縄, 3.17,2012. 

  

PD12051: 

田所貴弘, 神里興太, 渕上竜也, 照屋孝二, 垣花学, 須加原一博: 心臓大血管手術後の人工

呼吸管理ー抜管基準,およびNPPVの有用性の検討ー. 第36回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 沖

縄, 3.17,2012. 

  

PD12052: 

兼村大介, 中村清哉, 比嘉達也, 安部真教, 須加原一博: Cornell Medical Index心理検査

(CMI)で正常を示した難治性心窩部痛患者の治療経験. 第36回沖縄県麻酔･集中治療研究会, 

沖縄, 3.17,2012. 
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救急医学講座 

 

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 respiratory 

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。 

 

3.ER救急の研究（久木田一朗, 近藤 豊） 

 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, 症例報告等を行っている。 

 

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） 

 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置(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（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

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） 

 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。 

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 久木田一朗: 肺損傷(VILI/VALI), 人工呼吸器合併症の予防＆ケア 呼吸器ケア, 8-15, メデ (B) 
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ィカ出版, 東京, 2012. 

BD12002: 
久木田一朗: イラストでわかる人工呼吸器合併症の呼ぼうケア. 呼吸器ケア, 126: 8-15, メ

ディカ出版, 東京, 2012. 
(B) 

BD12003: 
近藤豊: 喘息発作にステロイド… 何か留意することはないですか. 救急レジデントのTIPS. 

5-7, 医学書院, 東京, 2012. 
(B) 

BD12004: 近藤豊: 魚骨が腸管穿通?. 救急レジデントのTIPS, 23-25, 医学書院, 東京, 2012. (B) 

BD12005: 
近藤豊: 尿管結石だと思っていたら…. 救急レジデントのTIP, 238-240, 医学書院, 東京, 

2012. 
(B) 

BD12006: 
久木田一朗: 緊急時の輸液路の確保とモニタリング・リスクマネジメント. わかりやすい輸液

管理Q&A –研修医からの質問398-, 15-21, 総合医学社, 2012. 
(B) 

BD12007: 
久木田一朗: 高二酸化炭素許容人工換気. はじめての人工呼吸管理 –基本がわかると先が見

える-, 154-158, 中外医学社, 東京, 2012. 
(B) 

BD12008: 久木田一朗: 高温による障害（熱中症）. 今日の治療指針, 54871-872, 医学書院, 東京 2012. (B) 

BD12009: 
久木田一朗: 呼吸中枢とは. ナーシングケア, Q&A 呼吸管理とケア ー病態生理から学ぶ臨

床のすべてー, 41: 38-39, 総合医学社, 東京, 2012. 
(B) 

 
原   著     

OI12001: 

Yutaka Kondo, Sayomi Higa-Nakamine, Nobuhiro Noguchi, Noriko Maeda, Seikichi Toku, 

Yoichiro Isohama, Kazuhiro Sugahara, Ichiro Kukita, and Hideyuki Yamamoto. Induction 

of epithelial-mesenchymal transition by flagellin in cultured lung epithelial cells.  

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol; published ahead of print October 12, 2012. 

(A) 

OI12002: 

Nobuhiro Noguchi, Yutaka Kondo, Noriko Maeda, Sayomi Higa-Nakamine, Seikichi Toku, 

Junichi Maruyama, Yoichiro Isohama, Ichiro Kukita, Kazuhiro Sugahara, and Hideyuki 

Yamamoto.†Phosphorylation of epidermal growth factor receptor at serine 1047 by MAP 

kinase-activated protein kinase-2 in cultured lung epithelial cells treated with 

flagellin.†Archives of Biochemistry and Biophysics, doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2012.11.006 2012 

(A) 

OI12003: 

出口宝, 富田秀司, 近藤豊, 合志清隆, 久木田一朗, 寺田尚弘, 玉城信光: 災害亜急性期か

ら慢性期における医療支援活動に関する検討   ―東日本大震災･大槌町における検証から―. 

日本医師会雑誌 140(11): 2361-2367, 2012. 

(B) 

 
症例報告     

CI12001: 

Yutaka Kondo, Shinya Shiohira, Kota Kamizato, Koji Teruya, Tatsuya Fuchigami, Manabu 

Kakinohana, and Ichiro Kukita. Vascular hyperpermeability in pulmonary decompression 

illness - 'the chokes'. Emergency Medicine Australasia 24(4): 260-262, 2012. 

(A) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Y Kondo, T Abe, S Deguchi, Y Kuba, H Mitsunaga, H Sekiguchi, K Kohshi, I Kukita. 

Satisfaction survey among medical staff involved in relief operations following the 

Great East Japan Earthquake and Tsunami. 32nd International Symposium on Intensive Care 

and Emergency Medicine. Brussels, Belgium. 2012.3. 

  

PI12002: 

Yutaka Kondo, Hideyuki Yamamoto, Ichiro Kukita. Bacterial flagellin may lead to lung 

fibrosis through epithelial-mesenchymal transition of alveolar epithelial cells. 25th 

Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine. Lisbon, Portugal. 

2012.10. 

  

PI12003: 

Yutaka Kondo, Masataka Fukami, Ichiro Kukita. Increased Serum Procalcitonin Levels in 

Decompression Illness. Pan-Pacific Emergency Medicine Congress 2012, Seoul, Korea. 

2012.10. 
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国内学会発表     

PD12001: 

潮平親哉, 近藤 豊, 合志清隆, 井上治, 久木田一朗: 著明な血管透過性亢進を呈した呼吸

循環型減圧症, いわゆるチョークスの一例. 第9回沖縄クリティカルケア研究会, 沖縄, 

2012.2. 

  

PD12002: 
近藤豊, 出口宝, 合志清隆, 久木田一朗, 久場良也: 東日本大震災でのアンケート調査によ

る医療支援効果の検討-沖縄県JMATから-. 第17回日本集団災害医学会, 金沢, 2012.2. 

  

PD12003: 

近藤豊, 合志清隆, 渕上竜也, 照屋孝二, 神里興太, 宜野座到, 伊波明子, 垣花学, 須加原

一博, 久木田一朗: 交通事故によるⅡb型腸間膜損傷患者を集学的治療にて救命したPCASの

一例.第39回日本集中治療医学会, 千葉, 2012.2. 

  

PD12004: 
近藤豊, 久木田一朗, 平安恒男, 国吉幸男: 大学病院における Acute Care Surgeon 育成のた

めの胸部心臓血管外科研修. 第26回日本外傷学会, 東京, 2012.5. 

  

PD12005: 

近藤豊, 仲嶺(比嘉)三代美, 野口信弘, 前田紀子, 徳 誠吉, 須加原一博, 久木田一朗, 山

本秀幸: 培養肺胞細胞のフラジェリン処理による上皮間葉移行の誘導. 平成24年度生化学学

会九州地方会, 福岡, 2012.5. 

  

PD12006: 

関口浩至, 徳嶺友彦, 兼城隆行, 仲間康敏, 岩渕悠介, 妹尾真美, 佐藤陽子, 馬場基男, 松

本強: Polysomnography(PSG)受信者数の性差の要因について考える. 第37回日本睡眠学会, 

横浜, 2012.6. 

  

PD12007: 
潮平親哉, 近藤豊, 合志清隆, 久木田一朗: 呼吸循環管理に難渋したチョークスの一救命例. 

第16回救急九州地方会, 宮崎, 2012.5. 

  

PD12008: 
関口浩至, 近藤豊, 久木田一朗: 表面筋電図を使用した補助呼吸筋の活動分析 ～努力呼吸時

の僧帽筋の役割について考える～. 第34回日本呼吸療法医学会, 沖縄, 2012.7. 

  

PD12009: 

山本秀幸, 近藤豊, 野口信弘, 仲嶺三代美, 前田紀子, 徳誠吉, 礒濱洋一郎, 久木田一朗, 

須加原一博: レジオネラ肺感染症におけるフラジェリンのII型肺胞上皮細胞に対する影響. 

第48回日本肺サーファクタント･界面医学会学術研究会, 熊本, 2012.10. 

  

PD12010: 

関口浩至, 近藤豊, 久木田一朗: ガイドラインの変更に伴う一次救命処置(Basic Life 

Support: BLS)の胸骨圧迫開始時間の変化 ～マネキンを使用した検証結果から～. 第40回日

本救急医学会, 京都, 2012.11. 

  

PD12011: 
冨加見昌隆, 近藤豊, 久木田一朗: 肝酵素の上昇を契機に診断した小児の外傷性副腎損傷の

一例. 第31回蘇生学会, 滋賀, 2012.11. 

  

PD12012: 

兼城隆行, 徳嶺友彦, 関口浩至, 仲間康敏, 妹尾真美, 岩淵悠介, 佐藤陽子, 馬場基男, 松

本強: 導入後1週間の使用率を用いたCPAP療法アドヒアランスの予測. 第22回呼吸ケア･リ

ハビリテーション学会学術集会, 福井, 2012.11. 

  

PD12014: 
関口浩至, 玉城正弘: 慢性期人工呼吸-Post-ICU長期人工呼吸管理. 第34回日本呼吸療法医

学会, 沖縄, 2012.7. 
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内分泌代謝･血液･膠原病 内科学講座 

 

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

やメタボローム解析，病態モデルによるメカニズム解明を

進め，新規の治療法開拓につなげる。 

● 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，玄米食に明らかな減量効果，代謝改善効

果があることを実施した。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

界で初めて証明した (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 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。 

 

2. 血液内科 

● 沖縄県における HTLV-1 キャリアおよび低悪性度成人 T

細胞白血病リンパ腫（ATL）に関する後方視的解析 

 HTLV-1感染からATL発症に至る自然経過を明らかにする
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ことは ATL の発症メカニズムを考えるうえからも重要であ

る。沖縄県のHTLV-1キャリアおよび低悪性度ATLの臨床病

態，ATL発症および高悪性度ATLへの急性転化の増悪因子を

疫学調査にて明らかにする。また，自己免疫疾患や日和見

感染症合併の臨床病態を明らかにする。さらに沖縄県の

HTLV-1キャリアおよび低悪性度ATLに対する 適な予防法

を検討し，生存の向上を目指す。研究参加施設で抗 HTLV-1

抗体陽性が判明したHTLV-1キャリア，低悪性度ATL患者に

対して，ATLの進展，生存，合併症，既往歴，家族歴などの

臨床病態を調査する。 

● 沖縄県における HTLV-1 キャリアおよび低悪性度成人 T

細胞白血病リンパ腫（ATL）に関する前方視的解析 

 HTLV-1感染からATL発症に至る自然経過を明らかにす

ることは ATL の発症メカニズムを考えるうえからも重要で

ある。沖縄県のHTLV-1キャリアおよび低悪性度ATLの臨床

病態，ATL発症および高悪性度ATLへの急性転化の増悪因子

を疫学調査にて明らかにする。また，自己免疫疾患や日和

見感染症合併の臨床病態を明らかにする。さらに沖縄県の

HTLV-1キャリアおよび低悪性度ATLに対する 適な予防法

を検討し，生存の向上を目指す。研究参加施設で抗 HTLV-1

抗体陽性が判明したHTLV-1キャリア，低悪性度ATL患者に

対して，ATLの進展，生存，合併症，既往歴，家族歴などの

臨床病態を調査する。１年毎に血液検査，アンケート調査

を行う。 

● 沖縄県における高悪性度成人 T 細胞白血病･リンパ腫

（ATL）に関する後方視的解析 

 沖縄県7病院（県立中部病院，中頭病院，ハートライフ病

院，那覇市立病院，南部医療センター，沖縄赤十字病院，琉

球大学医学部附属病院）において2002年〜2011年の間に治療

を行った高悪性度ATLについて調査を行い，治療成績，沖縄

県特有の臨床病態を解析する。またallo-HSCT症例を抽出し，

治療成績を検討するとともに，長期生存例については分子生

物学的解析を行い，生体内動態を解明する。また2つの予後

予測モデルについて検証を行う。 

● 日本国内における 2nd line 以降の既治療慢性期慢性骨

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(バイオ製剤)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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へ 高尿酸血症と血管機能異常･動脈硬化. 日本動脈硬化学会総会プログラム･抄録集, 44: 

144, 2012. 

  

PD12011: 益崎裕章:【教育講演】肥満症と脂質代謝異常. 肥満研究, 18: 125, 2012.    

PD12012: 
益崎裕章:【ランチョン セミナー 】無症候性 高尿酸血症: 病態と治療の新展開. 第42回日

本腎臓学会西部学術大会, 沖縄, 2012.10.26. 

  

PD12013: 

益崎裕章, 小塚智沙代, 屋比久浩市, 平良伸一郎, 砂川澄人, 植田玲, 池間朋己, 山川研, 

比嘉盛丈, 島袋充生: Common diseaseの体質と環境 肥満･メタボ関連「メタボ先進県, 沖縄

から食と生活習慣を考える」. 日本体質医学会雑誌, 74: 137, 2012. 

  

PD12014: 
益崎裕章:【ランチョンセミナー】肥満2型糖尿病 診療をめぐる 近のトピックス. 第33回

日本臨床薬理学会学術総会, 沖縄, 2012.11.30. 

  

PD12015: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドロームと高血圧症 近の話題. ARBフォーラム in 

高知, 高知, 2012.1.20. 

  

PD12016: 
益崎裕章:【特別講演】高尿酸血症 病態と治療の新展開. 高尿酸血症学術講演会 in 長崎, 長

崎, 2012.1.24. 

  

PD12017: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドロームと高血圧症 メタボサルタンによる治療展望. 

北河内ARBフォーラム2012, 大阪, 2012.1.28. 

  

PD12018: 
益崎裕章:【特別講演】PPARを切り口にメタボリックシンドローム診療を考える. 第6回埼玉

PPAR研究会学術講演会, 埼玉, 2012.2.1. 

  

PD12019: 

益崎裕章:【特別講演】糖尿病の予防 -沖縄クライシスから学ぶ 食の医学･食育の重要性-. 平

成23年度食生活改善推進員団体リーダー九州ブロック研修会, 沖縄, 2012.2.2. 

  

PD12020: 
益崎裕章:【講演】食の嗜好性をめぐる分子メカニズムと医学応用. 第3回Cell Metabolism & 

Communication Conference, 東京, 2012.2.4. 

  

PD12021: 
益崎裕章:【特別講演】糖尿病診療と療養指導: 近のトピックスと未来潮流. 沖縄県中部地

区糖尿病標準治療推進委員会推奨講演会, 沖縄, 2012.2.16. 

  

PD12022: 

益崎裕章:【特別講演】あなたの脂肪を希望に変えるヒント: 食の嗜好性をめぐる内分泌学と

分子栄養学. 愛媛大学大学院消化器･代謝生物学コースフォーラム 第33回愛媛内分泌代謝疾

患懇話会, 愛媛, 2012.2.24. 
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PD12023: 

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2回

研究推進委員会講演会, 沖縄, 2012.2.29. 

  

PD12024: 
益崎裕章:【特別講演】沖縄における肥満症･糖尿病 研究と新たな医学応用. 第13回阪神生活

習慣病研究会, 兵庫, 2012.3.8. 

  

PD12025: 
益崎裕章:【特別講演】糖尿病診療をめぐる新しい潮流. 学術講演会 薬剤師のための糖尿病プ

ログラム2012, 沖縄, 2012.3.13. 

  

PD12026: 

益崎裕章:【特別講演: 高尿酸血症とメタボリックシンドローム】Metabolic Stress Eraser と

しての特異的キサンチン酸化酵素阻害薬の意義. 帝人ファーマ生物医学総合研究所講演会, 

東京, 2012.3.30. 

  

PD12027: 
益崎裕章:【特別講演】沖縄における健康長寿･抗肥満研究. 学術講演会 第23回CLINICAL 

UPDATE FORUM, 大阪, 2012.4.5. 

  

PD12028: 
益崎裕章:【講演】 近の医学の進歩から肥満と糖尿病 を考える. 学術講演会 第2回健康長

寿を目指す食事 シンポジウム 玄米食を考える, 沖縄, 2012.4.7. 

  

PD12029: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドローム型高血圧症に対する治療戦略. 学術講演会 

ARBフォーラム in 長岡, 新潟, 2012.5.24. 

  

PD12030: 
益崎裕章:【特別講演】沖縄における新しいメタボリックシンドローム研究と医療応用. 学術

講演会 メタボリックシンドロームの真髄に迫る, 富山, 2012.5.25. 

  

PD12031: 

益崎裕章:【特別講演】生体リズム障害と糖尿病･メタボリックシンドローム: 新たなリスクと

して注目される睡眠障害･シフトワーク. 学術講演会 睡眠と生活習慣病フォーラム, 沖縄, 

2012.5.29. 

  

PD12032: 
益崎裕章:【特別講演】沖縄におけるメタボリックシンドローム研究: 炎症・分子栄養学･創薬

をめぐる 近の知見. 免疫･炎症セミナー 第8回例会, 秋田, 2012.6.1. 

  

PD12033: 
益崎裕章:【講演】食行動の改善効果をもたらす糖尿病･メタボリックシンドローム予防食品. 

JST主催琉球大学新技術説明会2012, 東京, 2012.6.15. 

  

PD12034: 
益崎裕章:【講演】PPARγ活性化によるクリニカルベネフィット. Hypertension Meeting 2012 

講演会, 東京, 2012.6.17. 

  

PD12035: 
益崎裕章:【講演】肥満高血圧症の成因と治療に関する 新知見. メタボリックシンドローム

のリスクファクターを有する高血圧の治療, 東京, 2012.6.21. 

  

PD12036: 
益崎裕章:【講演】分子栄養学から新しい糖尿病医療の構築へ. 第15回熊本糖尿病フォーラム, 

熊本, 2012.6.29. 

  

PD12037: 
益崎裕章:【特別講演】糖尿病・肥満症に伴う高血圧症: 治療戦略をめぐる新しい視点. 学術

講演会：糖尿病合併高血圧症を考える, 岐阜, 2012.7.4. 

  

PD12038: 

益崎裕章:【特別講演】脳機能と食行動変容に焦点を当てたメタボリックシンドローム予防の

新しいアプローチ学術講演会. 第5回Cardio-Metabolic Syndrome Conference (CMS研究会), 

名古屋, 2012.7.5. 

  

PD12039: 
益崎裕章:【特別講演】 近の内科学の進歩を展望する: 琉球大学第二内科の年間活動報告. 第

2回琉球大学医学部第二内科同門会主催講演会, 沖縄, 20120.7.7. 

  

PD12040: 
益崎裕章:【特別講演】日本屈指のメタボ県，沖縄における新しい抗糖尿病･抗肥満医療の試み. 

第10回東北マルチプルリスクファクター研究会, 宮城, 2012.7.10. 

  

PD12041: 
益崎裕章:【特別講演】糖尿病診療の 近の話題: DPP-4阻害薬の活かし方. 福岡市南区内科

医会学術講演会, 福岡, 2012.7.18. 

  

PD12042: 
益崎裕章:【特別講演】無症候性高尿酸血症: メタボリックストレスを消去するキサンチンオ

キシダーゼ阻害剤への期待. 佐賀県医師会学術講演会, 佐賀, 2012.8.9. 

  

PD12043: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドロームと高血圧症: 近の捉え方. Hypertension 

and Metabolic Syndrome Seminar, 奈良, 2012.8.11. 
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PD12044: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドローム臨床をめぐる 近の話題 時間生物学から分

子栄養学まで. 淡路医師会地域医療支援病院研修会, 兵庫, 2012.8.18. 

  

PD12045: 
益崎裕章：【特別講演】糖尿病･肥満症･高血圧症の治療戦略をめぐる新しい視点. 第1回MetS 

Forum 徳島 メタボリックシンドロームの克服に向けて, 徳島, 20120.8.22. 

  

PD12046: 
益崎裕章:【基調講演(糖尿病・内分泌領域)】PPARγ活性化のクリニカルベネフィット. 高血

圧オピニオンリーダーカンファレンス, 東京, 2012.9.2. 

  

PD12047: 
益崎裕章:【特別講演】代謝･内分泌学の視点から脂肪肝の病態を考える. 第64回岡山肝疾患

懇話会, 岡山, 2012.9.11. 

  

PD12048: 

益崎裕章:【特別講演】肥満･2型糖尿病の診療にチアゾリジン誘導体(PPAR･アゴニスト)が欠

かせない理由. 糖尿病治療講演会: インスリン抵抗性改善の意義を再考する, 沖縄, 

2012.9.13. 

  

PD12049: 
益崎裕章:【特別講演】食とライフスタイルの分子医学: メタボリックシンドローム予防の新

しいチャレンジ. 出雲糖尿病フォーラム, 島根, 2012.9.20. 

  

PD12050: 
益崎裕章:【講演】これからの糖尿病診療: 新しい知見と効果的対策. 糖尿病と感染症講演会, 

沖縄, 2012.9.26. 

  

PD12051: 
益崎裕章:【特別講演】沖縄における糖尿病医療の新しいアプローチ: 食行動変容に関わる脳

科学の進歩と医療応用. 大阪糖尿病病診連携セミナー, 大阪, 2012.10.13. 

  

PD12052: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドローム診療をめぐる 近の知見. 生活習慣病学術

講演会, 茨城, 2012.10.24. 

  

PD12053: 
益崎裕章:【講演】糖尿病に役立つ食事の工夫. 第48回全国糖尿病週間市民公開講座, 沖縄, 

2012.10.27. 

  

PD12054: 
益崎裕章:【特別講演】メタボリックシンドロームと高血圧症: 時間生物学・分子栄養学をめ

ぐる 近の知見. 高血圧学術講演会, 神奈川, 2012.11.2. 

  

PD12055: 
益崎裕章:【特別講演】生活習慣病をめぐる 近のトピックス: 薬剤･栄養･運動. 沖縄県生活

習慣病改善プログラム(LSMP)学術講演会, 沖縄, 2012.11.8. 

  

PD12056: 
益崎裕章:【特別講演】ライフスタイルの分子医学: 2型糖尿病･肥満症 診療における新しい

視点. 長崎糖尿病学術講演会, 長崎, 2012.11.9. 

  

PD12057: 
益崎裕章: 無症候性高尿酸血症: 血管病予防を目指す新たな治療標的. M3.Web講演会, 

2012.12.5. 

  

PD12058: 
益崎裕章:【講演】沖縄発新規メタボ予防戦略: 分子栄養学からのアプローチ. 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, 2012.12.19. 

  

PD12059: 
益崎裕章, 植田玲, 平良伸一郎, 屋比久浩市, 伊波多賀子, 小塚智沙代, 新川葉子, 山川研, 

池間朋己, 島袋充生: メタボリック症候群と大血管障害. 糖尿病, 55: 41, 2012. 

  

PD12060: 
喜友名しのぶ，西由希子，玉城啓太，森近一穂，仲地佐和子，友寄毅昭，益崎裕章: 筋肉内ア

ミロイドーシスを契機に診断されたIgG4関連疾患の一例. 沖縄医学会雑誌, 51: 59, 2012. 

  

PD12061: 

島袋わかな，玉城啓太，仲地佐和子，森近一穂，西由希子，友寄毅昭，益崎裕章: 難治性成人

T細胞白血病リンパ腫（ATLL）に対してモガムリズマブ投与後に, 著明なリンパ球減少が遷延

した１例. 沖縄医学会雑誌, 51: 50, 2012. 

  

PD12062: 

森近一穂，仲地佐和子，玉城啓太，西由希子，難波多恵子，友寄毅昭，益崎裕章: 不明熱の原

因精査に骨髄生検が有用であったホジキンリンパ腫の1例. 沖縄医学会雑誌, 51: 175, 2012.

  

PD12063: 

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, 山川研, 比嘉盛丈, 島

袋充生, 益崎裕章: 肥満モデルマウスを用いた, 血中テストステロン低下の耐糖能に及ぼす

影響. 糖尿病, 55: S-278, 2012. 
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PD12064: 

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. 糖尿病, 55: 73, 2012. 

  

PD12065: 

中地あやこ, 山入端敦, 砂川澄人, 平良伸一郎, 幸喜毅, 難波多恵子, 長崎明利, 平良直也, 

益崎裕章: 甲状腺悪性リンパ腫(Burkitt-like lymphoma)の稀な一例. 日本内分泌学会雑誌, 

88: 530, 2012. 

  

PD12066: 

仲村英昭, 難波豊隆, 中山良朗, 砂川澄人, 伊波多賀子, 平良伸一郎, 屋比久浩市, 池間朋

己, 益崎裕章, 屋良さとみ: 睡眠時無呼吸症候群に認められる24時間尿中カテコラミン値の

上昇. 日本内科学会雑誌, 101: 291, 2012. 

  

PD12067: 

仲村英昭, 土井基嗣, 難波豊隆, 中山良朗, 砂川澄人, 植田玲, 平良伸一郎, 伊波多賀子, 

屋比久浩市, 池間朋己, 山川研, 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

と診断した症例. 日本内分泌学会雑誌, 88: 371, 2012. 

  

PD12068: 

仲村英昭, 土井基嗣, 難波豊隆, 中山良朗, 砂川澄人, 植田玲, 平良伸一郎, 伊波多賀子, 

屋比久浩市, 新川葉子, 池間朋己, 山川研, 益崎裕章: CGMを用いた食後高血糖に対する薬物

治療の評価. 糖尿病, 55: S-260, 2012. 

  

PD12069: 

新垣桂, 嘉数真教, 島袋誠守, 眞境名豊文, 當眞武, 島袋充生, 屋比久浩市, 平良伸一郎, 

山川研, 益崎裕章, 比嘉盛丈: 当院で経験した原発性アルドステロン症例. 日本内分泌学会

雑誌, 88: 337, 2012. 

  

PD12070: 

新垣桂, 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, 益崎裕章: 巨大副腎腫瘍に原発性アルドステロン症サブク

リニカルクッシング症候群を合併した1例. 第12回日本内分泌学会九州地方会抄録集, 22, 

2012. 

  

PD12071: 

比嘉盛丈, 新垣桂, 眞境名豊文, 當眞武, 屋比久浩市, 平良伸一郎, 山川研, 益崎裕章: 原

発性副甲状腺機能亢進症において症候別に解析した際の相違点. 日本内分泌学会雑誌, 88: 

335, 2012. 

  

PD12072: 

土井基嗣, 平良伸一郎, 仲村英昭, 難波豊隆, 中山良朗, 砂川澄人, 植田玲, 伊波多賀子, 

屋比久浩市, 池間朋己, 山川研, 益崎裕章, 笹野公伸: 左副腎にコルチゾール産生腺腫およ

びアルドステロン産生腺腫を有し, 術後にパニック障害の顕著な改善を認めた1例. 日本内

分泌学会雑誌, 88: 312, 2012. 

  

PD12073: 

植田玲, 土井基嗣, 難波豊隆, 仲村英昭, 中山良朗, 砂川澄人, 伊波多賀子, 平良伸一郎, 
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皮膚病態制御学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 日本におけるリーシュマニア症の分子生物学的診断•治

療とエクアドルやペルーにおけるリーシュマニア症のフィ

ールドワーク  

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皮膚型リー

シュマニア症10例,粘膜皮膚型3例,計13例あり,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 5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。  

現在,当教室は高知大学医学部寄生虫学教室（橋口義久名

誉教授）,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（加藤大智准教授）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。なお,今まで行ってきた上記施設との

エクアドルやパキスタンのリーシュマニア症流行地調査研

究を今後も継続する予定である。 

 

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。 

海洋危険生物による皮膚障害の総説を３回にわたって西

日本皮膚科学会雑誌で公表した。 

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, 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HTLV１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•
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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。 

 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 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 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: 次世代シークエンサーによる解析などを,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DNA PCR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。 

2: 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,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。 

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. 抗酸菌感染症  

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。今後もごく少数例ではあるが,散発

的にみられる可能性がある。 

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。大きく多菌型と少菌型に分けられ，宿主側の免疫機

能,状態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。 

 

5. 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，体部白癬の集団発生が問題となっている。県内の一団体

の集団検診をしたところ，複数のTrichophyton Tonsurans陽

性者が複数みつかった。定期的な培養検査では，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
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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，

早期治療が救命に重要である。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，早期治療につなげたい。 

 

6. HTLV-1感染者におけるATLリンパ腫と菌状息肉症の鑑別 

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。 

 

7. 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。 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,沖縄県では琉球大学附属病院の

みでも1987年から2012年までの26年間で古典型カポジ肉

腫27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 39 例の古典型•免疫抑制

型カポジ肉腫症例のうち,18例 (約46%) 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。 

 

8. 沖縄県におけるHTLV-Ⅰ感染者の疫学 

HTLV-Ⅰ感染者は九州•沖縄地方に多いことは周知のこと

である。しかし,沖縄県における HTLV-Ⅰの感染状況とその

発病率とその動向,および臨床像に関しての調査は少ない。

また,HTLV-Ⅰは HTLV-Ⅰ関連脊髄症(HAM)やぶどう膜炎(HU)

といった HTLV-Ⅰ関連疾患のみならずシェーグレン症候群

といった自己免疫疾患との関連が指摘されている。そのた

め,当科では抗 HTLV-1 抗体陽性者における臨床像について

調査することとした。2003年から2012年までに琉球大学医

学部附属病院受診患者の抗 HTLV-1 抗体の有無を調査し,陽

性者における下記の臨床像について調査することとした。

抗体陽性者数の推移,抗体陽性者における成人T細胞白血病

•リンパ腫(ATLL)の発症率および,随伴した膠原病および皮

膚科関連疾患について調査することとした。調査結果は倫

理委員会の審査を受けたのち論文投稿を行う予定である。 

  

9. 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 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 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



105 

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 exercise-induced 

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, 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。2012年度は「悠香®の茶の雫石鹸」被害者

特設外来にてこれまで当科が診断した12人に加え6人の新

規被害者を確定診断した。その結果を厚生労働科学研究の

一環として行われた「医薬部外品,化粧品による全身性アレ

ルギー症例の詳細調査」に報告した。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。 

 

10. 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, COL1A1- PDGFB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。 

 

11. 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。 

 

12. 皮膚疾患に対する伝達麻酔下での外科的治療 

高齢化に伴い皮膚潰瘍や皮膚悪性腫瘍の割合は近年増加
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傾向にある。その一方で,年齢や基礎疾患などの要因で全身

麻酔や脊髄くも膜下麻酔が行いにくい症例も多い。それら

の症例で伝達麻酔は安全性, 鎮痛性などの観点から有用で

あると考えられる。皮膚腫瘍や皮膚潰瘍の手術において伝

達麻酔を使用した症例を蓄積し, その有効性, 安全性, 合

併症などの検討を行っている。 

 

13. 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。 

 

14. 皮膚腫瘍について 

沖縄での皮膚悪性腫瘍の特徴として,紫外線の影響による

腫瘍が多い。光線性角化症，有棘細胞癌はその代表的なもの

である。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。毛包系腫瘍や毛嚢に関わ

るpilonidal sinus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•出血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～2012 年の間に琉球大学では50 例以上の

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 1～2

年程度で死亡することが多い。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。

軟部肉腫に対する分子標的治療薬の使用など,全国で一番

罹患数の多い当県でそのデータを検討していくことが今後

の本疾患の治療の進歩につながるものと考え,その治療効

果などを統計学的に検討していく。この腫瘍は培養が困難

であり， 世界での報告例も少ないため, 腫瘍培養を確立さ

せ今後の研究や治療に発展させたい。 

 

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,2012年では

手術症例数は359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， 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変形•組織欠損をきたすこと

も多いため，手術では完全切除が必須であるが，必要 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，放射線療法など集学的治療を

おこなっている。 

 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おり，沖縄県では当施設のみ

で行える検査である。センチネルリンパ節生検を行う事で

不要なリンパ節廓清を避け,術後のQOLの改善が見込まれる。

また,治療としての側面も持つことから,今後予後に対する

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。
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消化器･腫瘍外科学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 肝門型胆道癌切除における先行血管再建(処理)術式の

開発 (白石祐之，石野信一郎，西巻正) 

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，その中でも血行再建(処

理)術式が一括切除を達成するためにもっとも重要な手段

である。これに関して，全生存曲線，手術時間，出血量，

長期生存例の解析，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，石

野信一郎，西巻正) 

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拡大肝葉切除，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，金城達也，

伊禮靖苗， 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，

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

してきた結果，内括約筋全切除術での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。 また，部分的な外肛門括約筋合併切除も

機能温存が可能で有った。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。 

 

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，金城達也，伊禮靖苗，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 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，重粒子

線治療を含めた集学的治療の可能性を検討している。  

 

5. 大腸癌腹膜播種症例の治療 (佐村博範，金城達也，伊禮

靖苗， 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 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，高率に合併症が起こりうる治療手技でもあり，

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 7 例に同治療を施行しており，

長期生存例を認めている。  

 

6. 腹腔鏡補助下大腸切除術 (佐村博範，金城達也，伊禮靖
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苗， 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，cN０(臨床病期でリンパ節転移なし)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。また，更なる Less Invasive Surgery をめざ

し，主に左側大腸癌でReduced Port Surgeryとhybrid NOTES 

(Normal Orifice Translumenal Endoscopic Surgery)の可

能性についても検討している。 

 

7. Ca/Mgおよび牛車腎気丸による支持療法下における大腸

癌に対する術後補助化学療法としてのXELOX療法の効果･安

全性確認試験(第 II 相試験)(佐村博範，金城達也，伊禮靖

苗， 西巻正) 

大腸癌化学療法で有る XELOX 療法の主な副作用の末梢神

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。XELOX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

状が回復するが，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

漢方薬とカルシウム･マグネシウムを使用することで，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，金城達也，伊禮靖苗，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，XELOX療法，SOX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，金城達也，伊禮靖苗，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- (佐村博範，金城達也，伊禮

靖苗，西巻正) 

(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
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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

している。 

 

11. 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- (佐村博範，金城達也，伊禮靖苗，西

巻正) 

 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する他施

設共同臨床試験に参加している。 

 

12．StageⅢa/b大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法

としてのG-SOX療法の安全性･継続性に関する検討 (佐村博

範，金城達也，伊禮靖苗，西巻正) 

 大腸癌術後補助化学療法で有るオキサリプラチンを含む

治療におけるオキサリプラチン独特の有害事象である神経

障害の低減を確認する試験である。 

併用する5-FU系抗がん剤にS-1を用い，胃がんで有用性と安

全性が報告されているL-OHPを130mg/m2から100mg/m2に減量

したG-SOX療法を用いる術後補助化学療法の安全性･有効性

を確認する。 

 

13. 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，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。 

 

14. 食道癌術前化学療法の治療効果予測 (下地英明，西巻

正，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，

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。

現在，現在食道癌術前化学療法の治療効果予測因子を検討

中である。 

 

15. 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，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。 

 

16. 進行食道癌に対する DCS 療法の検討 (狩俣弘幸，下地

英明，西巻正) 

 食道癌に対する化学療法としては，FP療法やFAN療法が

代表的だが，いまだ効果の少ない症例も多く， 近三剤併

用療法の効果が期待されている。我々は StageⅢ/Ⅳといっ

た進行胃癌に対する，DCS(TS-1，DOC，CDDP)療法の有効性

報告してきた。現在，進行食道癌に対する DCS 療法の治療

効果と安全性について検討中である。 

 

17. HER2 過剰発現の治癒切除不能な進行･再発胃癌に

対してトラスツズマブを含む併用化学療法を行った

症例の治療成績の観察研究(KSCC1105) (下地英明，西

巻正，狩俣弘幸) 

国際共同第Ⅲ相臨床試験である ToGA 試験の結果

に基づき，2011 年 3 月 10 日に「HER2 陽性の治癒切除

不能な進行･再発胃癌」に対しトラスツズマブの適応

が承認された。これまで，日本人の HER2 過剰発現が

確認された進行･再発胃癌に対しトラスツズマブを使

用し，継続的に観察された報告はない。今回，HER2 過

剰発現が確認された治癒切除不能な進行･再発胃癌に

対し，トラスツズマブを含む併用化学療法を施行した

症例のデータを収集し，トラスツズマブ併用化学療法

の安全性と有効性等を検討する多施設共同の観察研究

に参加施行中である。 
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18. 胃癌肝限局性転移の外科治療に関する後ろ向き

コホート研究(KSCC1302) (下地英明，西巻正，狩俣弘幸) 

胃癌取り扱い規約 14 版および胃癌治療ガイドライン 

2010 年 10 月改訂版第３版では，肝転移は M１と診断され，

根治切除不能と判断される。このため，標準的治療は全身

化学療法であり，肝転移は全身病と考えられ外科的治療は

否定的である。しかしながら，肝臓への単独転移で切除可

能な場合には肝部分切除やラジオ波焼灼が考慮され，良好

な成績が散見されるが，胃癌の肝限局性転移症例に対する

外科治療の有用性は未だ不明である。 

胃癌肝限局性転移の外科治療の意義を明らかにすべく，多

施設による胃癌肝限局性転移の外科治療が施行された症例

の後ろ向きコホート研究を，主要評価項目: 全生存期間，

副次的評価項目: 無増悪生存期間(再発を含む)，探索的評

価項目: 肝転移外科治療後の予後因子とし，多施設共同の

後ろ向きコホート研究に参加施行中である。 

 

19. 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。 

 

20. 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。 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。 

 

21. 乳がんにおける上皮間充織転換(EMT)マーカーの検討 

(国仲弘一， 天願敬， 西巻正) 

 乳がんのサブタイプ分類 (Table.1)のうち，ホルモン感受

性を有する Luminal A， B タイプの治療においては，ホル

モン療法が治療の中心となる。しかしながら，より生物学的

悪性度が高いとされるLuminal B タイプの場合，例えば術後

補助療法等に化学療法の上乗せが推奨されるが，Luminal A 

と B を分ける明確な基準は未だ存在しない。また，Oncotype 

DXや MammaPrint 等のmulti gene analysis は比較的その判

断において正確であると考えられているが，1検体で40万円

以上と非常に高価である。 

 一方，がんの転移のメカニズムにおいて，以前より EMT が

広く研究されている。これはがん細胞が細胞間接着を失い，

基底膜から浸潤し，血管やリンパ管から体循環に入るまでの

一連の変化である。この過程で変化するタンパク質としてこ

れまでに多くのものが報告されている。Luminal タイプの乳

がんにおいて，EMT に関するタンパク質(以下，EMT マーカ

ー)の発現具合と再発や予後との相関を調べ，より生物学的

悪性度の高い群を同定するために本研究を計画した。現在広

く用いられている組織グレードや Ki-67 labeling index の

みでは同定できない予後不良群を拾い上げる事が本研究の

終目標である。また，我々は乳がん再発症例においても，

可能な限り積極的に再発巣の生検を行っている。これは，再

発した際にサブタイプが変化している事があるからである。

この様な場合，治療を根本から見直す必要がある。一方，再

発巣で Luminal タイプと判明しホルモン療法を行っても，

治療に反応せず不幸な転機をたどる症例が存在する。この様

な症例には 初から化学療法を行うことも考慮されるが，未

だ判定基準が存在しないため，EMT マーカーを候補の一つと

して探索する。 

 

22. HER2陰性T4b 乳がんに対するベバシズマブ併用術前化

学療法の初期経験 (国仲弘一， 堤綾乃， 西巻正) 

 背景: 近年，アンスラサイクリン及びタキサン系薬剤を中

心とした術前･術後化学療法の発達によりある程度腫瘍径の

大きな乳がんに関しても治療成績が向上しつつある。一方で，

皮膚浸潤を伴うT4b 乳がんに関しては予後不良である事が

知られており，実臨床上も早期再発などを経験し，しばしば

治療に難渋する。この様な T4b 乳がんに対し，GeparQuinto

やNSABP B-40 等の臨床試験にて，ベバシズマブ(以下BV)の

上乗せ効果及び安全性が報告されるようになった。 

目的: T4b 乳がんに対し，術前化学療法としてベバシズマブ

を上乗せし，その有効性，安全性を検討する。 

方法と対象: 2011年9月にBVが本邦で進行･再発乳がんに保険

適応となって以降，当科で治療を行ったHER2陰性 T4b 乳が

ん症例を対象とした。術前化学療法として，AC 4サイクル後，

パクリタキセル＋BV 療法(以下PV療法)4サイクルを計画し

た。PV 療法は paclitaxel 90mg/m2 weekly(3投1休)+BV 

10mg/kg bi-weeklyとした。 

結果: 対象となった症例は3例で，Luminal B 2例，Basal-like 

1例であった。全例女性であり，50代1名，60代2名であった。

化学療法前腫瘍径は4cm～5cmで，全例で臨床的若しくは細胞

診で確認された腋窩リンパ節転移を認めた。いずれの症例で

も心血管系のリスク因子及び出血素因を認めなかった。2例

で PR(うち1例で clinical CR)，1例で PD であった。PR で

あった2例は， 終化学療法施行日より5週間以降に乳房切除
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及び腋窩リンパ節郭清を施行した。両者とも化学療法前は

5cm大の腫瘤を認めたが，組織学的にはclinical CR であっ

た症例(Basal-like)は 5mm大，もう一方の症例では2.5cm大

へとそれぞれ縮小を認めた。また，clinical CR であった症

例では腋窩リンパ節転移に関してはpCRであった。PD となっ

た症例はその後他の薬剤に変更したが奏功せず，PV療法 終

日より2か月後に乳房切除及び腋窩リンパ節郭清施行した。

術後全例で創部離解及び感染が認められた。副作用では1例

で Grade3 の高血圧，1例で Grade3 の末梢神経障害を認め

たが，それ以上の重篤なものは認められなかった。また，1

例で Grade1 の鼻出血を認めた。 

考察: T4b 乳がんに対する PV療法は安全に施行し得たが，

全例で創部離解を経験した。現在我々はポリフィラメント吸

収糸で真皮縫合を行っているが，PV療法の際にはナイロン糸

で皮膚縫合する等の感染対策が必要であると思われた。また，

効果に関してはBVの上乗せにより恩恵を受ける群が存在す

ると思われ，今後バイオマーカー等の同定が待たれる。 

 

23. 乳がん骨転移症例に対するデノスマブの使用経験 (国

仲弘一， 堤綾乃， 西巻正) 

背景: ヒト型抗RANKL (Receptor Activator of Nuclear 

factor kB Ligand) 抗体であるデノスマブは，海外の第三相

試験にて固形がん骨転移に対し，骨関連事象(skeltal 

related events: SRE) の予防･遅延効果においてゾレドロン

酸より優れる事が示された。本邦では2012年4月より使用可

能となり，当科ではこれまで乳がん骨転移症例11例に使用し

ている。 

目的: デノスマブを使用した乳がん骨転移症例において，有

効性･安全性を調査する。 

方法: デノスマブを使用した乳がん骨転移症例を対象とし

た。デノスマブは120mgを4～5週間毎に皮下注射した。全例

でカルシウムサプリメントを併用した。 

結果:  症例は11例で全例女性，年齢の中央値は57歳。観察

期間の中央値10.5か月。Luminal 9例，Luminal HER2 1例，

HER2 1例。全例で投与開始後に新たな SRE 発現は認められ

なかった。骨転移による疼痛を有した3例のうち，2例で不変，

1例で疼痛の改善が認められた。投与1か月後の血清カルシウ

ム値の中央値は 9.2mg/dl (8.9-9.9)。その他，顎骨壊死を

含め重篤な合併症は認められなかった。 

結論: デノスマブは乳がん骨転移症例に対する 

bone-modifying agent として，安全性，有効性に優れてい

ると思われた。 

 

24. 骨盤転移を伴う甲状腺濾胞癌症例の治療経験(国仲弘

一，堤綾乃，西巻正) 

甲状腺分化癌は比較的予後良好だが，bulky で QOL を損

なうような転移を有する場合，有効な化学療法のレジメン

が無く，治療方針の決定や治療そのものに難渋する事があ

る。今回我々は，骨盤内に bulky な転移巣を形成した甲状

腺濾胞癌症例を経験し，比較的良好な治療成績を得たので

報告する。症例は48歳女性，腰痛を主訴に近医受診したこ

ろ，左骨盤内に 8cm 大の腫瘤を指摘された。切開生検結果

にて甲状腺原発が疑われ当科紹介となった。生検組織の HE

所見では甲状腺乳頭癌若しくは濾胞癌が疑われるとの事で

あった。ブロックを取り寄せ免疫染色を施行したところ，

サイログロブリン強陽性，TTF-1陽性，CK19一部陽性，CA19-9

陰性であった。甲状腺超音波検査では左葉に 1.5cm 大の辺

縁整，辺縁低エコー帯やや不整，内部充実性･やや不整，一

部嚢胞状成分及び粗大石灰化を含む結節を認め，2回施行し

た FNA ではいずれも Class II であった。タリウムシンチ

にて同部位及び左骨盤内，左上腕骨に集積を認めた。血清

サイログロブリン値は 83，400 ng/ml と高値であった。以

上より，甲状腺濾胞癌，骨盤転移，左上腕骨転移の診断と

なった。骨盤転移が QOL を損なっており，また も予後を

規定すると考えられたため，可能であれば切除し，切除で

きた段階で甲状腺全摘及びヨード治療を計画した。まずゾ

レドロン酸使用及び TSH 抑制療法を開始した。骨盤転移に

対しては放射線外照射後に切除･骨盤再建術施行し得たた

め，その後甲状腺全摘後にヨード治療を施行した。また，

左上腕骨転移は有痛性であったため，外照射を施行した。

現在 TSH 抑制療法及びデノスマブ使用にて再燃傾向無く経

過している。 

 

25. 甲状腺片側切除における術後甲状腺機能低下症に関す

る検討(国仲弘一，堤綾乃，西巻正) 

背景･目的: 甲状腺腫瘍に対する診断･治療目的に甲状腺

片側切除は広く行われているが，術後甲状腺機能低下症の

関連因子に関する検討は少ない。今回我々は，術後甲状腺

機能低下症の関連因子を同定するために自験例を検討した。 

方法: 2003年1月から2012年12月の10年間に，甲状腺腫

瘍に対して当科で施行された葉切除及び葉峡部切除例を対

象とした retrospective cohort study。 

峡部切除の有無，悪性の有無，性別，左右，術前 TSH 値の

各々と術後甲状腺機能低下症との相関に関し検討した。検

定にはFisher 直接法，両側検定を用いた。 

結果: 観察期間において，葉切除及び葉峡部切除は120例，

全摘は58例に施行されていた。葉峡部切除例において，対

側の一部まで切除されていた40例は除外した。更にそのう

ち術前に機能低下症が認められたもの，術後 TSH 抑制療法

が施行されたもの，データ不備のものを除外した49例で検

討を行った。症例の内訳は，女性 38 例，男性11 例。年齢

の中央値は52.5歳(26～81歳)。術後病理診断で悪性19例，

良性30例。中央リンパ節郭清は悪性で18 例，良性で4例

に施行されていた。49 例のうち，13 例(26.5%)で術後甲状

腺機能低下症に対しレボチロキシンナトリウム製剤(以下

LT4 製剤)が処方されていた。５つの検討項目において，術

後甲状腺機能低下症と有意に相関するものは無かった。峡

部切除の有無(P=0.520)，悪性の有無(P=0.95)，左右
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(P=0.209)，性別(P=0.703)，術前TSH≧1.0uI/ml(P=1.000)。 

考察: 今回の検討では，解析できた症例数が少なかった事

もあり，術後甲状腺機能低下症に関する有意な関連因子は

同定できなかった。当初，峡部切除の有無は関連すると予

想されたが，特に関連しない事が示されたのは興味深い結

果であった。 

 

26. 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， 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。 

 

27. 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。 

 

28. 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。 

 

29. 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。 

 

30. 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， 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 
 

症例報告     

CD12001: 
上原拓明, 長濱正吉, 赤松道成, 金城達也, 白石祐之, 西巻正: 二度の腫瘍切除を含む集学

的治療で，長期生存が得られた肝内胆管癌の1例. 琉球医学会誌 31: 51-56, 2012. 

(C) 
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CD12002: 
西巻正, 下地英明, 長濱正吉, 狩俣弘幸, 早坂研: 胸部食道癌に対する自律神経温存上縦隔

頸部連続郭清. 手術 66:1879-1884, 2012. 

(B) 

CD12003: 
中川裕, 長濱正吉, 金城達也, 狩俣弘幸, 白石祐之, 西巻正: AIDSに合併した仮性脾動脈瘤

の1手術例. 日本外科感染症学会雑誌 9: 735-738, 2012. 

(C) 

CD12004: 
赤松道成, 横山直行, 前田知世, 桑原史郎, 片柳憲雄, 長濱正吉, 西巻正: 胃ESD後遅発性

穿孔に対してSILSで修復した1例. 日本外科系連合学会誌 37: 951-954, 2012. 

(C) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Kuninaka K, Tsutsumi A, Matsuura F, Tengan H, Nishimaki T. A Case of Thyroid Carcinoma 

with Left Gluteus Maximus Muscle Metastasis with Clinically Aggressive Features. 13th 

Asian Association of Endocrine Surgeons Congress 2012: Congress Book 58, 2012. 

  

PI12002: 

Tengan H, Kuninaka K, Tsutsumi A, Matsuura F, Nishimaki T. Experience of Weekly 

Paclitaxel Therapy as Palliative Chemotherapy for Anaplastic Thyroid Carcinoma. 13th 

Asian Association of Endocrine Surgeons Congress 2012: Congress Book 73, 2012. 

  

PI12003: 

Matsuura F, Kuninaka K, Tsutsumi A, Tengan H, Nishimaki T. Acute Diffuse Goiter after 

Fine-Needle Aspiration Cytology: Report. 13th Asian Association of Endocrine Surgeons 

Congress 2012: Congress Book 58, 2012. 

  

PI12004: 

Tsutsumi A, Kuninaka K, Matsuura F, Tengan F, Nishimaki T. Two Cases of Tracheal Stenting 

for Airway Stenosis by Thyroid Tumour. 13th Asian Association of Endocrine Surgeons 

Congress 2012: Congress Book 59, 2012. 

  

PI12005: 
Masayoshi N, Karimata H, Kinjo T, Shimoji H, Nishimaki T. A CASE OF ACUTE PHLEGMONOUS 

ESOPHAGITIS. Diseases of The Esophagus 25 Suppl1: 161A, 2012. 

  

PI12006: 

Kinjo T, Shimoji H, Nagahama M, Karimata H, Yoshimi N, Nishimaki T. IS PREOPERATIVE 

CHEMOTHERAPY ORCHEMORADIOTHERAPY EFFECTIVE IN ERADICATING NODAL MICROMETASTASIS IN 

PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER? Diseases of The Esophagus 25 Suppl1: 41A. 2012. 

  

PI12007: 

Kinjo T, Shimoji T, Nagahama M, Karimata H, Yoshimi N, Nishimaki T. PROGNOSTIC 

SIGNIFICANCE OF SIMULTANEOUS PRESENCE OF HISTOLOGIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METASTASIS 

TO THE LYMPH NODES IN PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER. Diseases of The Esophagus 25 

Suppl1: 60A, 2012. 

  

PI12008: 

Kinjo T, Shimoji H, Nagahama M, Karimata H, Nishimaki T. DISTAL RESECTION OF A GASTRIC 

TUBE USED AS AN ESOPHAGEAL SUBSTITUTE AFTER ESOPHAGECTOMY WITH THE PRESERVATION OF BLOOD 

SUPPLY TO THE UPPER REMNANT FOR METACHRONOUSLY DEVELOPED ADENOCARCINOMA. Diseases of 

The Esophagus 25 Suppl1: 166A, 2012. 

  

PI12009: 

Shimoji H, Nagahama M, Karimata H, Kinjo T, Nishimaki T. ROLE OF R0 ESOPHAGECTOMY 

FOLLOWING INDUCTION CHEMOTHERAPY WITH OR WITHOUT CONCURRENT RADIOTHERAPY FOR T4 

ESOPHAGEAL CANCER. Diseases of The Esophagus 25 Suppl1: 83A, 2012. 

  

PI12010: 

Shimoji H, Nagahama M, Karimata H, Kinjo T, Nishimaki T. DIFFERENT OUTCOMES OF 

MULTI-MODALITY TREATMENT FOR PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER ASSOCIATED WITH 

UNFAVORABLE PROGNOSTIC FACTORS. Diseases of The Esophagus 25 Suppl1: 84A. 2012. 

  

PI12011: 

Kinjo T, Shimoji H, Nagahama M, Karimata H, Nishimaki T. Clinical implications of 

pathological and immunohistochemical parameters of limphatic spread in potentially 

curable esophageal cancer with or without preoperative treatment. The 8th International 

Symposium on Cancer Research and Therapy: 2nd Announcement ＆ Abstract: 53, 2012. 
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国内学会発表     

PD12001: 

下地英明, 西巻正, 平良伸一郎, 小橋川広樹, 橋田律, 翁長小百合, 眞栄城智子, 平良智恵

美, 白井梨代, 山川房江: 亜鉛製剤の投与が誘因と思われる銅欠乏性貧血･好中球減少を来し

た1例. 静脈経腸栄養 27: 412, 2012. 

  

PD12002: 
長濱正吉, 赤松道成, 狩俣弘幸, 下地英明, 西巻正: 術後比較的安定した経過が得られた上

腸間膜動脈血栓症の1例. 日腹部救急医会誌 32: 389, 2012. 

  

PD12003: 
田嶋公紀, 長濱正吉, 狩俣弘幸, 下地英明, 西巻正: 骨盤内膿瘍と鑑別が困難であった盲腸

粘液癌の1例. 日腹部救急医会誌 32: 449, 2012. 

  

PD12004: 
宮城良浩, 佐辺直也, 長濱正吉, 西巻正: 急性虫垂炎に対する虫垂切除後，遺残虫垂炎を認め

た1例. 日腹部救急医会誌 32: 508, 2012. 

  

PD12005: 

長濱正吉, 大城清哲, 赤松道成, 狩俣弘幸, 野里栄治, 下地英明, 佐村博範, 西巻正: 上部

消化管癌性狭窄における十二指腸ステント治療の経験. 日消病会誌 109臨増総会: A307, 

2012. 

  

PD12006: 
長濱正吉, 宮城剛, 西巻正: PEG後，早期死亡症例の検討 その適応の点から. 

Gastroenterological Endoscopy 54 Suppl.1: 1059, 2012. 

  

PD12007: 

長濱正吉, 上里安範, 堤綾乃, 赤松道成, 狩俣弘幸, 名嘉勝男, 下地英明, 西巻正: 胃瘻周

囲炎難治例に対するPEG-Jの使用経験. Gastroenterological Endoscopy 54 Suppl.1: 1235, 

2012. 

  

PD12008: 
西巻正, 下地英明, 長濱正吉, 狩俣弘幸: 進行食道癌に対する手術手技とその成績 胸部食道

癌に対する自律神経温存上縦隔頸部連続郭清. 日外会誌 113: 176, 2012. 

  

PD12009: 
白石祐之, 赤松道成, 尾下陽大, 石野信一郎, 西巻正: 進行肝門部胆管癌に対する肝門構造

の一括切除術式とその成績. 日外会誌 113: 336, 2012. 

  

PD12010: 
下地英明, 西巻正, 狩俣弘幸, 長濱正吉: cT4食道癌に対する集学的治療の効果と予後因子. 

日外会誌 113: 366, 2012. 

  

PD12011: 
狩俣弘幸, 長濱正吉, 下地英明, 西巻正: 当院におけるStageIV胃癌の臨床病理学的検討と

集学的治療. 日外会誌 113: 642, 2012. 

  

PD12012: 
佐村博範, 野里栄治, 金城達也, 西巻正: 潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡補助下大腸全摘術の

治療成績. 日外会誌 113: 645, 2012. 

  

PD12013: 
長濱正吉, 赤松道成, 大城清哲, 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: ヒト免疫不全ウイルス感染者の外科治療. 日外会誌 113: 828, 2012. 

  

PD12014: 
長濱正吉, 狩俣弘幸, 下地英明, 西巻正: 胃癌におけるステント治療の意義と問題点 切除不

能胃癌に対する十二指腸ステント治療の経験. 日本胃癌学会総会記事84回: 172, 2012. 

  

PD12015: 
狩俣弘幸, 長濱正吉, 下地英明, 西巻正: 当院におけるscirrhous胃癌に対する治療の検討. 

日本胃癌学会総会記事84回: 229, 2012. 

  

PD12016: 
長濱正吉, 狩俣弘幸, 下地英明, 西巻正: 胃癌低罹患率地域における残胃癌の特徴. 日本胃

癌学会総会記事84回: 285, 2012. 

  

PD12017: 
下地英明, 西巻正, 長濱正吉, 狩俣弘幸: 胸部食道癌術後, 異時性胃管癌に対する胃管温存

幽門側胃切除の1例. 日本胃癌学会総会記事84回: 355, 2012. 

  

PD12018: 
佐村博範, 野里栄治, 金城達也, 西巻正: 大腸癌に対する鏡視下手術の工夫 当科における腹

腔鏡補助下ISR. 日本大腸肛門病会誌 65: 404, 2012. 

  

PD12019: 
金城達也, 佐村博範, 野里栄治, 西巻正: 化学療法が奏功した切除不能進行直腸癌の1例. 

日本大腸肛門病会誌 65: 408, 2012. 

  

PD12020: 
野里栄治, 佐村博範, 西巻正: 当科における直腸腫瘍局所切除症例の検討. 日本大腸肛門病

会誌 65: 417, 2012. 

  

PD12021: 
佐辺直也, 西巻正, 呉屋英樹, 長崎拓, 吉田朝秀: 沖縄県における出生前診断された先天性

横隔膜ヘルニアの治療成績. 日小外会誌 48: 498, 2012. 

  

PD12022: 
白石祐之，赤松道成, 上原拓明, 金城達也, 西巻正: 局所進行胆嚢癌に対する肝門･肝床浸潤
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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。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CCRT を開始し2012年までに383例の治療を行

ってきた。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，新たな治療法の確立にむけ

た学内臨床試験を進めている。 

 

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 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。 

 

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。この成績をもとに，婦人科悪性腫瘍研究機

構(JGOG)における国内第Ⅲ相試験を準備中である。 

 

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 Chemoradiotherapy 

(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 

Chemoradiotherapy(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。 
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2. 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，本邦でも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: RAT)が行われ

るようになってきた。当科でも本学臨床研究倫理委員会の

承認を得て，平成21年からRATを施行している。RAT症例

の問題点を明らかにするため，中間解析を行った。これま

での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

いて後方視的検討を行った。観察期間の中央値は 14 ヵ月

(1-33ヵ月)。術中迅速検査で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。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。 

 

3. 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 co-factor 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。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，VEGF-C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。

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。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。 

 

4.子宮頸癌患者に対する根治的放射線療法，広汎子

宮全摘術後の性機能障害(ハーディング優子，仲本朋

子，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。根治的放射線療法，または広汎子宮全摘術を

受けた子宮頸癌患者189人に対し，Female Sexual Function 

Index (FSFI) 自己記入式質問紙を配布し，106 人から有効

回答を得た。放射線療法後の 60 名(RT 群)，手術療法後の

46 名(OPE 群)を対象とし，また健康女性 629 人に同調査を

実施し，有効回答の得られた148名をコントロール（C群）

として，性機能の比較を行った。年齢中央値（範囲）は，

RT群，OPE群，C群でそれぞれ，53歳（27-72），44歳(28-68)，

43 歳(33-66)であった。FSFI 総スコアーは各群それぞれ，

5.0 (2.6-34.7)，18.9 (3.4-31.2)，22.1(2-34.2)と RT 群

で有意に低く（ｐ < 0．001），年齢別の検討でも40歳以下

（各群それぞれ 3.9 [2.8-25.4]，25.5 [3.6-30.8]，24.0 

[2-33.6]: p = 0.003），50 歳以上（各群それぞれ 5.2 

[2.6-23.1]，19.4 [3.6-30.0]，18.7 [3.6-34.0]，p = 0.002）

で，RT群に有意な性機能低下を認めた。またFSFIの６つの

ドメインスコアーにおいても，RT 群が有意に低値であった

(P<0.001)。子宮頸癌患者の治療後，特に放射線療法後には，

性機能障害に対してカウンセリング，リハビリテーション
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等を考慮する必要がある。 

 

5. 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 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*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。 

 

6.子宮頸部多発嚢胞性病変の診断方法と取扱いに関する検

討（大山拓真，仲宗根忠栄，平良理恵，宮城真帆，仲本朋

子，久高亘，稲嶺盛彦，長井裕，青木陽一）  

  子宮頸部嚢胞性病変に対しては，良性疾患か悪性疾患

かを鑑別する必要がある。子宮頸部の嚢胞性病変患者14例

の診断方法とその所見， 終診断を後方視的検討した。具

体的には細胞診･組織診の所見，子宮頸部円錐切除術，MRI

検査の所見（コスモスサイン，充実部分，びまん性高信号

域の有無）と 終診断（Nabothian cyst，tunnel cluster，

LEGH，悪性腺腫，頸部腺癌等）を比較した。細胞診，組織

診では悪性疾患の有無を鑑別することはできなかったが，

円錐切除術により悪性腺腫，頸部腺癌がそれぞれ2例，LEGH

が8例，deep Nabothian cystが1例と診断可能であった。

また，前述の MRI 所見もその診断意義は比較的高いと考え

られた。 

 

7. 卵巣腫瘍のMRI良，悪性鑑別に対する拡散強調画像の有

用性の検討（仲宗根忠栄，平良理恵，宮城真帆，仲本朋子，

大山拓真，久高亘，稲嶺盛彦，長井裕，青木陽一）  

 当科で手術を行った卵巣腫瘍のうち術前 MRI 拡散強調画

像の所見と手術検体組織所見を後方視的検討し，その有用

性を評価することを目的とした。良性卵巣腫瘍32例，境界

悪性卵巣腫瘍7例，悪性卵巣腫瘍18例で検討を行った。悪

性卵巣腫瘍では全例に拡散低下を示す充実性部分が認めら

れた。一方，良性卵巣腫瘍においても皮様嚢腫，甲状腺腫

においても拡散低下を示すものがあった。この点に留意し

ながら MRI 拡散強調画像を利用することで悪性疾患の鑑別

に有用であることが示された。を示した。 

 

8. 絨毛性疾患の治療成績の検討（平良理恵，仲宗根忠栄，

宮城真帆，仲本朋子，大山拓真，久高亘，稲嶺盛彦，長井

裕，青木陽一） 

 当科で過去20年間に管理･治療を行った絨毛性疾患80例

について後方視的に検討した。胞状奇胎42例を除く非絨毛

癌群 27 例と絨毛癌群 11 例に対して治療が施行された。非

絨毛癌群27 例中 14 例に肺転移を認めた。化学療法により

全例が寛解となり現在まで再発なく経過している。絨毛癌

群の転移巣は腟1例，肺2例，肺･脳1例，肺･脳･脾臓1例

であった。EMA/CO を中心とした化学療法と集学的治療とし

て内性器摘出術（4例），放射線治療（2例），脾臓摘出術（1

例）により（重複あり）全例が寛解に至り，現在も無病生

存である。有効な抗癌剤および難治例であっても適切な集

学的治療により良好な成績がえられることを明らかにした。 

 

9.子宮体癌手術症例の予後因子，補助療法の検討（宮城真

帆，仲宗根忠栄，平良理恵，仲本朋子，大山拓真，久高亘，

稲嶺盛彦，長井裕，青木陽一） 

 2008年から2010年の3年間に当科で治療を行った子宮体

癌 103 例を後方視的に，臨床的因子（年齢，進行期，組織

型，分化度，筋層浸潤，脈管侵襲，骨盤リンパ節転移，傍

大動脈リンパ節転移，付属器転移，頸部浸潤，腹水細胞診）

と治療方法で全生存期（OS），無増悪期間（PFS）を検討し，

予後因子を明らかにすることを目的とした。上記の予後因

子のうちOS，PFS両方の予後因子となったものは，「骨盤リ

ンパ節転移あり」，「頸部浸潤あり」，「付属器転移あり」で

あった。「傍大動脈リンパ節転移あり」は OS の予後因子で

あったが，PFSに関しては予後因子ではなかった。また，「年

齢 61 歳以上」，「非類内膜腺癌」，「筋層浸潤 >1/2」，「脈管

侵襲あり」はPFSの予後因子であったが，OSの予後には関

連していなかった（以上，単変量解析）。今後，症例数と観

察期間を増やし多変量解析による予後因子解析，長期有害

事象についても検討を進めていく。 

 

10. 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，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)  

現在まで2例の登録を行い，治療継続中である。 

(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) 

現在まで8例の症例登録を行った。 

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) JCOG0602: Ⅲ，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) JCOG GCSG UPS: 予後不良組織型子宮体がん（漿液性

腺癌）についての調査研究 

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して

の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)卵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併用療法」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) 局所進行子宮頸がんⅠb2-IVa 期に対する CCRT 後の

CPT-11+NDP 併用補助化学療法に関する第 I 相試験(JGOG 

1068)子宮頸癌lb2-IVa 期に対する，CCRT後のCPT-11+NDP

併用補助化学療の 大耐用量をUGT1A1 ワイルド型/UGT1A1

単発ヘテロ型別に明らかにし，推奨用量を明らかにする試

験である。これまで，3例の症例登録を行い治療，経過観察

中である。 

  (5) 子宮頸部扁平上皮癌 Ia2 期における縮小手術の可能

性を検討するための観察研究(JGOG 1071S) 調査期間におけ

る対象症例1例を登録した。 

 (6) 再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療

法に関する調査研究(JGOG 1072S)調査期間における対象症

例63例を登録した。 

4) NK211治験 NK211（ハイカムチン）/CDDP併用の子宮頸

癌に対する臨床評価 これまで，2例の症例登録を行い治療

中である。 

5) 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プラチン併用の有

効性および安全性を評価する。平成24年には8例の症例登

録を行った。 

6) 思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子

宮頸癌の HPV16/18 陽性割合の推移に 関する長期疫学研究

(MINT project) 現在までに24例の症例登録を行った。 

7) CPT-11 特定使用成績調査（CPT-11+プラチナ製剤）2 例

の症例登録を行い，経過観察中である。 

8) GPTOC-002 LUFT試験 局所進行子宮頸癌根治放射線療法

施行例に対する UFT による補助化学療法のランダム化第Ⅲ

相比較試験 登録準備中である。 

   

11. 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 6 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23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 35

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. 多価不飽和脂肪酸がヒト卵子の受精･胚発生能に及ぼす

影響について（銘苅桂子，長田千夏，安里こずえ,平敷千晶，
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青木陽一） 

 晩婚化により初婚･初産年齢は高齢化の一途をたどり，不

妊治療を要するカップルが急増しているが，食生活と不妊

症の関連に関する情報はほとんどないのが現状である。n-3

系多価不飽和脂肪酸は必須脂肪酸であり，生体内で合成さ

れないにもかかわらず，それらを豊富に含む魚類の摂取量

は若年者において年々低下している. 特に沖縄県は肉食中

心で魚類を食す頻度が低い点が特徴としてあげられる。本

研究の目的は体外受精･胚移植(In Vitro Fertilization - 

Embryo Transfer: IVF- ET)において卵胞液内の多価不飽和

脂肪酸濃度と卵子や胚の質との関連について明らかにする

ことである。対象は男性因子または受精障害にて顕微授精

(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)の適応となっ

た不妊女性。初回の顕微授精のみを適応とする。方法は（1）

摂食アンケートによる脂肪酸摂取量と血中脂肪酸濃度の相

関：過去 1 年間の 19 の魚類･甲殻類の標準摂食量を詳細な

food frequency questionnaire (FFQ)により聴取し，脂肪

酸摂取量を算出する。アンケートより得られた魚類･甲殻類

摂食量と血中 n-6 系脂肪酸濃度（リノール酸，アラキドン

酸）および血清 n-3 系脂肪酸濃度（α-リノレン酸，EPA，

DHA）の相関関係を評価する。（2）血中脂肪酸濃度と卵胞液

中脂肪酸濃度の相関：IVF-ETにおける調節卵巣刺激はGnRH 

agonist long 法または antagonist 法とし，HMG300 単位を

初日と2日目に投与，3日目以降は225単位の連日投与とす

る。18mm以上の卵胞が2個確認できたところでhCG10000単

位を投与し，35時間後に経腟超音波ガイド下の採卵を行う。

採卵直前に静脈血を採取し遠心後血清を凍結，血清中の全

脂肪酸分画＊を測定する。同一症例のすべての卵胞液をそれ

ぞれに 2ml ずつ凍結し，全脂肪酸分画を測定し，血中脂肪

酸濃度との相関を評価する。また，血中 n-6･n-3 系脂肪酸

濃度と卵胞中n-6･n-3系脂肪酸濃度，発育卵胞数，採卵数，

受精率，採卵決定前の Estradiol 値，妊娠率との相関関係

を評価する。（3）卵胞液中脂肪酸濃度と卵子･胚の質，胚発

生能，妊娠との相関：採卵4時間後にICSIを行い，それぞ

れの卵胞液に対応する卵子についてその後の受精，胚発生

を評価する。採卵後5 日目に経腹超音波ガイド下に 1 個胚

移植を行う. 妊娠は胎嚢の確認を以て行う。それぞれの卵

胞液中n-6･n-3系脂肪酸濃度と卵胞に対応する卵子･胚の質，

胚発生能，妊娠との相関関係を評価する。ヒト生殖現象に

おける多価不飽和脂肪酸の意義を検討することにより，増

加する不妊症の原因の一つが食生活にあることが明らかに

なれば，その意義は極めて大きいものと考えられる。 

 

2. 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，長田千夏，平敷千晶，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。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 endpoint)は胚移植あたり妊娠率，

着床率，生産率とし，副評価指標(Secondary endpoint)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。 

 

3. 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，平敷千晶，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。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 ± 4.3 mIU/ml vs. 7.7 ± 1.5 mIU/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
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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. 子宮内膜症が周産期予後に与える影響～子宮内膜症合

併妊娠はハイリスク妊娠か～（銘苅桂子，安里こずえ，平

敷千晶，金城忠嗣，正本仁，青木陽一） 

子宮内膜症女性における早産，Pregnancy induced 

hypertension (PIH)，small for gestational age (SGA)の

増加が報告されているが，確定診断の得られていない臨床

的子宮内膜症症例やIVF-ET妊娠が多く含まれていることよ

り，子宮内膜症が周産期予後に与える影響について一定の

見解は得られていない。腹腔鏡手術により子宮内膜症の有

無について確定診断を得られた症例の妊娠転機を比較し，

子宮内膜症が周産期予後へ与えるリスクについて検討した。

対象は不妊精査のため腹腔鏡手術を施行後妊娠成立し，分

娩管理を行った108例とした。周産期予後に影響する41歳

以上，IVF-ET 妊娠，多胎妊娠は除外した。子宮内膜症を有

した49例をEn+群，有しない59例をEn‐群とし，両群の

妊娠転機を後方視的に比較検討した。En+ と En‐群の平均

年齢(33.0 ± 3.8 vs. 33.6 ± 4.1歳)，流産，早産，PIH

の既往頻度に有意差は認めなかった。不妊治療は En+ と

En‐群において排卵誘発がそれぞれ26.5%と30.5%，人工授

精が30.6%と32.2%に施行された。妊娠転機については，En+ 

と En‐群の流産率(18.4 vs. 18.6%)，絨毛膜下血腫発症率

(4.1 vs. 1.7%)，早産率(6.2 vs. 6.8%)，PIH発症率(12.2 vs. 

10.2%)，SGA率(2.0 vs. 1.7%)，帝王切開率(26.5 vs. 18.6%)，

分娩週数（38.9 ± 1.5 vs. 38.8 ± 1.7週），出生体重（3013.3 

± 480 vs. 2934.5 ± 639.5g） に有意差は認めなかった。

常位胎盤早期剥離は両群において認めず，En(+)群において

21 trisomy を 1 例，En(-)群において妊娠糖尿病を 1 例認

めた。今回の検討において子宮内膜症は周産期予後に影響

しないと考えられたが，今後さらなる多数例での比較研究

が必要である。 

 

5. 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，平敷千晶，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。 

 

6. 体外受精における採卵決定時の卵胞径が治療成績に及

ぼす影響（平敷千晶，銘苅桂子，平良理恵，安里こずえ，

青木陽一） 

体外受精･胚移植においては，主席卵胞径17-18mmで採卵

を決定するのが一般的である。この基準は GnRH analogue

が治療に導入される以前に決められたものであるため，下

垂体を抑制することにより治療成績が著しく変化した現在，

改めて評価される必要がある。また休日の採卵手術を避け

る等の社会的背景が治療成績に影響を及ぼさないかという

懸念もある。採卵決定時の主席卵胞径が体外受精･胚移植の

治療成績に及ぼす影響について検討した。2009年1月から

2012年8月までの期間，当科で体外受精･胚移植を施行した

203採卵，279移植周期を対象とした。採卵決定時の主席卵

胞径を20mm未満，20mm以上の2群に分類し，新鮮胚移植，

融解胚移植別に治療成績を後方視的に検討した。新鮮胚移

植において，採卵決定時卵胞径 20mm 未満群と20mm 以上群

では年齢(37 ± 4.0 vs.39 ± 3.9，p = 0.26)，FSH基礎値

(7.6 ± 2.7 vs.8 ± 3.0，p = 0.85)，不妊期間(3 ± 3.6 

vs. 3 ± 3.2，p = 0.69)，刺激日数(8 ± 1.5 vs.9 ± 2.1，

p = 0.05)，採卵前E2値(1858 ± 1409 vs. 2369 ± 1589，

p = 0.20)，採卵決定時卵胞数(10 ± 4.3 vs. 10 ± 4.6，

p = 0.61)，採卵数(9 ± 6.6 vs. 10 ± 4.6，p = 0.19)，

受精卵数(5 ± 3.7 vs. 5 ± 3.0，p = 0.95)，良好胚数(0 

± 1.5 vs. 1 ± 1.5，p = 0.06)，移植胚数(1 ± 0.5 vs. 

2 ± 0.5，p = 0.40)，凍結胚数(1 ± 1.8 vs. 1 ± 1.7，

p = 0.77)，臨床的妊娠率(21.1% vs. 28.6%，p = 0.31)，

継続妊娠率(21.1% vs. 20.9%，p = 0.98)，生児獲得率(19.3% 
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vs. 17.6%，p = 0.79)，双胎妊娠率(5.3% vs. 5.5%，p = 0.95)

の項目で有意差はなかった。hMG総投与量(1950 ± 471 vs. 

2175 ± 500，p = 0.02)，移植胚中良好胚数(0 ± 0.6 vs. 

1 ± 0.7，p = 0.02)は 20mm 以上群で有意に多かった。融

解胚移植において，20mm未満群と20mm以上群では年齢(37 

± 3.5 vs. 36 ± 4.2，p = 0.63)，不妊期間(3 ± 3.0 vs. 

2 ± 2.2，p = 0.94)，FSH基礎値(7.1 ± 2.0 vs. 7.9 ± 

2.7，p = 0.11)，移植胚数(2 ± 0.5 vs. 2 ± 0.5，p = 0.79)，

移植胚中良好胚数(0 ± 0.6 vs. 0 ± 0.7，p = 0.57)，臨

床的妊娠率(30.8% vs. 29.3%，p = 0.87)，継続妊娠率(15.4% 

vs. 18.5%，p = 0.67)，生児獲得率(15.4% vs. 14.1%，p = 

0.85)，双胎妊娠率(0% vs. 3.3%，p = 0.25)の項目で有意

差はなかった。結論として，新鮮胚移植では卵胞径20mm以

上で採卵を決定することにより移植胚中良好胚数が増加す

る可能性があるが，臨床的妊娠率，生児獲得率には有意差

を認めないことから，採卵決定を延期することが与える影

響は少ないと考えられる。同様に，引き続く融解胚移植に

おいても，採卵決定の延期が治療成績に及ぼす影響は少な

いと考えられる。 

 

7. 筋腫合併不妊症患者における筋腫核出術の意義につい

て（安里こずえ，銘苅桂子，平敷千晶，青木陽一） 

筋腫合併不妊症患者の治療転帰を調べ，筋腫核出術の意

義に関して検討を行った。2006年1月から2011年12月ま

で，挙児希望にて当科初診となった筋腫合併不妊症患者で

低3か月間フォローアップ可能であった73例を対象とし

た。当院での核出術の適応は，1.内膜圧排が著名である症

例，2.筋腫による卵管閉塞が疑われる症例，3.筋腫により

経腟超音波での卵巣描出が困難で，経腟採卵や卵胞モニタ

ーが困難な症例とした。筋腫核出術を施行した群（21 例）

の治療成績と手術を施行せず不妊治療を行った群（52 例）

の治療成績に関して後方視的に検討した。核出群と非核出

群で，平均年齢（36.8 vs. 37.2歳），不妊期間（3.3 vs. 3.8

年），筋腫 大径（69.7 vs. 56.8 mm），筋腫の個数などの

患者背景に有意差はなく，筋腫の場所にも一定の傾向はな

かった。それぞれの臨床的妊娠率は 19.1 vs. 44.2%，p = 

0.061，生児獲得率は10.5 vs. 34%，p = 0.071で有意差を

認めなかった。また，妊娠症例の予後を検討したところ，

核出群と非核出群で流産率（0 vs. 25%），早産率（0 vs. 8.3%），

帝王切開率（100 vs. 41.7%）に差をみとめなかった。手術

を施行しなかった例で，妊娠群と非妊娠群にわけて検討し

たところ，筋腫の大きさ，不妊期間，経産回数で臨床的妊

娠率に有意差はなかったが，年齢37歳未満（60 vs. 29.6%，

p = 0.026），筋腫以外に不妊因子のない症例(72.7 vs. 35.6%，

p = 0.044)で妊娠率が有意に高かった。自験例の検討では，

筋腫核出群と非核出群で臨床的妊娠率と生児獲得率は同等

で，妊娠例の周産期予後も差がなかった。若年で筋腫以外

の不妊原因がない場合は，核出術をしなくても良好な妊娠

率が得られており，手術の適応に関しては慎重に判断すべ

きである。 

 

8. IVF-ET 後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，銘苅桂子，知念行子，平敷千晶，

金城忠嗣，正本仁，青木陽一） 

IVF-ET 後妊娠では，前置胎盤，常位胎盤早期剥離，産後

出血などの産科出血が増加すると報告されている。新鮮胚

移植における調節卵巣刺激，融解胚移植におけるホルモン

補充療法，移植時の高エストロゲン環境による着床異常が，

産科出血増加の原因と推測されているがその機序はいまだ

不明である。絨毛膜下血腫は，妊娠初期から中期の産科出

血の原因となり，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。そこで，IVF-ET 後妊娠にお

ける絨毛膜下血腫の発生頻度とそのリスク因子を明らかに

することを目的とした。2008年1月～2012年2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 194 例

を対象とし，診療録を後方視的に検討した。194 例のうち

timing療法で妊娠した55例と人工授精で妊娠した72例を

non-IVF妊娠群，IVFで妊娠した67例をIVF妊娠群としIVF 

と non-IVF 妊娠群での絨毛膜下血腫発症率を比較した。ま

た，IVF妊娠群における絨毛膜下血腫発症のリスク因子の抽

出をおこなった。194例のうちtiming療法での妊娠は55例，

人工授精での妊娠は72例，IVFでの妊娠は67例であった。

Timing療法と人工授精で妊娠成立した127例をnon-IVF妊

娠群，IVFで妊娠した67例をIVF妊娠群とし，絨毛膜下血

腫発症率を比較すると，11%（14/ 127）vs. 22.4%（15/ 67）

で，IVF妊娠群で血腫発症率が有意に高かった（p = 0.035）。

IVF妊娠群において，絨毛膜下血腫発症のリスク因子を単変

量解析で検討すると，経産数≧1（経産数 0 vs. 経産数 ≧ 

1，17% vs. 47%，p = 0.039），原因不明や受精障害を除く

女 性 不 妊 症 （ not female infertility vs. female 

infertility，5.3% vs. 36%，p = 0.018），卵管性不妊症（not 

tubal disease vs. tubal disease，12% vs. 39%，p = 0.017），

媒精（媒精 vs. ICSI，31% vs. 5%，p = 0.014），融解胚移

植（新鮮胚移植vs. 融解胚移植，10% vs. 41%，p = 0.0059），

胚盤胞移植（初期分割胚移植vs. 胚盤胞移植，12% vs. 33%，

p = 0.043）で血腫発症率が高い傾向にあった。ロジスティ

ック解析を用いて多変量解析を行ったところ，parity ≧ 1 

（OR 12.3，95% CI，1.65 - 270），融解胚移植（OR 30.1，

95% CI，3.35- 854）が，絨毛膜下血腫の独立したリスク因

子となった。結論として，IVF-ET 後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となる可能性が

ある。 

 

9. 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，銘苅桂

子，平敷千晶，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
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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。 

 

10. Massive ovarian edemaに関する検討(平敷千晶，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. クローン病合併骨盤内膿瘍に対し腹腔鏡下ドレナージ

を施行し，術後麻痺性イレウスを発症した症例の検討（銘

苅桂子，安里こずえ，平敷千晶，青木陽一） 

骨盤内膿瘍は外科的対応の遅れが敗血症や DIC をきたし

重篤な経過を辿ることがある。腹腔鏡下ドレナージは低侵

襲であり妊孕能温存が可能であることから，破裂のない骨

盤内膿瘍に対し早期の介入を勧める報告もある。今回，ク

ローン病合併骨盤内膿瘍に対し腹腔鏡下ドレナージを施行

し，術後麻痺性イレウスを発症した症例を経験したので報

告する。症例は39歳0経妊。20年前クローン病を発症し，

7 年前より免疫抑制剤（TNFα阻害剤）を投与されていた。

外来にて不正性器出血精査のため子宮内膜組織診を施行し，

3 日後より下腹部痛と発熱を認め子宮内膜炎の診断で抗生

剤を開始した。径5cmのinclusion cystは8cmへ増大し膿

瘍を否定できない所見。抗生剤変更後も解熱なく，発症後4

日目に pre-DIC となりドレナージの適応と判断した。膿瘍

は子宮底部に存在し腸間膜に覆われているため，ダグラス

窩穿刺やCTガイド下ドレナージは困難であった。全身状態

の悪化により開腹手術は侵襲が大きいと判断し，腹腔鏡下

ドレナージを選択した。クローン病により癒着剥離は腸管

損傷のリスクが高いと考え，術中経腟超音波にて膿瘍を確

認し腸間膜を穿破してドレナージを施行した。持続吸引で
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膿の飛散を防ぐよう試みたが，一部上腹部への流出を認め

た。4L 温生食で洗浄し，持続陰圧ドレーンを留置し終了し

た。術後より解熱したが，2日後イレウスを発症。腸間膜穿

破による虚血性腸管壊死も否定できず大腸カメラを施行し

たが，腸管に虚血の所見なく閉塞部位もないことから，骨

盤内炎症の腸管波及による麻痺性イレウスと診断した。保

存的治療にて症状改善し，術後24日目に退院した。腹腔鏡

下ドレナージは，閉鎖腔･骨盤高位で行うことにより膿の飛

散を促すリスクがあり，1)サンドバルーンなどの使用，2)

穿刺時骨盤低位への変更，により上腹部へのリークを減ら

す工夫が必要であると考えられた。 

 

Ⅲ. 産科･周産期医学 

 

1. 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，金城忠嗣，仲宗根忠栄，青

木陽一） 

前置癒着胎盤は産科疾患のなかで 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

側副血行路のため止血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6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，5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，5例がcesarean hysterectomy，1例

は子宮温存の方針とし血流遮断下で胎盤剥離を試みた。術

中のバルーンによる血流遮断時間は 高82分であった。術

中出血量の中央値は3300g，輸血に関して6例中2例は自己

血輸血のみ行い，残り 4 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 終診断は，付着

胎盤が1例，嵌入胎盤2例，穿通胎盤が3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。 

 

2. 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研究（正本仁，新田迅，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。 

 

3.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，金城忠嗣，金城淑乃，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108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 U々群が33例，V群が33例，N群42例であっ

た。既往早産例の割合はU群42.4%，V群21.2%，N群21.4%
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であり，U群とN群の間で有意な差を認めた。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。平均入院時妊娠

週数に関してはU群22.6週，V群22.2週，N群24.6週で，

N群は他の2群に比べて有意に遅かった。平均入院時頸管長

についてはU群13.9mm，V群15.5mm，N群18.5mmでN群は

他の 2 群に比べて有意に長かった。平均の分娩週数に関し

てはU群が31.7週，V群が35.8週，N群が36.7週で，U群

は V 群および N 群に比べて有意に早い週数での分娩となっ

ていた。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が示

唆された。 

 

4．75g 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 陽性例の治療後の妊娠予後に関する報告はまだ少な

い。当科で経験した，新診断基準導入前の無治療例と導入

後の治療介入例の妊娠･新生児予後を比較し，本邦における

75g OGTT 1 point 陽性例の治療予後について検討した。対

象は新診断基準導入前である2004年1月から2010年7月

までの間に 75gOGTT を施行された例の中で，新しいGDM 診

断基準を1point のみ満たし無治療で経過した妊婦40 例，

出生児43例と，GDM新診断基準導入後に治療介入された妊

婦 15 例，出生児16 例とし，診療録から後方視的に対象の

分娩週数，分娩様式，児出生体重，出生児の合併症につい

て抽出し，無治療群と治療介入群の比較を行った。その結

果，無治療群の分娩週数は平均39.0週，治療介入群は38.6

週，早産は無治療群で 6 例，治療介入群で 4 例であった。

分娩様式は無治療群で経腟分娩 22 例，帝王切開18 例，治

療介入群で経腟分娩10例，帝王切開5例となった。帝王切

開の適応について無治療群にはCPD，巨大児，胎児機能不全，

羊水過多といった GDM 合併症の可能性のある適応が多く含

まれていた。平均出生体重は無治療群で3189g，治療介入群

で3066g，Heavy for date(HFD)児は無治療群で14例(32.6%)，

治療介入群で3例(18.8%)，4000g以上の児は無治療群での

み認められ4例であった。結論として75g OGTT 1 point 陽

性例に関しては，治療介入で HFD 児や巨大児分娩率，帝王

切開率が低下する可能性が示唆された。 

 

5. 子宮頸管無力症の治療的頸管縫縮術例における早産リ

スクについての検討（正本 仁，金城淑乃，大山拓真，青

木陽一） 

子宮頸管無力症は早産の原因とされガイドラインでは治

療的頸管縫縮術を選択肢の一つとしている。その一方で縫

縮術は頸管に異物である縫縮テープを留置することとなり

炎症惹起を介した早産リスクの増加も起こしうる。現在，

頸管縫縮術後の早産リスク因子については一定の見解がな

い。頸管無力症の治療的頸管縫縮術例における早産リスク

推定に有効な術前因子を明らかにすることを目的とし，早

産関連因子を比較検討した。対象は妊娠16～26週の経腟超

音波検査で頸管長が20mm以下となり頸管無力症と診断され

治療的縫縮術(Shirodkar手術)を行った例のうち，術前に腟

内に胎胞突出していた例，児先天異常例，多胎妊娠，

preterm-PROM 以外での人工早産例，他施設で縫縮術を受け

た例を除外した 38 例とした。方法は，対象を妊娠35 週以

降で分娩となったA群23例，妊娠35週未満で分娩となっ

たB群15例の2群に分け，両群間で患者背景，術前の早産

関連因子，臨床的絨毛羊膜炎および組織学的絨毛膜羊膜炎

の発生率を比較検討した。その結果，後期流産または早産

既往を有する例の率はA群30.4%，B群66.7%でありB群で

有意に高かった。術前の頸管顆粒球エラスターゼ値につい

てはA群が2.1μg/ml，B群が5.2μg/ml，術前の頸管腸内

細菌･GBS ･Gardnerella vaginalis 陽性率は A 群 21.7%，B

群26.7%でそれぞれ差がなかった。術前の超音波頸管評価に

関して頸管長はA群11.5mm，B群11.0mmで差が無かったが，

funneling 形態には有意な違いを認め，B 群では U 型

funneling例が66.7%と高率を占めていた。両群間で有意差

を認めた後期流産･早産既往，術前のU型funnelingについ

て35週未満早産との関連を多重ロジスティック解析した結

果，後期流産･早産既往および術前の U 型 funneling は 35

週未満早産発生と有意な関連を認め，オッズ比がそれぞれ

5.2，6.4 となっていた。B 群においては卵膜病理で組織学

的絨毛羊膜炎を認めた例が53.3%と過半数を占めていた。結

論として子宮頸管無力症の治療的縫縮術例の早産には絨毛

羊膜炎が関与し，術前に U 型 funneling を示す例，後期流

産/早産既往例は術後の早産リスクが高いことが示唆され

た。 

 

6. 先天気道閉塞･重症胸水の胎児に対するEXITの有効性に

関する検討（金城忠嗣 新田迅 知念行子 正本仁 青木

陽一） 

EXIT(ex utero intrapartum treatment)は，帝王切開時に

胎児の一部を子宮外に出し，臍帯を切断せず胎児･胎盤循環

を維持しながら胎児治療を行う産科手技のことで，重症の

気道閉塞や胸水など出生直後より呼吸循環不全に陥る可能

性が高い胎児疾患合併妊娠に対して試みられる。2003 年～

2011年の間に4例のEXIT症例を経験し，その有効性を検討

した。胎児疾患の内訳は，先天性上気道閉塞性症候群が 1

例，無顎症 1 例，両側胸水が2 例であった。施行した治療

手技はそれぞれ気管切開術，気管支ファイバーを用いての

気管内挿管，胸腔穿刺による胸水除去であった。麻酔法は

腰椎麻酔＋硬膜外麻酔もしくは全身麻酔＋硬膜外麻酔で，
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手術所要時間は77分から126分，児の体の一部娩出から臍

帯離断までの胎盤循環持続時間は 1 分から25 分であった。

児はいずれも生存し，治療に関連した合併症は認められな

かった。結論としてEXITは先天性の気道閉塞や重症胸水な

ど出生直後の呼吸不全や蘇生困難が予想される胎児の予後

向上に有用な治療法であると考えられた。 

 

7. 沖縄宮古島地区「子どもの健康と環境に関する全国調査」

（正本 仁，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･沖縄ユニットは，全国 15 か所の調査地域の一

つとして選ばれ，熊本，宮崎，沖縄が含まれる。沖縄県に

おいては琉球大学がサブユニットセンターとして研究の主

体を担い，宮古島市に在住する妊婦および出生児を対象に

面談による情報収集，血液，毛髪，母乳，尿などの検体採

取などが行われている。平成24年9月の時点で全国で44，

000人余り，沖縄県で母親443人，出生児276人が対象にリ

クルートされ，調査研究が進行中である 
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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， 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. 下部尿路機能障害メカニズムの解明(宮里実, 大城琢磨, 

波止亮, 斎藤誠一) 

頻尿や排尿困難といった下部尿路機能障害は，生活の質

(QOL)を損なうばかりではなく，夜間の転倒や骨折により寝

たきりとなり生命予後にも影響することが報告されている。

当教室では，下部尿路機能障害を単にQOL疾患と捉えず，

いち早くその点に着目してきた。基礎研究では，さまざま

な動物疾患モデル(老齢ラット，脳梗塞，糖尿病，脊髄損傷，

閉塞膀胱)を用いて，下部尿路機能障害メカニズムの解明を

行っている。特に，下部尿路機能障害に関与する中枢神経

可塑性には以前から着目，遺伝子治療の可能性も模索して

いる。また，下部尿路機能障害の原因を膀胱虚血にともな

う経時的変化と捉え，膀胱平滑筋の分子生物学的変化を調

べている。このような基礎研究を踏まえて，生活習慣病に

ともなう下部尿路機能障害の疫学的調査も積極的に行って

いる。 

 

3. 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， 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。 

4. 泌尿器科鏡視下手術の技術向上の研究(大城吉則, 宮里

実, 松村英理, 斎藤誠一) 

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。 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。 

 

5. 転移性腎癌の臨床的研究(大城吉則, 町田典子, 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。 

 



140 

6. 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, 呉屋真人, 池原在, 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 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 適な治

療方法について臨床的検討を行なっている。 

 

7. 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, 呉屋真人) 

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。 

 

8. 新しい前立腺癌マーカーRM2抗原の前立腺癌組織･血清

における発現とRM2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。 

 

9. 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(宮里実, 斎藤誠一) 

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. 先天性水腎症にともなう尿管蠕動運動の研究(宮里実, 

斎藤誠一) 

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。
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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， 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 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。 

 現在論文化中である。 

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。 
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 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。 

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 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 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。 

 H24年度琉球医学会に投稿し，学位を得ている。 

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 Diego-autoquestionnaire(TEMPS-A)

短縮版とMunich Personality Test(MPT)の一部を使用し，

気分障害や不安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。なお，本研究は，現在論文化

に向けて取り組んでいる。 

その他の関連する研究として，病前気質と抑うつ症状の

関係，およびこの関係に影響を及ぼす認知過程について検

証した研究を行い，①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る，②気質と抑
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うつ症状との関係は，「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」が媒介する，

といった知見を見出している。 

また，TEMPS-A･MPTの下位尺度の組み合わせによる気質プ

ロフィールの分類を試みた結果，循環，焦燥，抑うつ気質

の高さが特徴である「感情不安定性」，発揚，メランコリー

気質の高さが特徴である「適応性」，そして，それぞれと不

安気質の高低の組み合わせによる分類が可能であることが

示された。さらに，不安障害との関連を検証した研究では，

社交不安障害，パニック障害，全般性不安障害が気分障害

(MDD， BP-II，BP-I)と同様に，健常群よりも高い気質得点

を有することが示され，感情的気質の評価は気分障害だけ

でなく，不安障害においても一定の有用性をもつことが示

唆されている。 後に，TEMPS-A･MPTの得点による診断精度

を検証する研究を行い，メランコリー，抑うつ気質の高さ

はMDDの診断を，メランコリー，循環気質の高さはBDの診

断を予測する可能性が高いことを確認している。これらの

関連研究も，論文化を計画している。 

6) 総合病院看護師における仕事ストレスに気質性格因子

と仕事スタイルが与える影響について 

対象は総合病院に勤務する看護師455名で，対象者の気

質性格因子をTemperament Character Inventory-125を用

いて測定し，仕事スタイルを15問のアンケートによって，

仕事スタイルを10問のVisual Analogue Scaleによって，

それぞれ調査した。因子分析にて仕事スタイルはdiligence，

evaluation-seeking，low-confidence，self-sacrifice，

over-self-relianceの5類型に分類され，仕事ストレスは

overload，insufficient evaluation，poor environmental 

supportの3因子に分類された。各気質性格因子，仕事スタ

イル，仕事ストレスの関連についてパス解析を行った結果，

仕事ストレスに至る3つの経路が同定された。 

一つ目は高い持続･協調性，低い新奇性追求･自己志向か

らself-sacrificeスタイルを経てoverloadストレスに至

る経路で，メランコリー親和型うつ病に相当し，業務量調

整が必要なパターンと考えられた。二つ目は高い損害回避，

低い自己志向からlow-confidenceスタイルを経て

insufficient evaluationストレスに至る経路で，経験･技

能不足のものに相当し，育成的な対応が必要なパターンと

考えられた。三つ目は低い自己志向，協調性から

over-self-relianceスタイルを経てpoor environmental 

supportストレスに至る経路で，ディスチミア親和型うつ病

に相当し，環境調整が必要なパターンと考えられた。 

結果から仕事ストレスは特定の気質性格因子とそれに関

連した特定の仕事スタイルに影響されることが明らかとな

り，上記3つの経路は職場におけるメンタルヘルス対策に

関して，個別的かつ有効な戦略を示唆するものである。 

H24年度琉球医学会に投稿し，学位を得ている。 

 

 

2. 神経精神生理学に関する研究 

 当講座では近赤外線分光法(NIRS)，事象関連電位

(Event-Related Potentials，ERPs)などの神経精神生理学

的な手法を用いて，各種精神神経疾患の病態研究を行って

いる。 

1) 気分障害研究 

 言語流暢性課題中のNIRS所見がうつ状態にある精神疾患

の鑑別診断補助として有用とされ，先進医療として認定さ

れるなど注目を集めている。当科でもうつ状態を呈する各

種精神疾患に対してNIRS(光トポグラフィ検査)を実施して

検討を行なっている。気分障害においては，臨床症状の改

善が必ずしも社会復帰に結び付かず，脳機能改善を含めた

回復なしには病前水準の社会機能を取り戻すことは難しい。

症例毎の光トポグラフィ所見の検討では，m-ECT後に脳血流

の改善が現れ始めており，その後の社会復帰に向けての良

好な反応を示したことから，脳機能の回復を示唆する先行

指標であった可能性が考えられる。光トポグラフィは，う

つ病相を呈する疾患の補助診断的役割を担っているが，今

回の症例検討より，脳機能改善を含めた状態を客観的に把

握する検査としての活用も有用で，社会復帰を検討する際

には重要だと考えられた。 

 うつ病の認知障害についての事象関連電位を用いて検討

では，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。 

 ステロイドパルス療法は自己免疫性疾患など各種炎症性

疾患治療において広く使用されているが，同療法中に副作

用として比較的高頻度にうつ状態，躁状態，幻覚妄想状態

等のステロイド誘発性精神障害を引き起こし精神科コンサ

ルトとなることも稀ではない。当科では，当院第3内科(腎

臓内科)と共同で腎疾患によりステロイドパルス療法を受

ける患者を対象に同療法実施中の精神症状評価と光トポグ

ラフィ検査を行い副作用出現の予測因子の検討を行なって

いる。その初期データについては米国生物学的精神医学会

総会において発表を行った(2013)。 

2) 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
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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 または感覚遮断 (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。文部科学省科学研

究補助金として 「LORETA及びSPM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た(2006〜2008年)。 

(5) 近赤外線分光法(NIRS: Near Infra-Red Spectroscopy)

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。 

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。 
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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，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。 

 

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。これまでに，Therapeutic Drug Monitoringに3報，

Clinical Psychopharmacology & Therapeuticsに1報の論

文を発表している。 

 今年度は，aripiprazoleによるプロラクチン反応と性別，

薬物濃度，遺伝子多型といった種々の因子との関連につい

て検討し，Psychiatry Clinical Neurosciencesに受理され

た。 

10月に行われた第22回日本臨床精神神経薬理学会にて

「統合失調症の急性期におけるaripiprazoleの治療反応性

の予測について」の演題で，第2週目の治療反応性で3週

目の治療効果が予測可能であることを示した。同じ学会で，

「aripiprazoleとescitalopramとparoxetineが

aripiprazoleの血漿濃度に与える影響について 

2) 「治療抵抗性うつ病に対する薬物療法について」の演題

で発表した。 

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。 

 第22回日本臨床精神神経薬理学会にて「難治性うつ病性

障害における lamotrigine 強化療法の治療反応と

lamotrigine 血漿濃度との関連について」の演題で

lamotrigine 血漿濃度に治療濃度域が存在する可能性を示

した。
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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， 

    1. 脳神経外科疾患に伴う脳機能障害の病態解明 

    2. 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 

を主な課題として研究活動を行っている。特に，細胞レベ

ルでの神経細胞の働きを理解するだけでなく，神経回路網

の再構成，シナプスの可塑性を基礎として，記憶•学習など

の高次機能の構成及び機能原理を明らかにする事で脳機能

修復に関する知見を得ることを目的として研究推進をして

いる。 

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ある。 

A)平成 24 年度科学研究•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24年度科学研究費•挑戦的萌芽｢中枢神経系への放射

線照射によって生じる高次機能障害の評価及び予防法｣ 

C)平成24年度科学研究費•基盤C｢低酸素腫瘍細胞の酸素化

状態における放射線治療効果を規定する機序の解明｣ 

D)平成24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｣ 

E)平成24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｣ 

F)平成 24 年度戦略的研究推進経費｢健康長寿脳の医学生物

学研究｣ 

 

1. 脳神経外科疾患に伴う脳機能障害の病態解明 

  1. 高気圧酸素療法の認知機能への影響 

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，Int J Clin Oncol. 2013)。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，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 et al. ，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。機能的MRI によるnew，lure，same

の物品の識別タスクによる解析から，海馬•歯状回は

pattern separation(差異の識別)，CA1ではpattern 

completion(形状の認知)に機能分化がなされていることが

判明した。特に疾患脳では放射線治療早期(10Gy)で選択的

にpattern separation機能が全例(11例中11例)で完全に低

下し海馬•歯状回の機能低下が証明できた。 

 

2. グリオーマに関する研究 

1. 発生母細胞に関する研究 

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
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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型受容体に着目して，

この受容体の悪性神経膠腫に対する増殖と遊走における分

子機構を解明してきた(Nature medicine 2002)。本研究で

はこの glutamatergic lineage の神経膠芽腫の発生母細胞

の細胞系譜の同定をした。その結果，海馬神経幹細胞がグ

リオーマ発生母細胞となりうる事を動物モデルで証明し，

さらにAMPA型受容体のカルシウム透過性を制御するGRIA 2

の pre-mRNAlevel での脱落又はサイレンシングが神経幹細

胞からがん幹細胞への重要な分子機構であることが判明し

た。 

 

2.新規治療剤に関する研究 

神経膠芽腫は，中枢神経系で 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

/PI3K(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。PDGF 受

容体及び c-Kit 受容体拮抗薬の阻害薬である Imatinib 

mesylate は，慢性骨髄性白血病や消化管間質腫瘍の治療薬

として臨床的に使用されており，神経膠芽腫に対する第 2

相臨床治験で，一部の症例に有効性が認められたが，充分

な効果は得られず，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。本研究では，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で解析した。神経膠芽腫細胞がPDGF受容

体及びc-Kit受容体及びカルシウム透過型AMPA受容体を発

現していることを確認し，ヌードマウスモデルを用いて

PDGF 受容体阻害薬である AG1296 とカルシウム透過型AMPA

受容体である YM872 単独投与群と併用投与群で抗腫瘍効果

を解析した。また，3種類の神経膠芽腫細胞株とマウス海馬

神経細胞に，AG1296とYM872を単独及び併用投与して，Ki-67

抗体を用いた増殖能とウェスタンブロット法を用いた Akt

のリン酸化の程度で，抗腫瘍効果を解析した。in vitro で

のKi-67を用いた増殖能で比較すると，3種類の神経膠芽腫

細胞株ともに control と比し，AG1296 投与群，YM872 投与

群，併用群は有意に抑制されていた。しかし，in vitro で

はAG1296とYM872併用投与による相乗効果は認められなか

った。また，Aktのリン酸化も，controlと比し，AG1296投

与群，YM872投与群，併用群で有意に抑制されていた。マウ

ス海馬神経細胞では，各治療群間での有意差はなく，正常

細胞に影響を与えることなく神経膠芽腫細胞に腫瘍増殖抑

制効果を発揮することが解明された。ヒト神経膠芽腫ヌー

ドマウスモデルを用いたin vivoの解析では，controlと比

し，AG1296 投与群，YM872 投与群，併用群で有意に増殖が

抑制され，併用群では単独群と比し，有意に増殖能が抑制

されていた。更に，vascular hot spotにおけるCD34-陽性

腫瘍血管の数は 単独群と比し併用群で有意に腫瘍血管の

数が減少していた。AG1296及びYM872はそれぞれAktを分

子標的として腫瘍増殖抑制効果を発揮しており，ヌードマ

ウスモデルでは，併用投与によって有意な腫瘍増殖抑制が

認められ，この効果はvascular nicheの抑制によるものと

考えられた。これらの解析は J Neurosurgery 2013 に報告

した。 

 

3. 高気圧酸素療法による放射線増感作用の機能解析 （分

子•細胞生理学教室との共同研究） 

グリオブラストーマは悪性度の高い脳腫瘍であり，悪制度

の高さゆえに血管が行き渡らず腫瘍内は低酸素，低栄養な

状態にある。このような低酸素環境にある腫瘍細胞は放射

線抵抗性を示すことが知られている。臨床では HBO を組み

合わせた脳腫瘍への放射線治療により患者の平均生存日数

が延長することを明らかにしているが，HBOによる効果の分

子機序は未だに不明である。放射線感受性への HBO の影響

の分子メカニズムを明らかにするため，マウスを用いてヒ

トグリオブラストーマの異種移植をした動物実験モデルの

作製に着手した。マウス皮下に作成した腫瘍に放射線治療

を行い，腫瘍の増殖試験を行った結果，非放射線治療群の

腫瘍サイズが 7 倍に増加したのに対し，放射線治療群 4.2

倍，HBO併用群は2.4倍の増加を示し，HBOを行ったマウス

の腫瘍は顕著な増殖遅延が見られた。臨床試験で得られた

結果を動物で再現することに成功し，この腫瘍モデルを用

いて網羅的遺伝子発現解析を行ったところ放射線治療群と

HBO併用群を比較し4倍以上の差がある47遺伝子を候補遺

伝子として得ることができた。また，放射線治療群で顕著

に発現上昇した遺伝子群には低酸素応答転写因子 HIF-1 の

下流遺伝子，解糖系酵素や血管新生増殖因子などが含まれ

ていたが，HBO群では発現が低下または見られなかった，こ

のことは HBO により低酸素状態にある腫瘍内部の酸素分圧

が上昇したことを示唆している。 
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4. ショウジョウバエFrayの低酸素応答に関する研究(分子

•細胞生理学教室との共同研究) 

 低酸素応答機構解明のために，RNAi 干渉技術により成虫

に成長後，目的遺伝子の発現を抑制できるショウジョウバ

エRNAiライブラリーを用いて，低酸素抵抗性を示す系統の

網羅的な探索を行った。独立した 6675 系統の RNAi ハエに

ついて低酸素環境下で40時間飼育し，生死を指標としてス

クリーニングした結果，低酸素応答遺伝子Frayを見いだし

た。Fray-RNAiはハエの全身で発現抑制させた場合のみなら

ず，脳だけで発現抑制させた場合においても低酸素環境で

優位に生存したことから，Fray が脳において低酸素に応答

した細胞死に関与する重要な遺伝子であることが示された。

低酸素環境では，各種解糖系酵素に加え糖新生酵素である

PEPCKが発現上昇することが知られている。興味深いことに

低酸素で発現が上昇するのは，コントロール群GFP-RNAiで

はミトコンドリア型PEPCK-mであるのに対し，Fray-RNAiは

細胞質型PEPCK-cの発現が上昇していた。さらにFray-RNAi

では通常酸素環境においても細胞質型がGFP-RNAiの約2倍

上昇し，ミトコンドリア型は約半分に減少していた。以上

の結果より，Fray 遺伝子の発現抑制により糖代謝システム

がミトコンドリアから解糖系にシフトし，Warburg効果によ

り低酸素抵抗性を獲得したことが考えられる。 

 

2. 脳賦活学構築のための試み 

1. 小脳腫瘍と脳高次機能 

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， 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。

また，人間の記憶機能においては，小脳が手続き記憶に関

与し，宣言的記憶には海馬が関与していることが明らかに

なっている。海馬を損傷した場合には，手続き的記憶が損

なわれないことが報告されているが，小脳損傷が海馬の記

憶機能にどのように影響を与えるは未だ明らかとなってい

ない。そこで，海馬の記憶機能の一つであるpattern separ

ationについて，小脳損傷患者を対象に検討を行い，記憶機

能に関与する海馬，小脳，前頭前野の領域間における機能

的連結について検討を行い現在国際誌に投稿中である。 

 

2. Neurorehabilitation樹立のための基盤的情報取得 

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。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

から知られているが，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。運動機能障害の回復を促進する目的で脳卒中発

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解析中である。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る。 

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®)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実施している。

ロボットスーツ HAL®を使用したリハビリテーション報告が

年々増加しているが，その機能回復機序となる神経機構の

解明が重要である。 

 

3. 言語機能の障害メカニズムと脳の可塑性についての研

究 

機能的 MRI(functional-MRI:fMRI)や拡散テンソル画像法

(Diffusion tensor imaging:DTI)を用いた手法により，言

語処理メカニズムの神経心理学的モデルとそれに対応する

脳領域の検索と妥当性の検証が行われている。fMRI はある

認知課題と関連した脳賦活領域を可視化する事が可能であ

り，DTIは白質神経線維の走行を示し，また定量的な測定も

可能である。しかし報告の多くが健常者を対象とし，失語

症の報告は未だ少なく，脳機能の可塑性や障害メカニズム

の神経学的基盤については不明な点が多い。(Price，2005)

は失語症の分野で非常に論文数が少ないと述べ，患者の選

択，自然経過の評価，運動制約など難しい面が考えられる

からだとしている。失語症の回復は①損傷された左半球の

回復，②左半球の残存領域における機能の再編成，③右半

球による代償機能と考えられているが，一貫した見解が得

られていない。 

脳腫瘍や脳血管疾患をはじめ多彩な脳疾患を対象とし，

それに起因する様々な高次脳機能障害の解析を行っている。

脳腫瘍症例の場合，術後の言語機能温存の為に，術前にfMRI

や DTI を実施し，症例の言語機能関連領域を推定して手術

を施行している。そして術後の言語機能についても経時的

な評価を実施し，言語機能の追跡を行っている。失語症や
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モダリティー別(話す/聴く/読む/書く)の純粋型症状を呈

する症例，そして言語野に脳腫瘍を有しても言語障害を伴

わない症例にも焦点を当て，言語機能評価(WAB失語症検査)

に脳機能画像法(fMRI，DTI)を併用した解析を実施し，障害

メカニズムの神経基盤や脳の可塑性についての検討を進め

ている。 

健常者の言語処理に関する検討も同時に行っており，fMRI

を用いて単語の音読や呼称を行っている際の脳賦活領域の

検索を行っている。品詞別の音読課題は普通名詞と固有名

詞で比較すると，品詞に関わらず後頭葉から左紡錘状回，

後側頭後頭領域，上側頭回の共通した言語関連領域が賦活

されるが，固有名詞では海馬や左島回(人名)，楔前部(地名)

など品詞に特化した領域の賦活がみられ，文字品詞により

高次の意味理解処理は広範囲の脳領域が関与している事が

示唆された。また呼称課題では言語関連領域の賦活ととも

に右側小脳外側部の賦活が著明にみられた。固有名詞の特

異性や，右側小脳外側部と言語機能の関連性については興

味深く，今後更に検討を進めていく予定である。 

 

4. 放射線照射の脳深部白質繊維束，脳高次機能への影響 

悪性脳腫瘍に対する放射線治療期間中，治療後に脳高次機

能障害を来すことは広く知られている。また，脳高次機能

について，神経回路網の重要性が示唆されている。近年，

diffusion tensor image(DTI)-based tractography の技術

により，深部白質繊維束の fractional anisotropy(FA)値，

apparent diffusion coefficient(ADC)値を測定し，髄鞘線

維の状態を定量的に評価することが可能となった。そのた

め，今回，悪性脳腫瘍に対する放射線治療前，治療期間中，

治療後に各種深部白質繊維束のFA値，ADC値を測定し，同

時に脳高次機能評価を行うことで，放射線の髄鞘線維，脳

高次機能に対する影響を定量的に評価し，その関連を解析， 

検証する着想に至った。DTI の取得に 3. 0 Tesla MRI，GE 

Healthcare，Discoveryを，FA値，ADC値の測定にソフトウ

ェア MedINRIA を用いた。対象とした深部白質繊維束は 

uncinate fasciculus (UNC)，inferior occipito-frontal 

fasciculus (IOFF) ， arcuate fasciculus (AF) ，

corticospinal tract (CST)，minor forceps of corpus 

callosum (Fmin)，major forceps of corpus callosum (Fmaj)

とした。脳高次機能評価は，全般性認知機能の評価に

modified mini-mental state test (3MS)，mini-mental state 

examination (MMSE)，Hasegawa’s dementia scale for 

revised (HDS-R)を，前頭葉実行系の評価として，trail 

making test (TMT)，Stroop test，Behavioural assessment 

of the dysexective syndrome (BADS)を用いた。我々の研

究解析結果からは，照射線量の増加に伴い，髄鞘繊維は放

射線障害を受け損傷し，その結果拡散の異方性が低下，す

なわちFA値の低下が，脳高次機能が原因であるとする仮説

を得ている。 

 

3．臨床研究 

1.髄膜腫，神経膠腫摘出術における術中 indocyanine 

green videoangiographyの有用性 

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 indocyanine green（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，④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，術後静脈梗塞を回避可能となっている。

静脈洞や皮質静脈に近接する腫瘍の摘出術の際に，早期に

静脈の走行と腫瘍との関係を確認することは静脈系を温存

するために重要であり，この点において venous ICG 

fluorographyは有用である。 

神経膠腫摘出術においても ICG videoangiography を行っ

ている。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。 

 

2.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
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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。 

 今後HTLV1のoncogenesisへの関与をさらにRT-PCRを用

いてmRNA解析を予定している。 
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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) 

 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·感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感覚神

経に，感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感覚神経束を組織化学

的に同定し運動神経束同士と感覚神経束同士を縫合してい

る。再生神経に運動･感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感覚枝の 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感覚枝に

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） 

 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。  

4. 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。 

 

5. 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。 
 

6. 環軸椎亜脱臼の治療 (三好晋爾, 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 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 TNF-α

発現(米嵩 理, 三好晋爾, 大城義竹) 
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 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-1

αが多く発現しているかを調べ，明らかにする。 

 

8. アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚髄症の治療 (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。 

 

9. 胸椎後縦靭帯骨化症の治療 (大城義竹, 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。 

 

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
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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， 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α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。 



162 

 

17. 骨粗鬆症と大腿骨近位部骨折 (堀苑英寛) 

 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
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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。 

 

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。 
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BD12001: 
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(B) 
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(B) 
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原   著     
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Patients  with Massive Rotator Cuff Tears?. Adv Orthop 2012; 2012:195876. 

(A) 
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Wide Resection of Musuculoskeletal Tumors. J Orthop Sci 2012 17: 156-162, 2012. 
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OI12003: 

Nakasone S, Takao M, Nishii T, Sakai T, Sugano N.: Incidence and Natural Course of 

 Initial Polar Gaps in Birmingham Hip Resurfacing Cups. J Arhroplasty 27(9): 1976-1982, 

2012. 

(A) 
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三好晋爾, 我謝猛次, 黒島聡, 根間直人, 金谷文則: Laminar screwを使用した環軸椎後方固

定術の手術成績. J Spine Res 3(7): 972-976, 2012. (B) 

OD12002: 
山口浩, 金谷文則, 末永直樹, 福嶺紀明: 一次性変形性肩関節症における肩甲骨関節窩の形

態調査. 肩関節, 36(3): 1007-1009, 2012. (B) 

 
症 例 報 告     

CD12001: 
根間直人, 我謝猛次, 黒島聡, 三好晋爾, 山中理菜, 金谷文則: 胸腰椎後縦靱帯肥厚症の1

手術例. 整外と災外 61(1): 94-97, 2012. 
(B) 
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大久保宏貴, 普天間朝上, 小浜博太, 金城政樹, 金谷文則: kienbock病に対して橈骨遠位楔

状骨切り術を行った2例. 整外と災外 61(1): 45-49, 2012. (B) 
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根間直人, 我謝猛次, 黒島聡, 三好晋爾, 山中理菜, 金谷文則, 野原博和: 頸胸椎後縦靱帯

肥厚症の1手術例. 整外と災外 61(1): 94-97, 2012. 
(B) 
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小浜博太, 山口浩, 堀切健士, 普天間朝上, 金谷文則: 肩関節滑膜性骨軟骨腫症の1例. 整

外と災外 61(4): 758-760, 2012. 
(B) 

CD12005: 
立花真理, 山口浩, 普天間朝上, 金谷文則, 森山朝雄: 一次修復不能な腱板広範囲断裂に対

し大胸筋を用いて修復した3例. 整外と災外 61(3): 381-384, 2012. 
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RI12001: 
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肢の疾患 肘関節の先天異常. 整形･災害外科, 55(5): 521-7, 2012. 
(B) 

RI12003: 
金谷文則: 卒後研修講座 橈骨遠位端骨折に対する治療戦略. 整形外科, 63(12): 1293-1303, 

2012. 
(B) 

RD12004: 
金谷文則: 橈骨遠位端骨折の治療 橈骨遠位端骨折に対する治療戦略. 臨整外, 47(11): 1043-

1052,2012. 
(B) 

RD12005: 
普天間朝上, 金谷文則: 特集/手外科リハビリテーション -腱損傷保存療法と修復後運動療

法のポイント- Ⅰ.伸筋腱損傷 1.新鮮例 1）マレット指. MB Med Reha, 145: 1-4, 2012.
(B) 

 
国際学会発表     

PI12001: 
Kamiya T. The Effects of Alendronate on Tibial Bone Tunnel Enlargement: An Exoerimental

 Rabbit model. Orthopaedic Research Society 2012 Annual Meeting, Feb, 2012.  

  

PI12002: 

Tome Y. Collagen Interacting with αv Integrin-GFP Provides the Scaffold for  

Osteosarcoma Emboli-formation. 9th Asia Pacific Musculoskeletal Tumor Sosiety Meeting,

Sep, 2012.   

  

PI12003: 

Maehara H. Veno-accompanying Artery Fasciocutaneous(VAF)Flaps for the Coverage of Skin

and Soft Tissue Defects After Wide Excision of Malignant Musculoskeletal Tumors. 9th 

Asia Pacific Musculoskeletal Tumor Sosiety Meeting, Sep, 2012. 

  

PI12004: 
Tome Y. Imaging Lung Colony Formation ny Osteosarcoma Cells Expressind αv Integrin-GFP

 in Nude Mice. 9th Asia Pacific Musculoskeletal Tumor Sosiety Meeting, Sep, 2012.  
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PI12005: 

Futenma C. Modified Thompson-Littler procedure for correction of swan neck deformities

 in rheumatoid arthritis. 9th Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the 

Hand, Oct, 2012. 

  

PI12006: 

Tome Y. Molecular Targeting of αvβ3 Integrin by Echistatin Inhibits Tumor  

Progression and Metastasis in Osteosarcoma. Amarican Academy of Orthopaedic Surgeons

 2012, Feb, 2012. 

  

PI12007: 

Tome Y. Molecular Targeting of αvβ3 Integrin by Echistatin Inhibits Tumor Progression

 and Metastasis in Osteosarcoma. 103th American Association of Cancer Research Annual 

Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

PI12008: 

Tome Y. Imaging lung colony formation by osteosarcoma cells expressing αv integrin-

GFP in nude mice. 103th American Association of Cancer Research Annual Meeting 2012, 

Mar, 2012. 

  

PI12009: 

Tome Y. A primer dose followed by low-bolus dose schedule of tumor-targeting of S. 

typhimurium A1-R is effective for tumor-targeted therapy. 103th American Association 

of Cancer Research Annual Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

PI12010: 

Tome Y. Real-time molecular imaging of αv-integrin GFP-expression in osteosarcoma 

cells in vitro and in vivo. 103th American Association of Cancer Research Annual  

Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

PI12011: 
Tome Y. GFP imaging of DNA repair after UV irradiation of cancer cells. 103th American 

Association of Cancer Research Annual Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

PI12012: 

Tome Y. Oral delivery of tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R is effective 

therapeutically. 103th American Association of Cancer Research Annual Meeting 2012, 

Mar, 2012. 

  

PI12013: 

Tome Y. Real-time imaging of αv integrin-GFP expression in osteosarcoma cells.  

trafficking in blood vessels of nude mice. 103th American Association of Cancer Research 

Annual Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

PI12014: 
Tome Y. Imaging αv integrin-GFP during tumor blood vessel interaction in the chick 

CAM. 103th American Association of Cancer Research Annual Meeting 2012, Mar, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
神谷武志: 20年以上経過した年長児高位脱臼例の治療成績. 第28回九州小児整形外科集談会, 

福岡市, 2012.1. 

  

PD12002: 
大湾一郎: ネパール医療ボランティアの経験. 第28回九州小児整形外科集談会, 福岡市, 

2012.1. 

  

PD12003: 
新垣和伸: 反復性膝蓋骨脱臼に大して内側膝蓋大腿靭帯再建術を行った２例. 第25回沖縄関

節外科研究会, うるま市, 2012.3. 

  

PD12004: 
普天間朝上: 表面置換型人工肘関節全置換術の適応と限界, 第85回日本整形外科学会学術集

会, 京都市, 2012.5. 

  

PD12005: 
大久保宏貴: 複数の縫合糸を用いた屈筋腱縫合法における各縫合糸の腱断端･把持部間距離が

縫合強度に及ぼす影響. 第55回日本手外科学会, 横浜市, 2012.4. 

  

PD12006: 
田中一広: 右大腿骨に発生したEwing肉腫に対し、液体窒素処理骨と腫瘍用人工関節を用いて

患肢温存した1例. 第123回西日本整形･災害外科学会, 北九州市, 2012.6. 

  

PD12007: 
立花真理: 前十字靭帯再建術における大腿骨骨孔作成時にガイドピンを破損した3例. 第123

回西日本整形･災害外科学会, 北九州市, 2012.6. 

  

PD12008: 
荻原浩: 橈側列形成不全における母指低形成の治療成績. 第123回西日本整形･災害外科学

会, 北九州市, 2012.6. 
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PD12009: 
小浜博太: 軟骨低形成症に発生した腱板広範囲断裂の1例. 第123回西日本整形･災害外科学

会, 北九州市, 2012.6. 

  

PD12010: 

當銘保則:  Molecular targeting avβ3 integrin by echistatin inhibibits tumor  

progresion and metastasis osteosarcoma エスタチンによるavβ3 integrinの分子標的治療

はヒト骨肉腫細胞の腫瘍増殖と転移を抑制する. 第45回日本整形外科学会･骨軟部腫瘍学術

集会, 東京都, 2012.7.  

  

PD12011: 
大湾一郎: 大腿骨近位部骨折患者における受傷前ADLと認知機能の特徴について. 第85回日

本整形外科学会学術集会, 京都市, 2012.5. 

  

PD12012: 
堀苑英寛: RAスワンネック変形に対するmodified thompson-littler法の経験. 第56回日本

リウマチ学会, 東京都, 2012.4. 

  

PD12013: 

田中一広: 左中手骨骨肉腫再発に対して液体窒素処理自家骨移植と遊離血管柄付き腓骨皮弁

移植術を用いて再建した1例Osteosarcoma of the Left Hand Reconstructed by Lipuid 

Nitrogen Procedure Bone Graft and Free Vascularized Fibular Graft.第45日本整形外科

学会･骨軟部腫瘍学術集会, 東京都, 2012.7. 

  

PD12014: 
三好晋爾: ダンベル腫瘍（神経鞘腫）の手術成績 -部分摘出例での再発について-. 第19回

日本脊椎･脊髄神経手術手技学会. 八戸市, 2012.9. 

  

PD12015: 
大久保宏貴: 複数の縫合糸を用いた屈筋腱縫合法における各縫合糸の腱断端･把持部間距離が

縫合強度に及ぼす影響. 第27回日本整形外科学会基礎学術集会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12016: 
新城宏隆: 骨•腱間治癒過程のおけるアレンドロネートの効果. 第27回日本整形外科学会基

礎学術集会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12017: 
山口浩： 変形性肩関節症の肩甲骨関節窩の形態調査. 第27回日本整形外科学会基礎学術集

会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12018: 
當銘保則: エキスタチンによるαv β3 integrinの分子標的治療はヒト骨肉腫細胞の腫瘍増

殖と転移を抑制する. 第27回日本整形外科学会基礎学術集会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12019: 
大湾一郎: 大腿骨近位部骨折における受傷前ADLと認知機能の特徴について. 第14回日本骨

粗鬆症学会, 新潟市, 2012.9. 

  

PD12020: 
當銘保則: In vivoセレクションによる骨肉腫肺転移株の樹立とインテグリンン発現の検討. 

第27回日本整形外科学会基礎学術集会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12021: 
當銘保則: ヒト骨肉腫細胞におけるαv integrinのリアルタイムイメージング, 第27回日本

整形科学会基礎学術集会, 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12022: 

松田英敏: 埋植されるPAMPS/PDMAAmダブルネットワークゲルシートの厚さがそのin vivo硝

子骨再生誘導機能に与える効果. 第27回日本整形外科学会基礎学術集会, 名古屋市, 2012. 

10. 

  

PD12023: 
仲宗根哲: 術者判断がCT-basedナビゲーションのカップ精度へ与える影響. 第39回日本股関

節学会. 新潟市, 2012.12. 

  

PD12024: 
山内貴敬: Curved Periacetabuler Osteotomy術後の回転骨片の固定性について. 第39回日

本股関節学会. 新潟市, 2012.12. 

  

PD12025: 
金谷文則: 先天性橈尺骨癒合症に対する分離授動術. 第23回日本小児整形外科学会. 福岡

市, 2012.11.   

  

PD12026: 
金谷文則: 有茎皮弁･筋弁を用いた下腿皮膚欠損の治療-VAF flapを中心に-. 第39回日本マ

イクロサージャリー学会. 北九州市, 2012.12. 

  

PD12027: 
普天間朝上: 骨腫瘍切除後の骨欠損に対する血管柄付き腓骨移植術. 第39回日本マイクロサ

ージャリー学会. 北九州市, 2012.12. 
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PD12028: 
島袋全志: 脊髄癆によるCharcot spineに対して,腰仙椎後方固定術を施行した1例. 第124

回西日本整形•災害外科学会, 別府市, 2012.11. 

  

PD12029: 
仲宗根哲: バイポーラー型人工関節のヘッドネック接合部にTrunnion wearを認めた症例. 第

124回西日本整形•災害外科学会, 別府市, 2012.11. 

  

PD12030: 
當銘保則: Behavior of αv Integrin-GFP in Osteosarcoma Cells During Hematogenosis  

Trafficking in Nude Mice. 第21回日本がん転移学会学術集会, 広島市, 2012.7.    

  

PD12032: 
山中理菜: 13年後に再発した左中手骨骨肉腫の1例. 第123回西日本整形•災害外科学会, 北

九州市, 2012.6.  

  

PD12033: 
我謝猛次: アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚髄症に対するInstrumentを使用しない後方除圧固

定術の手術成績. 第41回日本脊椎脊髄病学会, 久留米市, 2012.4. 

  

PD12034: 
神谷武志: 20年以上経過した年長児高位脱臼例の治療成績. 第51回日本小児股関節研究会, 

千葉市, 2012.6. 

  

PD12035: 
三好晋爾: CI 外側塊スクリューを用いた環椎後方固定術の手術成績 〜Mageri法との比較

〜. 第21回日本脊椎インストゥルメーション学会, 神戸市, 2012.11. 

  

PD12036: 堀切健士: 滑膜性骨軟骨腫症の2例. 第39回日本肩関節学会, 東京都, 2012.10.   

PD12037: 
田中一広: αリン酸三カルシウム骨ペーストにおける硫酸ジベカシン除法特性の検証. 第27

回日本整形外科学会基礎学術集会. 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12038: 
神谷武志: 骨孔拡大に対するアレンドロネートの効果 -腱移植モデルにおける実験的検証-. 

第27回日本整形外科学会基礎学術集会. 名古屋市, 2012.10. 

  

PD12039: 神谷武志: 先天性垂直距骨の治療経験. 第23回日本小児整形外科学会. 福岡市, 2012.9.   

PD12040: 三好晋爾: 陳旧性頚椎回旋位固定の3例. 第77回西日本脊椎研究会, 福岡市, 2012.6.   

PD12041: 
大城義竹: 腰椎移行部後弯変形を伴ったpseudoachondroplasiaの1手術例. 第77回西日本脊

椎研究会, 福岡市, 2012.6. 

  

PD12042: 
田中一広: αリン酸三カルシウム骨ペーストにおけるゾレドロン酸除法特性の検証. 第27回

日本整形外科学会基礎学術集会. 名古屋市, 2012.10. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 

金谷文則, 大湾一郎: 厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業, 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（研究代表者 遠藤直人)(課題番号 H21-長寿-

一般-004). 平成23年度総括•分担研究報告書, 52-59, 2012. 

  

MD12002: 

金谷文則, 大湾一郎: 厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業, 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（研究代表者 遠藤直人)(課題番号 H21-長寿-

一般-004). 平成21〜23年度総合研究報告書, 152-159, 2012. 
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視覚機能制御学講座 

 

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, 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(親川格, 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。 

 

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，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     

BD12001: 澤口昭一: 眼底検査機器の進歩. 各論 診断と治療 100(1), 2012. (B) 

BD12002: 
澤口昭一: 炭酸脱水酵素阻害薬(内服含む･配合剤含まず). あたらしい眼科 29(4): 33-38, 

2012. 
(B) 

BD12003: 澤口昭一: 眼圧上昇機序. 総論 あたらしい眼科 29(5): 583-588, 2012. (B) 

 
原   著     

OI12001: 
Sawaguchi S et al. Prevalence of Primary Angle Closure and Primary Angle-Closure Glaucoma 

in a Southwestern Rural Population of Japan The Kumejima Study. Ophthalmology 119(6): 
(A) 
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1134-1142, 2012. 

 
症 例 報 告     

CI12001: 
玉城環 他: 虹彩分離症に併発した急性閉塞隅角症に対して白内障手術を施行した１例. あ

たらしい眼科 29: 1568-1572, 2012. 
(B) 

 
総   説     

RI12001: 酒井寛: 原発閉塞隅角症/緑内障の診断と治療. 日本の眼科 83: 1624-1627, 2012. (B) 

RI12002: 酒井寛: 原発閉塞隅角緑内障. 眼科 54: 1312-1317, 2012. (B) 

RI12003: 酒井寛: 原発閉塞隅角のメカニズム. 眼科 54: 1051-1055, 2012. (B) 

RI12004: 酒井寛: 久米島スタディ これまにわかったこと. 臨床眼科 66: 1113-1118, 2012. (B) 

RI12005: 
酒井寛: 第4の機序 悪性緑内障vs毛様体因子 原発閉塞隅角緑内障の発症機序としての

Uveal Effusion. あたらしい眼科 29: 607-612, 2012. 
(B) 

RI12006: 酒井寛: レーザー虹彩切開術vs水晶体再建術. 眼科手術 25: 21-25, 2012. (B) 

 
国際学会発表     

PI12001: 
Sawaguchi S. Iridocorneal Endothelial Syndrome and Glaucoma. Asia-Pacific Academy of 

Ophthalmology, 釜山, 韓国, 2012. 
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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，鄧澤義，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

り助成を受け実施し，その結果を国際誌で発表した。さらに

滋賀医科大学と共同し，乳頭腫から扁平上皮癌へと悪性転化

する機構について免疫染色を用いて検討している。 

  

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，鄧澤義，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

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。さらに滋賀医科大

学と共同し，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し

ている。この結果，上顎扁平上皮癌，乳頭腫と扁平上皮癌の

合併では感染ウイルス量が多く，integrationを示すことが

判明した。この研究は科学研究費補助金（若手B）より助成

を受け実施している。 

 

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，鄧澤義，喜友名朝則，真栄田裕行，鈴木幹男） 

 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。この研究は科学研究費補

助金（基盤C）より助成を受け実施し，国際誌に発表した。

HPV検出は煩雑な研究手法が必要であるが， HPV感染を検出

するサロゲートマーカーを免疫染色を用いて検討中である。 

 

4. 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，鄧澤義，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，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。ADH1Bの遺伝多型は頭頸部癌患者
127 例，コントロール群45 例，ALDH2 の遺伝子多型は頭頸
部癌患者133例，コントロール群51例を解析した。CYP1A1
の遺伝子多型は頭頸部癌患者172例，コントロール群68例
の解析を施行。日本の他県から報告されている癌のないコ
ントロール症例と比較すると，沖縄県の頭頸部癌患者は
ADH1BではHis/Arg型，ALDH2ではGlu/Lys型が多いことが
わかった。CYP1A1 遺伝子多型では MspⅠ mutation，I462V 
mutation を持つものが，比較的多いことが判明した。さら
に沖縄県における中咽頭癌34例とコントロール群（頭頸部
癌のない症例）39 例の CYP1A1 遺伝多型を解析，交絡因子
データ（年齢，性別，飲酒習慣，喫煙習慣）も含め多変量
解析を用い比較した。その結果，MspI mutation，I462V 
mutationのVariant alleleを持つ場合，中咽頭癌の危険性
が高まることが統計学的有意差をもって示唆された。 

 

5.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） 

 2011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。 

 

6. 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。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SLC26A4の遺伝子解析をお
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こなった。この結果，日本本土，他のアジア地域と異なり， 

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。遺伝子発現研究でもこ

れを裏付けるデータが得られた。この研究は科学研究費補助

金（若手B）より助成を受け行ない，国際誌に発表した。2013

年からは基盤研究(C)の助成を得て，引き続き実施する予定

である。 

 

7. 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。2012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，国際学会で報告し，審査員賞を受賞した。さらに，

発声するpitchの差，年齢による脳活動の差をまとめ，論文

として報告した。引き続き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（基盤C）よ

り助成を受け実施している。 

 

8. 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。 

 

9. 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， 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。 

 

10. 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し，国際誌に投稿中で

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。

 

 

B. 研究業績 

 

原          著     

OI12001: 

Hasegawa M, Deng Z, Maeda H, Yamashita Y, Matayoshi S, Kiyuna A, Agena S, Uehara T, Suzuki 

M. Human papillomavirus load and physical status in sinonasal inverted papilloma and 

squamous cell carcinoma. Rhinology 50: 87-94, 2012. 

(A) 
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OI12002: 

Deng Z, Hasegawa M, Kiyuna A, Matayoshi S, Uehara T, Agena S, Yamashita Y, Ogawa K, Maeda 
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papillomavirus in head and neck squamous cell carcinoma. Head Neck 13: 2012. 
(A) 

OI12003: 

Deng Z, Hasegawa M, Yamashita Y, Matayoshi S, Kiyuna A, Agena S, Uehara T, Maeda H, Suzuki 

M. Prognostic value of human papillomavirus and squamous cell carcinoma antigen in head 

and neck squamous cell carcinoma. Cancer Sci 103: 2127-34, 2012. 

(A) 

OI12004: 
Suzuki M, Deng Z, Hasegawa M, Uehara T, Kiyuna A, Maeda H. Squamous cell carcinoma antigen 

production in nasal inverted papilloma. Am J Rhinol Allergy 26: 365-370, 2012. (A) 

OD12001: 
乾智一, 比嘉輝之, 比嘉麻乃, 真栄田裕行, 喜友名朝則, 鈴木幹男: 口蓋扁桃摘出術を行っ

た掌蹠膿疱症患者へのアンケート調査. 耳鼻臨床 105: 653-65, 2012. (B) 

OD120012: 
赤澤幸則, 我那覇章, 近藤俊輔, 関沙織, 鈴木幹男: 中耳手術におけるレボフロキサシン術

後感染予防効果. 耳鼻臨床 105: 891-895, 2012. (B) 

OD12003: 
喜友名朝則, 真栄田裕行, 比嘉麻乃, 鈴木幹男: 高音発声時の脳活動 functional MRIを用い

た検討. 喉頭 24: 1-5, 2012. (B) 

OD12004: 

新垣香太, 我那覇章, 真栄田裕行, 新濱明彦, 鈴木幹男: 顔面神経麻痺後遺症に対するボツ

リヌストキシン局注前後における評価法の一工夫～眼輪筋拘縮率(Cp)と病的協同運動率(Sp)

算出の試み～. Facial Nerve Research 32: 65-67, 2012. 

(B) 

OD12005: 
渡嘉敷光紘, 喜友名朝則, 比嘉麻乃, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 喉頭腫瘍におけるヒト乳頭腫

ウイルス感染について. 喉頭 24: 103-108, 2012. (B) 

 
症  例  報  告     

CD12001: 
金城秀俊, 喜友名朝則, 真栄田裕行, 新濱明彦, 鈴木幹男: 咽後膿瘍切開において硬性内視

鏡が有用であった1例. 口腔･咽頭科 25: 223-228, 2012.  (B) 

 
総         説     

RD12001: 喜友名朝則, 鈴木幹男: 声帯麻痺の診断と治療. 沖縄県医師会報 48: 997-1003, 2012. (B) 

RD12002: 我那覇章: 難聴児早期発見と聴覚補償の現状. 沖縄県医師会報 48: 715-720, 2012. (B) 

RD12003: 
鈴木幹男, 長谷川昌宏: 鼻副鼻腔内反性乳頭腫の診断と治療-扁平上皮癌抗原とヒト乳頭腫ウ

イルス感染を中心に-. 耳鼻臨床 105: 705-716, 2012.  
(B) 

RD12004: 
我那覇章: 難聴児早期発見と聴覚補償, 療育の現状 難聴児を見逃さないために. 沖縄の小児

保健 39: 62-64, 2012. 
(B) 

RD12005: 長谷川昌宏, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 外耳道の腫れ. JOHNS 28: 997-1000, 2012. (B) 

RD12006: 鈴木幹男: めまいの診断. 沖縄県医師会報 48: 722-724, 2012. (B) 

 
国際学会発表     

PI12001:  

Suzuki M. Human papillomavirus load and physical status in sinonsasal inverted 

papilloma, squamous cell carcinoma, and inflammatory disease. The 14th Japan Korea Joint 

Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 2012/4/13-14, Kyoto. 2012. 

  

PI12002: 
Ganaha A. Surgical Treatment of Medial Meatal Fibrosis. The First Asian Otology Meeting 

& The 3rd East Asian Symposium on Otology, 2012/6/2-3, Nagasaki. 2012. 
  

PI12003: 

Ganaha A. Distinct and pathogenic substitution of IVS15+5G→A in the SLC26A4 gene in 

patients with enlarged vestibular aqueduct syndrome and Pendred syndrome inOkinawa 

islands. European Human Genetics Conference 2012, 2012/6/23-26, Nürnberg. 2012. 
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PI12004: 
Suzuki M. Human papillomavirus in sinonasal Diseases. AAO-HNSF 2012 Annual Meeting ＆ 

Oto Expo, 2012/9/9-12, Washinton DC. 2012. 
  

PI12005: 
Maeda H. An Invention on Operative Scar of the Parotid Gland Tumor. AAO-HNSF 2012 Annual 

Meeting ＆ Oto Expo, 2012/9/9-12, Washinton DC. 2012. 
  

PI12006: 
Kiyuna A. Brain Activity in Patients with Adductor Spasmodic Dysphonia. AAO-HNSF 2012 

Annual Meeting ＆ Oto Expo, 2012/9/9-12, Washinton DC. 2012. 
  

 
国内学会発表     

PD12001: 
山下懐: 当科で手術を施行した上顎嚢胞例の検討. 第22回日本頭頸部外科学会総会･学術講

演会, 2012/1/26-27, 福島. 2012.   

PD12002: 
赤澤幸則: 当科における真珠腫症例の検討. 第22回日本頭頸部外科学会総会･学術講演会, 

2012/1/26-27, 福島. 2012.   

PD12003: 
真栄田裕行: 当科における頭頸部神経原性腫瘍の検討-特に頚部神経鞘腫を中心に-. 第22回

日本頭頸部外科学会総会･学術講演会, 2012/1/26-27, 福島. 2012.   

PD12004: 
鈴木幹男: アレルギー性鼻炎に対する手術療法の実際. 第30回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギ

ー学会, 2012/02/16-18, 大津. 2012.   

PD12005: 
長谷川昌宏, 関沙織, 鈴木幹男: IgG4関連Mikulicz病例. 第30回日本耳鼻咽喉科免疫アレ

ルギー学会, 2012/02/16-18, 大津. 2012.   

PD12006: 
関沙織, 我那覇章, 鈴木幹男: 無γグロブリン血症に伴う耳炎性顔面神経麻痺をきたした1

例. 第30回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会, 2012/02/16-18, 大津. 2012.   

PD12007: 
山下懐, 長谷川昌宏, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 上顎嚢胞に対する経鼻的アプローチ法の選択

についての検討. 第44回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/2/23, 那覇. 2012.   

PD12008: 

関沙織, 我那覇章, 鈴木幹男: 耳炎性顔面神経麻痺をきたした無γグロブリン血症の1例. 

第44回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/2/23, 那覇. 2012.   

PD12009: 
神谷義雅, 嘉数光雄, 近藤俊輔: 側頭骨骨腫の術後, 高度感音性難聴になった1例. 第44回

沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/2/23, 那覇. 2012.   

PD12010: 
喜友名朝則: 健常人の高音発声時における脳活動の変化. 第24回日本喉頭科学会総会･学術

講演会, 2012/3/8-9, 金沢. 2012.   

PD12011: 
渡嘉敷光紘: 喉頭腫瘍におけるHPV感染について. 第24回日本喉頭科学会総会･学術講演会, 

2012/3/8-9, 金沢. 2012.   

PD12012: 
比嘉麻乃: 挿管性声帯麻痺症例の臨床的検討. 第24回日本喉頭科学会総会･学術講演会, 

2012/3/8-9, 金沢. 2012.   

PD12013: 

新濱明彦, 新垣香太, 與那覇綾乃, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 当科における甲状腺郭清術腫瘍

気管同時切除再建例の検討. 日本形成外科学会九州支部学術集会第88回例会, 2012/3/10, 福

岡. 2012. 

  

PD12014: 
新垣香太: 眼窩骨折に対する経鼻内法による整復術の経験. 日本形成外科学会九州支部学術

集会第88回例会, 2012/3/10, 福岡. 2012.   

PD12015: 
新垣香太, 長谷川昌宏, 喜瀬乗基, 山下懐, 新濱明彦, 鈴木幹男: 経鼻内法により整復しえ

た眼窩底骨折の1例. 第45回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/3/15, 那覇. 2012.   

PD12016: 
渡嘉敷光紘, 喜友名朝則, 比嘉麻乃, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 喉頭癌におけるHPV感染の有

無とその役割. 第45回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/3/15, 那覇. 2012.   
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PD12017: 
山下懐: アレルギー性鼻炎の手術治療. 第16回日本アレルギー協会九州支部沖縄県部会講習

会, 2012/3/21, 那覇. 2012.   

PD12018: 
新濱明彦: 耳鼻科における美容外科手技の応用. 第37回宮崎県耳鼻咽喉科懇話会, 

2012/3/29, 宮崎. 2012. 
  

PD12019: 

安慶名信也, 山下懐, 喜友名朝則, 長谷川昌宏, 真栄田裕行, 新濱明彦, 鈴木幹男: 気管合

併切除を要した甲状腺癌手術例における気管再建の工夫. 第114回沖縄県地方部会総会学術

講演会, 2012/4/8, 西原. 2012. 

  

PD12020: 
関沙織, 我那覇章, 鈴木幹男: 真珠種診断における拡散強調MRI画像の有用性(第2報) 

-SE-EPIとHASTEの比較-. 第114回沖縄県地方部会総会･学術講演会, 2012/4/8, 西原. 2012.
  

PD12021: 

比嘉麻乃, 喜友名朝則, 渡嘉敷光紘, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 当科における声帯麻痺症例の

臨床的検討 -挿管性麻痺を中心に-. 第114回沖縄県地方部会総会･学術講演会, 2012/4/8, 西

原. 2012. 

  

PD12022: 
赤澤幸則, 我那覇章, 鈴木幹男: 当科における弛緩部型真珠腫症例の検討. 第114回沖縄県

地方部会総会･学術講演会, 2012/4/8, 西原. 2012. 
  

PD12023: 

鄧澤義, 長谷川昌宏, 山下懐, 又吉宣, 喜友名朝則, 安慶名信也, 上原貴行, 真栄田裕行, 

鈴木幹男: 頭頸部癌におけるHPVの役割. 第114回沖縄県地方部会総会･学術講演会, 

2012/4/8, 西原. 2012. 

  

PD12024: 
新濱明彦: 低侵襲な粉砕骨移植(ボーンスクレーパーによる頭蓋骨採取). 第55回形成外科学

会総会･学術集会, 2012/4/11-13, 東京. 2012. 
  

PD12025: 
新垣香太: 当科における頭頸部一次再建症例の検討. 第55回形成外科学会総会･学術集会, 

2012/4/11-13, 東京. 2012. 
  

PD12026: 
喜友名朝則, 比嘉麻乃, 安慶名信也, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 高齢者における音声障害の検

討. 第46回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/4/19, 那覇. 2012. 
  

PD12027: 
金城秀俊, 安慶名信也, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 混合性甲状腺癌の一手術例. 第46回沖縄耳

鼻咽喉科懇話会, 2012/4/19, 那覇. 2012.   

PD12028: 
鈴木幹男: 鼻副鼻腔内反性乳頭腫の治療. 第13回徳島県耳鼻咽喉科臨床セミナー, 

2012/4/26, 徳島. 2012.  

PD12029: 

金澤丈治, 今吉正一郎, 長友孝文, 川田和己, 上原貴行, 西野宏, 市村恵一: 悪性転化した

Recurrent Respiratory Papillomatosisの1例. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演

会, 2012/5/10-12, 新潟. 2012. 
  

PD12030: 

上原貴行, 金澤丈治, 市村恵一, 鈴木幹男: アデノ随伴ウイルスベクターを用いたガラニン

受容体2型遺伝子導入による抗腫瘍効果の検討. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演

会, 2012/5/10-12, 新潟. 2012. 
  

PD12031: 

新垣香太, 新濱明彦, 安慶名信也, 山下懐, 喜友名朝則, 長谷川昌宏, 真栄田裕行, 鈴木幹

男: 頭頸部腫瘍切除後一次再建例の検討. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演会, 

2012/5/10-12, 新潟. 2012. 

  

PD12032: 

鈴木幹男, 長谷川昌宏, 山下懐, 安慶名信也, 又吉宣, 真栄田裕行: 内反性乳頭腫における

扁平上皮癌抗原測定の有用性. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演会, 2012/5/10-12, 

新潟. 2012. 

  

PD12033: 

喜友名朝則, 新垣香太, 比嘉麻乃, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 痙攣性発声障害の発声時におけ

る脳活動functional MRIを用いた検討. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演会, 

2012/5/10-12, 新潟. 2012. 

  

PD12034: 
喜瀬乗基, 鈴木 幹男: IgA腎症に対する扁摘症例の術後経過に関する検討. 第113回日本耳

鼻咽喉科学会総会･学術講演会, 2012/5/10-12, 新潟. 2012. 
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PD12035: 
我那覇章, 赤澤幸則, 渡嘉敷光弘, 鈴木幹男: 内耳奇形に伴う反復性髄膜炎の手術における

アブミ骨利用. 第113回日本耳鼻咽喉科学会総会･学術講演会, 2012/5/10-12, 新潟. 2012.   

PD12036: 

新垣香太, 我那覇章, 真栄田裕行, 新濱明彦, 鈴木幹男: 顔面神経麻痺後遺症に対するボツ

リヌス療法前後における評価法の一工夫. 第35回日本顔面神経研究会, 2012/5/31-6/1, 福

島. 2012. 

  

PD12037: 
我那覇章, 鈴木幹男: 頚静脈型グロームス腫瘍による顔面神経麻痺. 第35回日本顔面神経研

究会, 2012/5/31-6/1, 福島. 2012.   

PD12038: 
鈴木幹男: ヒト乳頭腫ウイルスの頭頸部癌予後に及ぼす影響. 第36回日本頭頸部癌学会･第3

回教育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 2012. 

  

PD12039: 
真栄田裕行: 当科における頭頸部原発不明癌の取り扱い. 第36回日本頭頸部癌学会･第3回教

育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 2012.   

PD12040: 
金澤丈治, 上原貴行, 三澤清, 鈴木幹男, 市村恵一: Galanin受容体2型導入による頭頸部癌

遺伝子治療研究. 第36回日本頭頸部癌学会･第3回教育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 2012.
  

PD12041: 

長谷川昌宏: 計画的頚部郭清術を行った中咽頭癌症例の検討-特にPET検査の意義およびHPV

感染との関連について-. 第36回日本頭頸部癌学会･第3回教育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 

2012.  

  

PD12042: 
比嘉輝之: 歯肉癌胸骨甲状筋転移例. 第36回日本頭頸部癌学会･第3回教育セミナー, 

2012/6/6-8, 松江. 2012.   

PD12043: 
安慶名信也: 当科においてCCRT後にSalvage手術を施行下症例の検討. 第36回日本頭頸部癌

学会･第3回教育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 2012.   

PD12044: 
山下懐: 導入化学療法を行った下咽頭癌T3･T4根治治療例の予後についての検討. 第36回日

本頭頸部癌学会･第3回教育セミナー, 2012/6/6-8, 松江. 2012.   

PD12045: 

長谷川昌宏, 山下懐, 安慶名信也, 喜友名朝則, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 計画的頸部郭清術

を行った中咽頭癌症例の検討-特にPET検査の意義およびHPV感染との関連について-. 第47

回沖縄耳鼻咽喉科懇話会, 2012/6/28, 那覇. 2012. 

  

PD12046: 

間三千夫, 中原啓, 硲田猛真, 近藤俊輔, 河野淳, 鈴木幹男, 北野博也, 榎本雅夫: MED-EL

人工内耳装用乳児の音入れ時のBOA. 第74回耳鼻咽喉科臨床学会総会･学術講演会, 

2012/7/5-6, 東京. 2012. 

  

PD12047: 

金城秀俊, 長谷川昌宏, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 初期に歯原性嚢胞が疑われ, 後にエナメル

上皮種と判明した上顎病変の1例. 第74回耳鼻咽喉科臨床学会総会･学術講演会, 

2012/7/5-6, 東京. 2012. 

  

PD12048: 
喜瀬乗基, 渡嘉敷光紘, 安慶名信也, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 鰓性癌と判明した頸部原発不

明癌の1例. 第74回耳鼻咽喉科臨床学会総会･学術講演会, 2012/7/5-6, 東京. 2012. 
  

PD12049: 
乾智一, 真栄田裕行, 鈴木幹男: 難治性中耳炎経過中にハンゲルハンス細胞組織球症の診断

に至った1例. 第74回耳鼻咽喉科臨床学会総会･学術講演会, 2012/7/5-6, 東京. 2012.   

PD12050: 
喜友名朝則: 健常人の高音母音持続発生時における脳活動の変化. 第14回ヒト脳機能マッピ

ング学会, 2012/7/5-6, 札幌. 2012.   

PD12051: 
新濱明彦: 口唇腫瘍切除後の再建時の工夫について. 日本形成外科学会九州支部学術集会第

89回例会, 2012/7/7, 福岡. 2012.     

PD12052: 
新垣香太: 顔面神経麻痺後遺症に対するボツリヌストキシン局注療法の経験. 日本形成外科

学会九州支部学術集会第89回例会, 2012/7/7, 福岡. 2012.   

PD12053: 
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顎顔面口腔機能再建学講座 
 

A. 研究課題の概要 
 

1. 口腔癌に関する研究 (新崎，仲宗根，仁村，喜名，砂

川(奈)，又吉) 

(1) 口腔領域悪性腫瘍のうち， 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，2012 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721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Stagel: 95.4%, Stage Ⅱ: 85.3%, Stage

Ⅲ: 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とガイドラインに則った治

療を目指してprospective study を継続中である。 

(2) 抗癌剤感受性の指標となるバイオマーカーの探索 

抗癌剤感受性は, 患者の予後に影響を与える重要な因

子である。抗癌剤治療後の患者の予後には, 数か月か

ら数十年と非常に大きな開きが生じている。このよう

な開きが生じている原因を解明することは, 今後新規

治療戦略を講じるうえで非常に重要であると推察され

る。これまでに我々は, 抗癌剤感受性に影響を与える

受容体型チロシンキナーゼとして,PDGFR を報告して

いる（Eur J Pharmacol. 2013 Jan 15; 699(1-3): 

227-32.）。さらに現在は, 抗癌剤感受性に影響をあた

える新たな因子として EphA4 を見出している。EphA4 

を阻害した結果, 抗癌剤曝露により生じる癌細胞死が

抑制された。子宮頸癌細胞株である Caski 細胞は, 子

宮頸がん細胞中で, もっとも抗癌剤感受性が高く, か

つ EphA4 の発現も高くなっている。EphA4 のチロシン

キナーゼ活性は, 癌細胞の形態や生存に関与している

ことが判明している。さらに EphA4 は分子標的薬によ

る細胞死も制御していることを見出している。これら

の結果は, EphA4 が抗癌剤感受性の新たなバイオマー

カーとなる可能性を示唆している。今後は, 患者血液

サンプル中の EphA4 の発現を検討することで, 実際の

抗癌剤治療のバイオマーカーたりうるか検討を進めて

いく予定である。 

 

2. 顎変形症の治療に関する研究 (新崎，天願，比嘉，若杉) 

  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2013 年 3月までの23年間に当科で顎矯正手術

を施行した症例は，280例(男性91例，女性189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21.9歳で，男性21.4歳，女性22.2歳であった。また，

手術時平均年齢は23.9歳で，男性23.5歳，女性24.2歳で

あった。 4.手術時年齢は，男女ともに 20 代に も多く認

められた。 5.紹介元別では，歯科(歯科口腔外科: 18 例: 

6.4%, 矯正歯科: 91 例: 32.5%, 一般歯科: 86 例: 30.5%)

では195例: 69.6%, 無し: 77例: 27.5%, 医科: 8例: 2.9%

であった。出身地別にみると県内257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: 121例, 中

部地区: 107 例, 北部地区: 18 例であり, 離島では宮古地

方: 16 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: 78例が も多く，ついで不正咬合: 59例, 咀嚼

障害: 13例であった。 8.病脳自覚時期では,小学生時: 131

名: 47.0%, 中学生時: 80 名: 28.7%で合計 75.7%と大半を

占めていた。ついで高校生時: 32名: 11.5%, 18歳以上: 36

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: 94例: 33.7%, 下顎前突症＋非対称: 51例: 18.2%, 下

顎前突症＋開咬症: 35 例: 12.5%, 十下顎非対称＋開咬症: 

29例: 10.4%, 下顎非対称: 24例: 8.5%などであった。 10.

術式別にみると, 下顎枝矢状分割: 224 例: 79.7%, 下顎枝

矢状分割十Le Fort l 型骨切り40例: 14.2%であった。 11.

下顎枝矢状分割術における入院期間は14.7日±5.9日，顎

間固定期間5.3 日±2.7 日，出血量295.1ml±286.6ml, 手

術時間203.8分±60.3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17.4日±5.7

日，顎間固定期間7.3日±3.3日，出血量510.1ml±393.9ml，

手術時間345.7分±88.0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。 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
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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。

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。 

 

3. 口唇口蓋裂に関する研究(新崎，天願，牧志，砂川(奈)，

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，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，

歯科矯正医と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)の装着を行っている。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。 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歳頃(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。 
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微生物学腫瘍学講座 

 

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，「悪

性腫瘍」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

「悪性腫瘍」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。 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，悪性腫瘍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。 

 ATL発症には転写因子NF-κBの活性化が極めて重要であ

る。NF-κB 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，過剰な活性化はアポトーシスや細胞老

化を誘導することが知られている。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 Iκ

B-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，ウイルス

のトランスフォーミングタンパク質，TaxがIκB-ζ遺伝子

の転写をNF-κBの活性化を介して誘導することを明らかに

した。マイクロアレイ解析により，IκB-ζはT細胞にNF-

κB やインターフェロン制御遺伝子の発現を誘導すること

が判明した。IκB-ζは Tax 誘導性のNF-κB 依存性の遺伝

子発現を正負に制御しており，Tax依存性のAP-1活性やウ

イルス遺伝子の活性を抑制した。IκB-ζは NF-κB や Tax

の活性を絶妙に調整する役割を担い，発がんに積極的に関

与していると考えられた(Kimura et al. Neoplasia， in 

press)。 

 その他，発がんに関与する分子として，bZip 型転写因子

ATF-3の発現増強や新型PKCに属するPKCδの活性化を見出

し，発現や活性化の制御機構および治療標的分子としての

可能性を解析している。 

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。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。ケモカイン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-κ

B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，木村) 

 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-2 受容体α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の意義に関し

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細

胞の活性化後，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CD69遺伝子プロモーター上のNF-κB結合配列，

EGR，CRE を介して転写を活性化した。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を発現しているものの，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(Ishikawa et al. Biochim Biophys Acta 

1833: 1542-1552， 2013)。その他，p53やNF-κBの機能発

現に重要な核内 DNA 結合タンパク質であり，細胞外に放出

された場合は RAGE のリガンドとして周辺細胞のNF-κB を

活性化する HMGB1 が ATL 患者血漿で上昇していることを見

出した。HMGB1はHTLV-1感染T細胞株で発現が増強してお
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り，TaxはT細胞のHMGB1の分泌を増強した(論文投稿中)。 

d. 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) 

 BLの原因ウイルスとして知られるEBウイルス(EBV)は，B

細胞を不死化するが，とりわけ EBV がコードする LMP-1 が

不死化には重要である。前述したCD69をEBV感染不死化B

細胞株やEBV感染BL細胞株が過剰に発現していることを見

出し，LMP-1が機能ドメインであるCTAR1とCTAR2を介して，

NF-κBを活性化することでCD69遺伝子のプロモーターを活

性化することを明らかにした(Ishikawa et al. Int J Oncol 

42: 1786-1792， 2013)。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。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，木村) 

 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。また，rubratoxin Aやcytostatinといった

他のPP2A阻害剤もカスパーゼ依存性のアポトーシスを誘導

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(論文投稿中)。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。また，福岡大学との共同研究で，Bcl-2阻害剤，ABT-737

の抗ATL効果について検証し，in vivoでの効果の解析を担

当した(Ishitsuka et al. Cancer Lett 317: 218-225， 2012)。 

 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，マグノリア(モクレンの

類)の成分ホノキオールの抗ATL効果について検証した。ホ

ノキオールはin vitroおよびin vivoで強い抗ATL効果を

認め， NF-κB，AP-1，STAT3，STAT5，Akt の不活化がその

作用機序であった(Ishikawa et al. Biochim Biophys Acta 

1820: 879-887， 2012)。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，アロマテラピーに使

用される精油に選択的な抗 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。 

 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。当講座では ATL に対する治療効果を既

に報告しているが，新たにカポジ肉腫関連ヘルペスウイル

ス感染原発性体腔液性リンパ腫(PEL)細胞に対する抗腫瘍

効果をin vitroおよび in vivoで見出し，その作用機序を

解析した。ヒップリスタノールは PEL 細胞の細胞周期促進

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，

細胞周期をG1期で停止し，アポトーシスを誘導した。AP-1，

STAT3，Akt の不活化の誘導が作用機序の一つと考えられた

(論文投稿中)。また，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。 

 その他，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
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(FXOH:FXの消化管内での加水分解産物)のBLやHL 細胞株，

EBV感染不死化B細胞株に対する効果を解析した。FXやFXOH

はNF-κB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(Tafuku et al. Oncol Rep， 28: 1512-1518， 2012)。 

 

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) 

 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: 413453， 2012)。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も見出しており，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 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 18: 2225-2230， 2012)。 

 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 40: 251-260， 2012)。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率を検討予定である。 

 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 12: 78, 

2012)。 

 

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。 

 

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。 

 

7. 骨肉腫研究(森，木村，六角) 

 骨肉腫は骨原発性悪性腫瘍の中では も発生頻度が高く，

10 代に多発する。その治療成績は化学療法の導入により近

年目覚ましく向上しているが，肺転移が予後の改善を妨げ

ている。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
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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(Rokkaku et al. Int J Oncol， 

in press)。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。また，前述したフコイダンに抗骨肉腫効果や

肺転移抑制効果があることをin vitroおよびin vivoで見

出した。フコイダンのナノ化はこれらの作用を増強させ，

現在，細胞透過性に及ぼすナノ化の影響を確認している(論

文準備中)。 

 

8. フラビウイルス感染症に対するワクチン戦略(只野) 

 感染症対策において，ワクチン戦略は重要である。 近

は子宮頸癌ワクチンと称するヒトパピローマウイルスの感

染予防ワクチンも認可された。しかし，昆虫細胞で遺伝子

工学的に作成されたワクチン抗原と新規アジュバントによ

るワクチンは思わぬ副作用により普及が阻まれている。副

作用の原因は未だ明らかにされておらず，アジュバントの

再検討も行われている。 

 当講座では琉球大学熱帯生物圏研究センター熱帯感染生

物学部門分子感染防御分野，名古屋大学大学院生命農学研究

科，大阪大学産業科学研究所，東京大学大学院農学生命科学

研究科，琉球大学ジェクタスイノベーターズとの共同研究で，

ワクチン抗原候補や様々な新規アジュバント候補，および

DNAワクチン候補と生体に使用可能な遺伝子導入補助剤につ

いて検討を重ねている。   

 先ずワクチン抗原候補であるが，フラビウイルスのエン

ベロープタンパク質の 3 つのドメインについて液性免疫誘

導部位や防御免疫に重要な部分を分子生物学的に検討した

ところ，1)膜貫通部分に近い部分のドメインⅢが中和抗体

と反応すること，2)そのドメインⅢを免疫することで中和

抗体誘導は勿論，感染防御能をも誘導できることをマウス

実験で実証した(Miyata et al. Microbiol Immunol 57: 

470-477, 2013)。その後の実験で，新規アジュバント候補

についてもドメインⅢの免疫増強効果について検討を行っ

ており，いくつかの有効な候補が見出だされている。 

 DNAワクチンについては，フラビウイルスのエンベロープ

タンパク質を発現するベクターを幾つか作製しており，培

養細胞を用いた実験で発現が確認されている。また，マウ

スを用いた実験で，中和抗体の産生と感染防御能の誘導が

認められた。DNAワクチン実用化に向けて，生体内で細胞内

に DNA ワクチンベクターをいかに高い効率で導入するか，

そして，そのための遺伝子導入補助剤の開発も重要である。

我々は，ある DNA 結合タンパク質について遺伝子導入効率

を調べたところ，培養細胞レベルで通常の遺伝子導入剤と

同等かそれ以上の結果を得た。さらに，生体レベルにおい

ても十分な抗体産生が認められた。生体内において ELISA

による測定で，かつてない高力価の抗体産生が認められた

が，中和試験でも同様の結果が得られ，現在はウイルスチ

ャレンジテストにおいて感染防御能を検討しているところ

である。 

 

9. 沖縄島の日本脳炎ウイルス(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，只野) 

 JEVは蚊媒介性フラビウイルスに属し，近年その分布域を

拡大する新興再興感染症の病原体である。JEVは蚊，鳥類，

哺乳類での感染，増殖が可能な人獣共通感染症で，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

は有効な治療薬がないため，サーベイランスによる現状把

握，リスク評価と指標の検討が重要である。 

a. 血清疫学的研究 

 沖縄県では1960年代をピークに日本脳炎患者発生数が激

減した。また，2000年以降のJEV活動の顕著な低下がブタ

の抗体価保有状況から示され，感染リスクが低下したこと

が示されていた。2011年，沖縄島での13年ぶりの患者発生

を受け，沖縄島中北部在住の未就学児童からの JEV 抗体保

有状況調査を行なった。その結果，ワクチン未接種群にお

いて中和抗体保有者が認められ，自然感染が考えられた。

現在，JEV感染リスク評価のための検討を進めているところ

である。 

b. 分子疫学的研究 

 1971年から2004年にかけ沖縄島で分離したJEVの採取地，

採取年月日，遺伝子情報，生物学的性状等のデータベース

を作成している。エンベロープタンパク質全領域の遺伝子

配列を決定し，沖縄島の JEV の変遷，国内外のJEV 株との

関係性，多様性を系統樹解析により検討した。沖縄島では

これまでに少なくとも 2 度の外来性JEV の移入，定着，集

団置換が生じたと考えられた。また，東南アジア，東アジ

ア，日本の他地域から沖縄島に移入し，越冬せずに消失し

た分集団が認められた。沖縄島では主に越冬により，そし

て一部移入によりJEVが維持されていることが示された。
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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 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。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。 

 

具体的に以下の4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

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取り

組んでいる。 

 

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。 

 

3. 細菌感染におけるマクロファージの細胞死制御機構 

 マクロファージは，感染初期の生体防御において細菌な

どの病原体を貪食して殺菌したり，獲得免疫を誘導するな

どの役割を果たす。その一方で，マクロファージはレジオ

ネラやチフス菌など一部の細菌の増殖の場としても利用さ

れる。これらの細菌は，マクロファージ内の殺菌機構を回

避するだけでなく，マクロファージのアポトーシス（プロ

グラム細胞死の一つ）を抑制して，細胞を自らの増殖に有

利な環境に作りかえる。これに対して，マクロファージは

ネクローシスやパイロプトーシスといった炎症誘導性のプ

ログラム細胞死を惹起することで，細胞内で増殖する菌に

対抗すると考えられている。我々は，細菌感染症の新たな

治療法の開発基盤構築のため，細菌感染におけるマクロフ

ァージの細胞死制御機構の解明に取り組んでいる。 

 

4. 沖縄県に生息する植物･海産物由来の細菌病原因子阻害

物質の探求 

 世界における細菌感染症の発生率や死亡率は，衛生環境

の整備･衛生教育の拡大や新治療薬の開発とともに著しく

低下してきた。しかし新治療薬の開発と同時に耐性菌の出

現という負のスパイラルが問題になっている。近年細菌学

の急速な発展と共に，細菌の宿主細胞侵入機構，毒素作用
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機構，宿主免疫回避機構など新たな発見が累積してきてお

り，耐性菌の出現を抑えかつ新薬開発費の抑制の観点から，

殺菌よりも発症の機構･機序を阻害する新たな治療薬を環

境に生息する活性化物質から見つけようという気運が生ま

れてきている。このことに関し沖縄県には他府県にはない

亜熱帯独特の植物･海洋生物が豊富に生息しており，沖縄県

における新治療薬発見･開発は極めて現実的である。当教室

では新薬候補としての植物･海産物の探索を病原性大腸菌

の病原機構を利用して研究を進めている。

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OI12001: 

Takaesu G, Inagaki M, Takubo K, Mishina Y, Hess PR, Dean GA, Yoshimura A, Matsumoto K, 

Suda T, Ninomiya-Tsuji J. TAK1 (MAP3K7) Signaling Regulates Hematopoietic Stem Cells 

through TNF-Dependent and -Independent Mechanisms. PLoS One 7: e51073, 2012. 
(A) 

OI12002: 

Takaesu G, Kobayashi T, Yoshimura A. TGFβ-activated kinase 1 (TAK1)-binding proteins 

(TAB) 2 and 3 negatively regulate autophagy. J Biochem 51: 157-66, 2012. (A) 

 
総  説     

RI12001: 

Koizumi Y, Toma C, Higa N, Nohara T, Nakasone N, Suzuki T. Inflammasome activation via 

intracellular NLRs triggered by bacterial infection. Cell Microbiol 14: 149-54, 2012. (A) 

RI12002: 
Klionsky DJ et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring 

autophagy. Autophagy  8: 445-544, 2012. (A) 

 
国内学会発表     

PD12001: 

Suzuki T. Caspase-1-mediated host immune responses triggered by inflammasome upon 

bacterial infection. 第85回 日本細菌学会総会(国際シンポジウム), 2012年3月28日(長

崎) 

  

PD12002: 
鈴木敏彦: NLRの活性化機構と病原体感染とのかかわり. 第40回日本臨床免疫学会(ワークシ

ョップ), 2012年9月27日-29日(東京) 

  

PD12003: 

Higa N, Toma C, Nakasone N, Suzuki T. Effector proteins secreted via T3SS1 of Vibrio 

parahaemolyticus interfere with inflammasome activation. 第41回 日本免疫学会総会(ワ

ークショップ), 2012年12月5日-7日(神戸) 
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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

の解析 

 癌遺伝子産物 Ras は低分子量 G 蛋白質であり，標的分子

RafのRas結合ドメイン（RBD）に結合してシグナルを伝達

する。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ヒトまで保存された新規 Ras 標的分

子PLCeを見出した。PLCeにはRBDに似た立体構造のRas結

合ドメイン(RAD)が認められ，私共はRAD欠損遺伝子変異線

虫を作成して，PLCe が実際に細胞内 Ca2+を介する生体機能

に関与することを示した [Kariya 他, Dev Biol  274, 

201-10, 2004; Hiatt他, MBC 20,3888-95,2009（共同研究）]。 

 Rasの類縁分子もRap1を中心に解析されているが，Rap1

の標的結合ドメインがRasと同一であるのに対しRap2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 スクリーニングやアフィニティー精製/質量分析

（LC-MS/MS）で探索し複数同定した [Machida 他, JBC 279, 

15711-4, 2004; Taira他, JBC 279, 49488-96, 2004; Myagmar

他, BBRC 329, 1046-52, 2005; Nonaka他, BBRC 377, 573-8, 

2008]。うち 3 つの類縁キナーゼ(NIK, TNIK, MINK)に共通

の Rap2 結合ドメインは RBD/RAD と相同性は無く，Rap2 の

F39を認識して結合するがRas/Rap1と結合しない。この新

規ドメインはヒトゲノム上でNIK, TNIK, MINK以外に無く，

私共は Rap2-effector-kinases (REK) 1-3 とも呼べるキナ

ーゼ群を網羅したと考えている。Rap2-REK 系は線虫にも有

ることを見出しているが，哺乳動物のみが 3 種の REK を持

ち，機能の分担/重複を認めている。例えば神経細胞でTNIK

を足場とするNedd4-1によりRap2がユビキチン化されると

Rap2-REK系全体が機能を失う。しかし，TNIKをノックダウ

ンしてNedd4-1の足場を奪うと，TNIKが無くともRap2が残

存するため MINK により Rap2-REK 系が機能する [Kawabe

他,Neuron 65, 358-72, 2010（共同研究）]。 

 Rap2-REK系の特徴は，Rasが｢MAP3K｣であるRafを標的と

してERKを制御するのに対し，Rap2が｢MAP4K｣であるREKを

標的としてJNKを制御する点にある [Machida 他]。しかし，

TNIKによる細胞形態･接着制御 [Taira他]，TNIK，MINKに

よる神経シナプス足場分子TANC1リン酸化 [Nonaka他] は

JNKを介さない。また，REKはSmadのリン酸化によりTGF/BMP

シグナル伝達を阻害するし [Kaneko 他，PNAS 108，

1127-32,2011（共同研究）]，TNIKはWnt経路を制御すると

報告されている。一方，Rap2はPLCeを活性化するとも報告

されているが，Rap2はRasの標的と結合しても活性化しな

いことから，PLCe は例外といえる。さらに 近私共は，エ

キソサイトーシスに必須の exocyst 複合体のサブユニット

sec5がREKとも結合することを確認しており，Rap2-REK系

とエキソサイトーシスの関係に注目している。 

 一方，Rap2はC末端が脂質修飾されるが，私共はRap2が

パルミチン酸修飾依存性にリサイクリング小胞(RE)に局在

すること，この局在がRap2-TNIKによる細胞形態･接着制御

に必要であることを見いだした [Uechi他，BBRC 378, 732-7, 

2009]。その後，RE に局在するRap2がシナプス伝達抑制や

小腸上皮の刷子縁形成をはじめ多彩な細胞機能に関与する

と考えられるようになり，私共も解析を続けている。 

 また，Rap2-REK 系に関与する分子群のコンディショナル

ノックアウト（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。このうち Rap2 KO マウスに

は明らかな行動異常が見られるので解析中であり，TNIK が

代表的精神疾患遺伝子産物 DISC1 と結合するという私共の

知見 [Wang他，Mol Psychiatry 16，1006-23（共同研究）] 

との関連に興味がもたれる。 

 

2. 臨床講座等との研究交流 

 Rap2-REK 系の細胞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は，臨床講座等との共同研

究において，緑内障 [Shinzato他，Ophthalmic Res 39, 330-7, 

2007; Miyara 他，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

癌などに応用している。このうち，cSCC は表皮ケラチノサ

イトの形質転換に由来するが，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ことが少

なくない。しかし，形質転換ケラチノサイトの浸潤･転移機

構の詳細は未だ不明である。そこで，マウスに移植しても

浸潤･転移能の低い｢低転移株｣とこの低転移株に由来する

｢高転移株｣を二次元電気泳動（2D-DIGE）と MALDI-TOF/TOF

の組み合わせによるプロテオ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。基底膜浸潤能のin vitro評価では高

転移株のみが浸潤能を示したが，Krt8/18をレトロウイルス

で発現させると低転移株も浸潤能を獲得した。さらに，本

学のcSCC症例を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他，BBRC 399, 365-72, 2010]。 近の検討

では，浸潤癌症例の転移との間にも有意な相関を認めてい

る。 後に，本学以外の施設として，線虫，cKOマウス等に

ついて沖縄科学技術大学院大学との共同研究を進めている。 
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B. 研究業績 

 

原   著     

OI12001: 

Zheng J, Umikawa M, Cui C, Li J, Chen X, Zhang C, Huynh H, Kang X, Silvany R, Wan X, 

Ye J, Cantó AP, Chen SH, Wang HY, Ward ES, Zhang CC. Inhibitory receptors bind ANGPTLs 

and support blood stem cells and leukaemia development. Nature 485, 656-660, 2012. 

(A) 

 
総   説     

RI12001: 
Umikawa M, Zhang CC. Inhibitory receptors bind Angptls and support blood stem cells and 

leukemia development. Experimental Medicine 30, 2969-2973, 2012. 
(B) 
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ゲノム医科学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

 当講座では，ヒトに関する分子遺伝学的研究のすべてを研

究対象としているが，特にトランスポゾンの一つであるヒト

内在性レトロウイルス(HERV)に着目して研究を行っている。 

 HERVはヒトゲノム中の約8%を占めており，多くは変異や欠

損により転写活性能を失っているが，逆にウイルス粒子を作

る能力を保持しているものも存在する。また，これら配列が，

進化の過程で宿主ゲノムに新規の機能を付与してきたことが

明らかとなっている。胎盤に発現する HERV 由来タンパク

Syncytin-1はそのひとつであり，胎盤における細胞融合（合

胞体形成）に関与している。 

 これまで，我々はヒト正常組織で発現しているHERVの包括

的な探索･解析を行い，胎盤で特異的に発現するHERVを 3つ

(HERV-Fb1，HERV-HML6c14，HERV-H7/F(XA34))同定した。胎盤

は HERV 発現において他の組織とは異なった挙動を示す興味

深い器官であり，これらHERVの胎盤特異的な役割(機能)が期

待された。 

 HERV-Fb1に関しては，これまで報告のない新規の機能タン

パク（細胞融合抑制タンパク）であることを明らかにした。

現在，より詳細な機能解析を進めるとともに，胎盤の形成不

全を伴うような絨毛性疾患発症との関わりを明らかにしよう

と考えている。HERV-HML6c14はその転写産物が核内に局在す

る非常に興味深い胎盤性HERVである。ノンコーディングRNA

としての機能を推察しており，詳細な構造･機能解析を進めて

いる。 

1. 細胞融合抑制タンパク･Suppressynの機能解析 

 我々は，胎盤での遺伝子発現を特徴とするHERV-Fb1に着目

し，そのタンパクの機能解析を行った。HERV-Fb1の転写産物

は，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，ゲノム配列は21番染色体(21q22.3)に座位する。

また，この遺伝子はヒトといくつかの霊長類ゲノムのみに存

在し，マウス，ラット，牛，など他のほ乳類にはその配列を

確認する事ができなかった。HERV配列が霊長類の進化に寄与

したと考えられる一事象であり，進化の面でも興味深い。さ

らに，このタンパクの発現･機能解析のため，特異的なポリ/

モノクローナル抗体を作製した。ヒト絨毛細胞由来の細胞株

を用いた発現解析により，細胞中に 14kDa の翻訳産物を確認

した。さらに，培養上清中にもタンパク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。ヒト胎盤組織

中 の タ ン パ ク 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)に確認された。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った。世界でこれまでに報

告のない，細胞融合を抑制する初めてのタンパクであること

から，このタンパクをSuppressyn（サプレシン）と命名して

いる。（Sugimoto et al. Sci Rep. Mar 15;3;1462. 2013） 

 Suppressynは，胎盤組織でみられる合胞体形成に関与して

いることが示唆され，妊娠中の胎盤形成･維持に重要な働きを

持つと考えられる。さらに，その特徴的な機能から，胎盤の

形成不全を伴う各種絨毛性疾患への関与が示唆される。現在，

Suppressynタンパクの融合抑制メカニズムの詳細な解析を進

めており，絨毛性疾患との関連を明らかにするため，患者解

析を計画している。このタンパ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界中で本研究室のみであり， 積

極的な研究の推進，報告を行いたいと考えている。 

2. 核局在型HERV: HERV-HML6c14の機能･構造解析 

 HERV-HML6c14 mRNA には全長型とスプライス型があり，培

養細胞を用いた実験から全長型は核内に，スプライス型は主

に細胞質に局在することが分かってきた。全長型における核

内局在決定配列の同定を目的とし，その手始めにスプライス･

コンセンサス配列の変異による非スプライスコンストラクト

の作成を試みた。しかし，新規のドナーサイトまたはアクセ

プターサイトの出現により，16%程度スプライス型を減少させ

ることしかできなかった。ついで，転写物領域ごとの核内局

在への関与を調べるために5 種類の欠損型コンストラクトを

作成した。各コンストラクトからの転写物に予期しないスプ

ライシング産物が含まれていないことを確認した上で，転写

物の細胞内局在および転写物の量を測定したところ，予想外

にも 5’側約 1/3 の領域が転写物の安定性に関与している可

能性を示唆する実験結果が得られ，現在確認作業を進めてい

る。 

 内在性レトロウイルスの研究は，その解析の複雑さから

非常に労力のかかる研究課題である。しかし，本講座がこ

れまで積み上げてきた研究成果がようやく具体的なものと

なってきた。現在解析中のこれら胎盤性HERVの生理的な機

能，各種疾患への関与が明らかになれば，疾患の治療法， 診

断法などへの応用が可能となり，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になると考える。
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感染症･呼吸器･消化器内科学講座 

 

A. 研究課題の概要 

 

感染症グループ 

(研究の概要) 

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。 

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 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 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。 

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 

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。 

(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。 

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， 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。 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。 

 

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
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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， 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 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。
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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（植田真一郎，井上卓，松下
明子） 
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。 

2. 真の医師主導型臨床試験の基盤としての試験支援人材
の育成（植田真一郎） 
真の医師主導型臨床試験の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。 

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)
（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。 

4. がん臨床試験の支援（植田真一郎） 
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 

5. 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)（植田真一郎） 
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。 

6. 遊離脂肪酸による炎症反応亢進メカニズムの解明と治
療法の探索（松下明子，植田真一郎） 
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。
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。脂肪酸による炎症反応亢進に関わるシグナ
ルの解明は，病態の発症や進展を予防することにつながる
と考えられる。 
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，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， 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。 
我々はまず新規なin vitroでの脂肪酸投与方法を開発し

た。従来多く用いられる方法は，牛血清アルブミン（BSA）
に脂肪酸を結合させ可溶化させている。しかしこの方法で
調整した脂肪酸サンプルには，LPS が多量に含まれる，BSA
自体が多くの細胞のシグナリングに影響する，調整の際，
アルカリで熱をかけるため，できあがったサンプルが界面
活性剤になってしまう，などの重大な欠点がある。そこで
我々はフォスファチジルコリンベジクルを用いた調整法を
開発し，上記の BSA を用いる場合のすべての欠点をなくし
た脂肪酸サンプルの調整に成功した。この方法で飽和脂肪
酸単独，不飽和脂肪酸単独，それらのブレンド，それぞれ
のサンプルを調整し，さらに不飽和脂肪酸については過酸
化の度合いが低いものと高いものを調整した。これらの脂
肪酸を培養血管内皮細胞へ急性投与したところ，脂肪酸が
LPSのようなTLR4活性化を起こすには，過酸化が進んだ不
飽和脂肪酸であることが重要なことがわかった（Life 
Sciences 2013）。 
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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。 
脂肪酸刺激によるTLR4活性化，下流へのシグナル伝達を，

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 する薬剤介入がどのよう
に影響するかの検証も行っている。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。 
 
7. ヒト血中マイクロパーティクルと血管内皮機能（松下明
子，植田真一郎） 
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，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
在比変化等を確認した。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。 
 
8. 糖尿病性腎症における蛋白制限食の腎機能予後に関す
るメタ解析（根津潤，植田真一郎） 
糖尿病患者においては腎症Ⅲ期以降で蛋白制限食の導入

が欧米，そして本邦における診療ガイドラインで推奨され
ている。しかし，これは主には動物実験における基礎的な
報告を基礎としており，蛋白制限食による臨床的な有用性
に関しては過去複数のRCTや観察研究が実施されてきたが，
いまだはっきりとした効果を示したものはない。本研究で
は，バイアスをできるだけ排除した RCT のみを対象とした
メタ解析により糖尿病性腎症にける蛋白制限食の腎機能予
後効果を検証することを目的とした。2013年5月にBMJ open
にacceptされた（BMJ Open. 2013 May 28;3(5). doi:pii: 
e002934. 10.1136/bmjopen-2013-002934. Print 2013.)。 
 
9. 糖尿病薬の効果応答性遺伝子に関するコホート研究（植
田真一郎，根津潤） 

 糖尿病患者における薬剤のオプションは年々拡大しつつ

あるが，それぞれの薬剤の効果は個人間でばらつきが大き

い。臨床家は，BMIやインスリン分泌能などのクラシカルな

臨床情報を基にたレスポンダー予測の上で薬剤選択をして

いるが十分とは言えない。本研究の目的は，候補遺伝子ア

プローチにより糖尿病薬の効果に関わる遺伝子を検証する

ことである。第一のターゲットとして，日本人において 2

型糖尿病の主要な感受性遺伝子として報告されている

CDKAL1遺伝子にフォーカスする。CDKAL1は6番染色体に座

位し，イントロン5 に複数のSNP があるが，日本人で再現

性を持って疾患感受性が報告されているもののうち，完全

連鎖しているものを除いた 2SNP(rs7754840，rs7756992)を

Taqman PCR法にてgenotypingすることとする。薬剤感受性

はコホートにて判定することとし，対象患者は沖縄県内の

複数の医療施設にてエントリーを行う。薬剤の新規開始時

から3カ月後までの血糖，HbA1cの変化をprimary endpoint

とし， 終的に 1 年後まで観察する。これまでに本コホー

ト研究で 800 名弱の対象者を登録し，現在も追跡観察中で

ある。

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
松下(武藤)明子, 植田真一郎: 血管作動性物質の異常が血圧を上げる. あなたも名医！高血

圧, 再整理, 浦信行(編), 9-12, 日本医事新報社, 東京, 2012.  
B 

 
原   著     

OI12001: 

Kageyama S, Ueda S, Mochizuki K, Miyakawa M, Sugawara M, Nakayama M, Ohashi Y, Saito 

I, Saruta 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 35(2): 

221-7, 2012. 

A 
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OI12002: 

Shimabukuro M, Higa N, Tagawa T, Yamakawa K, Sata M, Ueda S. Defects of vascular nitric 

oxide bioavailability in subjects with impaired glucose tolerance: A potential link to 

insulin resistance. Int J Cardiol 167(1): 298-200, 2012. 

A 

OI12003: 

Tomiyama H, Kohro T, Higashi Y, Takase B, Suzuki T, Ishizu T, Ueda S, Yamazaki T, Furumoto 

T, Kario K, Inoue T, Koba S, Watanabe K, Takemoto Y, Hano T, Sata M, Ishibashi Y, Node 

K, Maemura K, Ohya Y, Furukawa T, Ito H, Yamashina A. A multicenter study design to assess 

the clinical usefulness of semi-automatic measurement of flow-mediated vasodilatation 

of the brachial artery. Int Heart J  53: 170-5, 2012. 

A 

OI12004: 

Yamakawa K, Ueda S, et al.Eicosapentaenoic acid (EPA) supplementation changes fatty acid 

composition and corrects endothelial dysfunction in hyperlipidemic patients Cardiol. 

Res Pract, 2012.  

A 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Mutoh-Matsushita A, Komiya N, Inoue T, Ueda S. Blood cells’ RhoA is transcellularly 

delivered via microparticles to endothelial cells to get activated therein. 24th 

Scientific Meeting of the International Society of Hypertension 30th Sept - 4th Oct, 

2012, Sydney, Australia. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 新崎修ほか: 第60回日本心臓病学会学術集会. 金沢, 2012.   

PD12002: 植田真一郎: Late breaking session. 第35回日本高血圧学会総会. 名古屋. 2012.   

PD12003: 植田真一郎: シンポジウム. 第35回日本高血圧学会総会. 名古屋,2012.   

PD12004: 植田真一郎: 会長講演. 第33回日本臨床薬理学会学術集会 沖縄, 2012.   

PD12005: 植田真一郎ほか: シンポジウム. 第33回日本臨床薬理学会学術集会. 沖縄, 2012.   

PD12006: 植田真一郎: シンポジウム. 第33回日本臨床薬理学会学術集会. 沖縄, 2012.   

PD12007: 
松下(武藤)明子, 植田真一郎: 過酸化脂質による急性炎症反応に対するcaveolae変調の効

果. 第49回日本臨床分子医学会学術集会. 京都, 2012. 
  

PD12008: 
松下(武藤)明子, 井上卓, 植田真一郎: 心血管組織におけるマイクロパーティクルの役割. 

第8回西日本血管機能研究会. 福岡, 2012. 
  

PD12009: 
武藤(松下)明子, 井上卓, 植田真一郎: 血球細胞のRhoAがマイクロパーティクルを介して内

皮細胞内RhoAシグナルを活性化する. 第35回日本高血圧学会総会. 名古屋, 2012. 
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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。そのためエラー（インシデント）の報告は重要で

あり，その報告から改善に向かう例は少なくない。当手術

部では，手術関連のインシデント分析からより良いシステ

ムの作成へと進めている。また， も必要性が高い対策は

教育や指導であり，更に新しい技術の開発やその導入も必

要である。 

研究している課題は，1)内視鏡外科手術に用いる医療機

器の故障，2)手術器材の遺残関連・温風式加温装置･無影灯

に関するインシデント，3)手術におけるタイムアウト，4)

手術部の風水害対策などである。また，全国国立大学手術

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) 

周術期の感染対策が適切に行われているかを検討してい

る。具体的には，アデノシン三リン酸測定を用いた手術器

材の洗浄評価，SUD(Single Use Device)の再使用，プリオ

ン病ハイリスク手技に使用した器材の取り扱い，および手

術室における針刺しの対策の検討を行っている。 

 

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ている。 

 

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ラオス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 

 

著   書     

BD12001: 久田友治: 手術管理. 外科学温故知新, 桑野博行(編), 58-65, 大道学館, 福岡, 2012.       (C) 

 
原   著     

OD12001: 
久田友治, 佐藤一史, 畠山 登, 柴田 治, 仁井内 浩, 中田精三: 内視鏡外科手術に用いる医

療機器の故障への対応と課題. 手術医学 33: 29-32, 2012. 
(B) 

OD12002: 

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技に使用した

器材の取り扱いについて. 全国国立大学病院へのアンケート調査. 手術医学 33: 20-24, 

2012. 

(B) 

OD12003: 

南須原康行, 石川 誠, 兼児敏浩, 久田友治, 福井康三, 藤盛啓成, 本間 覚, 宮本智行: 国

立大学附属病院医療安全管理協議会医師GRMアンケートプロジェクトチーム: 国立大学附属

病院における医師･歯科医師GRMの業務･役割の現状-医師GRMアンケートの結果より. 医療の

質･安全学会誌 7(2): 133-141, 2012. 

(B) 
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国際学会発表     

PI12001: 

Kuda T, Gushiken K, Okayama H, Maeshiro C, Kakinohana S. Surgical Hand Washing Evaluation 

Based on Adenosine Triphosphate Measurement. The 11th East Asian Conference on Infection 

Control and Prevention, Tokyo, Japan, 2012.   

  

PI12002: 
Kuda T, Miyagi T, Gushiken K, Okayama H, China T. Evaluation of washing of loan instrument 

using adenosine triphosphate. The World Forum for Hospital Sterile Supply, Osaka, 2012.

  

 
国内学会発表     

PD12001: 久田友治: 第27回日本環境感染学会, 2月18-19日. 座長. 福岡市, 2012.   

PD12002: 
久田友治: 手術部の風水害対策. テーマ『手術室の安全対策と危機管理』. 平成24年第1回

日本手術医学会教育セミナー, 下関市, 2012. 

  

PD12003: 
久田友治: 手術器材の遺残関連インシデントの要因と対策. 第112回日本外科学会, 千葉市, 

2012. 

  

PD12004: 
久田友治, 具志堅興治, 岡山晴香, 宮城孝徳: 無影灯の不具合と事故に関する検討. 第87回

日本医療機器学会, 札幌市, 2012. 

  

PD12005: 
久田友治, 長濱一史, 久木田一朗: 転倒場所による外傷の程度の検討-カーペットは外傷予防

に有用か-. 第117回沖縄県医師会医学会総会, 南風原町, 2012. 

  

PD12006: 
久田友治: 手術時の異物遺残対策におけるカウントとＸ線検査の意義. 第34回日本手術医学

会総会, 東京, 2012. 

  

PD12007: 
岡山晴香, 具志堅興治, 久田友治, 謝名堂昌人, 宮城孝徳: 温風式加温装置に関するインシ

デント報告. 第34回日本手術医学会総会, 東京, 2012. 

  

PD12008: 
久田友治: 手術医療の実践ガイドラインのためのコンセンサスミーティング-各施設は実際ど

のように対応しているのか-. 第34回日本手術医学会総会, 東京, 2012. 

  

PD12009: 
柴田 治, 久田友治, 佐藤一史, 仁井内 浩: SUDの再使用についてのアンケート調査結果につ

いて. 第34回日本手術医学会総会, 東京, 2012. 

  

PD12010: 
仁井内 浩, 久田友治, 柴田 治, 佐藤一史: 体内異物遺残防止対策について-国立大学病院へ

のアンケート調査-. 第34回日本手術医学会総会, 東京, 2012. 

  

PD12011: 
佐藤一史, 柴田 治, 仁井内 浩, 久田友治: 手洗い水に関する現況-国立大学病院へのアンケ

ート調査-. 第34回日本手術医学会総会, 東京, 2012. 

  

PD12012: 
久田友治, 加治木選江, 長濱一史, 久木田一朗: 転倒場所による傷害の程度と床張り材の意

義に関する検討. 第7回医療の質･安全学会, 大宮市, 2012. 

  

PD12013: 
城間正朝, 久田友治: 手術時手洗いラビング報の導入と課題. 第26回沖縄県感染管理研究

会, 那覇市, 2012. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 
田中直文, 平田 哲, 佐藤一史, 臼杵尚志, 久田友治: 第49回全国国立大学病院手術部会議

資料集  幹事会･看護師長会編  地域ブロック会議報告. 2012. 

  

MD12002: 
佐藤一史, 久田友治, 柴田 治, 仁井内浩: 手術部の臨床検査に関するアンケート調査. 第49

回全国国立大学病院手術部会議資料集  幹事会･看護師長会編. 2012. 

  

MD12003: 

柴田 治, 久田友治, 佐藤一史, 仁井内 浩: 眼科用内視鏡ソリッドファイバーカテーテルの

再使用についてのアンケート調査. 第49回全国国立大学病院手術部会議資料集  幹事会･看

護師長会編. 2012. 

  

MD12004: 
久田友治, 柴田 治, 仁井内 浩, 佐藤一史: 手術用機器・設備の故障・事故に関する調査2012. 

第49回全国国立大学病院手術部会議資料集  幹事会･看護師長会編. 2012. 

  

MD12005: 

仁井内 浩, 佐伯 昇, 佐藤一史, 久田友治, 柴田 治: 手術室運用における時間区分の標準化

のためのアンケート調査. 第49回全国国立大学病院手術部会議資料集  幹事会･看護師長会

編. 2012. 
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MD12006: 

仁井内 浩, 佐伯 昇, 佐藤一史, 久田友治, 柴田 治: 国立大学病院手術部会議における各種

アンケート結果の有効利用に関するアンケート調査. 第49回全国国立大学病院手術部会議資

料集  幹事会･看護師長会編. 2012. 
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地域医療部 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 地域医療教育に関する研究（武村克哉） 

（1）地域医療の充実に向けて，地域医療教育の開発･研究が

求められている。地域医療部では，医学科低学年から高学年，

卒後初期臨床研修まで他部署と協働し，地域医療教育を開

発･実施している。地域医療教育の一環として医学科4年次を

対象に離島地域病院実習を平成18年度から毎年行なってい

る。学生への意識調査により地域医療への理解，離島地域医

療への関心が経年的に高まっていることがわかった。今後も

地域医療の向上に寄与する医療人育成に向けて，地域医療教

育カリキュラム開発の研究を継続する予定である。 

（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し，国際比較研究を行なった。

この現状を踏まえ，今後より効果的なヘルス･プロモーショ

ン教育の開発を検討する。 

 

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，

ナラティヴエシックスの方法論を確立した上で，今後も継続

して地域医療教育へのナラティヴエシックスの導入に関す

る研究を実施していく予定である。 

 

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り，平成24年度は特定の診療

科において医療倫理教育を継続的に提供した。今後も多忙

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継続していく予定である。

 

B. 研究業績 

 

総   説     

RD11001: 

仲里愛, 健山 正男, 富永 大介, 田里 大輔, 仲村 秀太, 宮城 京子, 前田 サオリ, 大城 市

子, 吉元 なるよ, 新江 裕貴, 諸見 牧子, 石郷岡 美穂, 原永 修作, 比嘉 太, 藤田 次郎: 

HIV感染症治療におけるHANDと精神疾患 HANDの鑑別と実際. HIV Body and Mind 1(1): 37-45, 

2012. 

（C） 

 
国際学会発表     

PI11001: 
Kinjo T. Comment on the paper of Autumn Fiester. The Fourth GABEX International Meeting; 

Jan. 7-9; Tokyo, Japan, 2012. 

  

PI11002: 

Takeda Y, Takemura K, Wylie A. Learning outcomes described in medical education 

competency-based framework to prepare students to take initiative roles for health 

promotion: international comparison and future challenges. the SGIM 35th Annual Meeting, 

May 2012. 
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国内学会発表     

PD11001: 

武村克哉, 瑞慶覧諒子, 宮平栄理子, 金城隆展, 小宮一郎, 大屋祐輔, 石田肇: 離島地域病

院実習による医学生の意識の経年的変化．第44回日本医学教育学会 7月 2012. （医学教育 43 

(Suppl): 110） 

  

PD11002: 
小宮一郎, 武村克哉, 大内元, 大屋祐輔: 臨床実習終了時における琉球大学医学生の学習状

況と臨床実習状況の調査．第44回日本医学教育学会 7月 2012. (医学教育 43 (Suppl): 122）

  

PD11003: 

前田サオリ, 宮城京子, 健山正男, 石川章子, 田里大輔, 仲村秀太, 石郷岡美穂, 大城市子, 

吉本なるよ, 新江裕貴, 諸見牧子, 仲里 愛, 下地孝子, 藤田次郎: 定期受診が遵守できない

患者の要因の検討．第26回日本エイズ学会学術集会 2012. (抄録集: 56） 

  

PD11004: 

宮城京子, 前田サオリ, 健山正男, 石川章子, 田里大輔, 石郷岡美穂, 大城市子, 吉本なる

よ, 新江裕貴, 諸見牧子, 仲里 愛, 下地孝子, 藤田次郎: 沖縄県におけるコーディネーター

ナースの活動状況. 第26回日本エイズ学会学術集会 11月 2012．(抄録集: 59） 
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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。 

 

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。 

 

 

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。

 

 

B. 研究業績 

 

国内学会発表     

PD12001: 
廣瀬康行: Semiotic triangle の「はざま」で（ ISO TC215 WG3 ）活動報告. 医療情報学 32S: 

202-205, 2012.  

  

PD12002: 廣瀬康行: 17115 改訂に際しての一考察. 医療情報学 32S: 210-213, 2012.    

PD12003: 
山本俊成, 廣瀬康行, 鳥居塚和生: 生薬の概念モデルの被覆率を幾つかの用語資源にて検証

した. 医療情報学 32S: 302-305, 2012.  

  

PD12004: 
廣瀬康行: ISO/TC215Health Information における国際標準化の動向と日本の対応〜TC215と

TC249との関係を踏まえた戦略と実践躬行.  Journal of Traditional Medicines 29S: 57 2012.

  

PD12005: 
廣瀬康行: ISO/TC215およびISO/TC249の伝統医学国際標準化提案の現状と分析. 日本東洋医

学雑誌 63: 70-71, 2012. 
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その他の刊行物     

MI12001: 

Hirose Y. WG3 Working draft. Health Informatics — Categorial structures for 

representation of acupuncture [Body Surface Stimulation] — Part 1: Stimulation Points 

and Channels. ISO TC215 WG3, 2012.  

  

MD12002: 

Hirose Y. Working draft. Health Informatics — Categorial structures for representation 

of acupuncture [Body Surface Stimulation] — Part 2: Stimulation Methods. ISO TC215 WG3, 

2012.  

  

MD12003: 
Hirose Y, Toriizuka K. Ballot NP: N0934 Health Informatics: Categorial structures for 

representation of herbal medicaments in terminological systems. ISO TC215 WG3, 2012.   
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周産母子センター 

 

A．研究課題の概要 

 

Ⅰ. 生殖内分泌学  

 

1. 多価不飽和脂肪酸がヒト卵子の受精･胚発生能に及ぼす

影響について（銘苅桂子， 長田千夏， 安里こずえ， 平敷

千晶， 青木陽一） 

 晩婚化により初婚･初産年齢は高齢化の一途をたどり，不

妊治療を要するカップルが急増しているが，食生活と不妊

症の関連に関する情報はほとんどないのが現状である。n-3

系多価不飽和脂肪酸は必須脂肪酸であり，生体内で合成さ

れないにもかかわらず，それらを豊富に含む魚類の摂取量

は若年者において年々低下している. 特に沖縄県は肉食中

心で魚類を食す頻度が低い点が特徴としてあげられる。本

研究の目的は体外受精･胚移植(In Vitro Fertilization - 

Embryo Transfer: IVF- ET)において卵胞液内の多価不飽和

脂肪酸濃度と卵子や胚の質との関連について明らかにする

ことである。対象は男性因子または受精障害にて顕微授精

(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)の適応となっ

た不妊女性。初回の顕微授精のみを適応とする。方法は（1）

摂食アンケートによる脂肪酸摂取量と血中脂肪酸濃度の相

関:過去 1 年間の 19 の魚類･甲殻類の標準摂食量を詳細な

food frequency questionnaire (FFQ)により聴取し，脂肪

酸摂取量を算出する。アンケートより得られた魚類･甲殻類

摂食量と血中 n-6 系脂肪酸濃度（リノール酸，アラキドン

酸）および血清 n-3 系脂肪酸濃度（α-リノレン酸，EPA，

DHA）の相関関係を評価する。（2）血中脂肪酸濃度と卵胞液

中脂肪酸濃度の相関:IVF-ET における調節卵巣刺激は GnRH 

agonist long 法または antagonist 法とし，HMG300 単位を

初日と2日目に投与，3日目以降は225単位の連日投与とす

る。18mm以上の卵胞が2個確認できたところでhCG10000単

位を投与し，35時間後に経腟超音波ガイド下の採卵を行う。

採卵直前に静脈血を採取し遠心後血清を凍結，血清中の全

脂肪酸分画＊を測定する。同一症例のすべての卵胞液をそれ

ぞれに 2ml ずつ凍結し，全脂肪酸分画を測定し，血中脂肪

酸濃度との相関を評価する。また，血中 n-6･n-3 系脂肪酸

濃度と卵胞中n-6･n-3系脂肪酸濃度，発育卵胞数，採卵数，

受精率，採卵決定前の Estradiol 値，妊娠率との相関関係

を評価する。（3）卵胞液中脂肪酸濃度と卵子･胚の質，胚発

生能，妊娠との相関:採卵 4 時間後にICSI を行い，それぞ

れの卵胞液に対応する卵子についてその後の受精，胚発生

を評価する。採卵後5 日目に経腹超音波ガイド下に 1 個胚

移植を行う。妊娠は胎嚢の確認を以て行う。それぞれの卵

胞液中n-6･n-3系脂肪酸濃度と卵胞に対応する卵子･胚の質，

胚発生能，妊娠との相関関係を評価する。ヒト生殖現象に

おける多価不飽和脂肪酸の意義を検討することにより，増

加する不妊症の原因の一つが食生活にあることが明らかに

なれば，その意義は極めて大きいものと考えられる。 

 

2. 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，長田千夏，平敷千晶，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。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 endpoint)は胚移植あたり妊娠率，

着床率，生産率とし，副評価指標(Secondary endpoint)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。 

 

3. 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，平敷千晶，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。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
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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 ± 4.3 mIU/ml vs. 7.7 ± 1.5 

mIU/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. 子宮内膜症が周産期予後に与える影響～子宮内膜症合

併妊娠はハイリスク妊娠か～（銘苅桂子， 安里こずえ， 平

敷千晶， 金城忠嗣， 正本仁， 青木陽一） 

子宮内膜症女性における早産，Pregnancy induced 

hypertension (PIH)，small for gestational age (SGA)の

増加が報告されているが，確定診断の得られていない臨床

的子宮内膜症症例IVF-ET妊娠が多く含まれていることより，

子宮内膜症が周産期予後に与える影響について一定の見解

は得られていない。腹腔鏡手術により子宮内膜症の有無に

ついて確定診断を得られた症例の妊娠転機を比較し，子宮

内膜症が周産期予後へ与えるリスクについて検討した。対

象は不妊精査のため腹腔鏡手術を施行後妊娠成立し，分娩

管理を行った108例とした。周産期予後に影響する41歳以

上，IVF-ET 妊娠，多胎妊娠は除外した。子宮内膜症を有し

た49例をEn+群，有しない59例をEn‐群とし，両群の妊

娠転機を後方視的に比較検討した。En+ と En‐群の平均年

齢(33.0 ± 3.8 vs. 33.6 ± 4.1歳)，流産，早産，PIHの

既往頻度に有意差は認めなかった。不妊治療はEn+ とEn‐

群において排卵誘発がそれぞれ26.5%と30.5%，人工授精が

30.6%と 32.2%に施行された。妊娠転機については，En+ と

En‐群の流産率(18.4 vs. 18.6%)，絨毛膜下血腫発症率(4.1 

vs. 1.7%)，早産率(6.2 vs. 6.8%)，PIH 発症率(12.2 vs. 

10.2%)，SGA率(2.0 vs. 1.7%)，帝王切開率(26.5 vs. 18.6%)，

分娩週数（38.9 ± 1.5 vs. 38.8 ± 1.7週），出生体重（3013.3 

± 480 vs. 2934.5 ± 639.5g）に有意差は認めなかった。

常位胎盤早期剥離は両群において認めず，En(+)群において

21 trisomy を 1 例，En(-)群において妊娠糖尿病を 1 例認

めた。今回の検討において子宮内膜症は周産期予後に影響

しないと考えられたが，今後さらなる多数例での比較研究

が必要である。 

 

5. 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，平敷千晶，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。 

 

6. 体外受精における採卵決定時の卵胞径が治療成績に及

ぼす影響（平敷千晶，銘苅桂子，平良理恵，安里こずえ，

青木陽一） 

体外受精･胚移植においては，主席卵胞径17-18mmで採卵

を決定するのが一般的である。この基準は GnRH analogue

が治療に導入される以前に決められたものであるため，下

垂体を抑制することにより治療成績が著しく変化した現在，

改めて評価される必要がある。また休日の採卵手術を避け
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る等の社会的背景が治療成績に影響を及ぼさないかという

懸念もある。採卵決定時の主席卵胞径が体外受精･胚移植の

治療成績に及ぼす影響について検討した。2009年1月から

2012年8月までの期間，当科で体外受精･胚移植を施行した

203採卵，279移植周期を対象とした。採卵決定時の主席卵

胞径を20mm未満，20mm以上の2群に分類し，新鮮胚移植，

融解胚移植別に治療成績を後方視的に検討した。新鮮胚移

植において，採卵決定時卵胞径 20mm 未満群と20mm 以上群

では年齢(37 ± 4.0 vs.39 ± 3.9， p = 0.26)，FSH基礎

値(7.6 ± 2.7 vs.8 ± 3.0， p = 0.85)，不妊期間(3 ± 

3.6 vs. 3 ± 3.2， p = 0.69)，刺激日数(8 ± 1.5 vs.9 ± 

2.1， p = 0.05)，採卵前E2値(1858 ± 1409 vs. 2369 ± 

1589， p = 0.20)，採卵決定時卵胞数(10 ± 4.3 vs. 10 ± 

4.6， p = 0.61)，採卵数(9 ± 6.6 vs. 10 ± 4.6， p = 0.19)，

受精卵数(5 ± 3.7 vs. 5 ± 3.0， p = 0.95)，良好胚数

(0 ± 1.5 vs. 1 ± 1.5， p = 0.06)，移植胚数(1 ± 0.5 

vs. 2 ± 0.5， p = 0.40)，凍結胚数(1 ± 1.8 vs. 1 ± 1.7， 

p = 0.77)，臨床的妊娠率(21.1% vs. 28.6%， p = 0.31)，

継続妊娠率(21.1% vs. 20.9%， p = 0.98)，生児獲得率(19.3% 

vs. 17.6%， p = 0.79)，双胎妊娠率(5.3% vs. 5.5%， p = 

0.95)の項目で有意差はなかった。hMG 総投与量(1950 ± 

471 vs. 2175 ± 500， p = 0.02)，移植胚中良好胚数(0 ± 

0.6 vs. 1 ± 0.7， p = 0.02)は20mm以上群で有意に多か

った。融解胚移植において，20mm未満群と20mm以上群では

年齢(37 ± 3.5 vs. 36 ± 4.2， p = 0.63)，不妊期間(3 ± 

3.0 vs. 2 ± 2.2， p = 0.94)，FSH基礎値(7.1 ± 2.0 vs. 

7.9 ± 2.7，p = 0.11)，移植胚数(2 ± 0.5 vs. 2 ± 0.5， 

p = 0.79)，移植胚中良好胚数(0 ± 0.6 vs. 0 ± 0.7， p 

= 0.57)，臨床的妊娠率(30.8% vs. 29.3%， p = 0.87)，継

続妊娠率(15.4% vs. 18.5%， p = 0.67)，生児獲得率(15.4% 

vs. 14.1%， p = 0.85)，双胎妊娠率(0% vs. 3.3%， p = 0.25)

の項目で有意差はなかった。結論として，新鮮胚移植では

卵胞径20mm以上で採卵を決定することにより移植胚中良好

胚数が増加する可能性があるが，臨床的妊娠率，生児獲得

率には有意差を認めないことから，採卵決定を延期するこ

とが与える影響は少ないと考えられる。同様に，引き続く

融解胚移植においても，採卵決定の延期が治療成績に及ぼ

す影響は少ないと考えられる。 

 

7. 筋腫合併不妊症患者における筋腫核出術の意義につい

て（安里こずえ，銘苅桂子，平敷千晶，青木陽一） 

筋腫合併不妊症患者の治療転帰を調べ，筋腫核出術の意

義に関して検討を行った。2006年1月から2011年12月ま

で，挙児希望にて当科初診となった筋腫合併不妊症患者で

低3か月間フォローアップ可能であった73例を対象とし

た。当院での核出術の適応は，1.内膜圧排が著名である症

例，2.筋腫による卵管閉塞が疑われる症例，3.筋腫により

経腟超音波での卵巣描出が困難で，経腟採卵や卵胞モニタ

ーが困難な症例とした。筋腫核出術を施行した群（21 例）

の治療成績と手術を施行せず不妊治療を行った群（52 例）

の治療成績に関して後方視的に検討した。核出群と非核出

群で，平均年齢（36.8 vs. 37.2歳），不妊期間（3.3 vs. 3.8

年），筋腫 大径（69.7 vs. 56.8 mm），筋腫の個数などの

患者背景に有意差はなく，筋腫の場所にも一定の傾向はな

かった。それぞれの臨床的妊娠率は 19.1 vs. 44.2%，p = 

0.061，生児獲得率は10.5 vs. 34%，p = 0.071で有意差を

認めなかった。また，妊娠症例の予後を検討したところ，

核出群と非核出群で流産率（0 vs. 25%），早産率（0 vs. 8.3%），

帝王切開率（100 vs. 41.7%）に差をみとめなかった。手術

を施行しなかった例で，妊娠群と非妊娠群にわけて検討し

たところ，筋腫の大きさ，不妊期間，経産回数で臨床的妊

娠率に有意差はなかったが，年齢37歳未満（60 vs. 29.6%，

p = 0.026），筋腫以外に不妊因子のない症例(72.7 vs. 35.6%，

p = 0.044)で妊娠率が有意に高かった。自験例の検討では，

筋腫核出群と非核出群で臨床的妊娠率と生児獲得率は同等

で，妊娠例の周産期予後も差がなかった。若年で筋腫以外

の不妊原因がない場合は，核出術をしなくても良好な妊娠

率が得られており，手術の適応に関しては慎重に判断すべ

きである。 

 

8. IVF-ET 後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，銘苅桂子，知念行子，平敷千晶，

金城忠嗣，正本仁，青木陽一） 

IVF-ET 後妊娠では，前置胎盤，常位胎盤早期剥離，産後

出血などの産科出血が増加すると報告されている。新鮮胚

移植における調節卵巣刺激，融解胚移植におけるホルモン

補充療法，移植時の高エストロゲン環境による着床異常が，

産科出血増加の原因と推測されているがその機序はいまだ

不明である。絨毛膜下血腫は，妊娠初期から中期の産科出

血の原因となり，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。そこで，IVF-ET 後妊娠にお

ける絨毛膜下血腫の発生頻度とそのリスク因子を明らかに

することを目的とした。2008年1月～2012年2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 194 例

を対象とし，診療録を後方視的に検討した。194 例のうち

timing療法で妊娠した55例と人工授精で妊娠した72例を

non-IVF妊娠群，IVFで妊娠した67例をIVF妊娠群としIVF 

と non-IVF 妊娠群での絨毛膜下血腫発症率を比較した。ま

た，IVF妊娠群における絨毛膜下血腫発症のリスク因子の抽

出をおこなった。194例のうちtiming療法での妊娠は55例，

人工授精での妊娠は72例， IVFでの妊娠は67例であった。

Timing療法と人工授精で妊娠成立した127例をnon-IVF妊

娠群， IVFで妊娠した67例をIVF妊娠群とし， 絨毛膜下

血腫発症率を比較すると，11%（14/ 127）vs. 22.4%（15/ 67）

で，IVF妊娠群で血腫発症率が有意に高かった（p = 0.035）。

IVF妊娠群において，絨毛膜下血腫発症のリスク因子を単変

量解析で検討すると，経産数≧1（経産数 0 vs. 経産数 ≧ 
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1，17% vs. 47%，p = 0.039），原因不明や受精障害を除く

女 性 不 妊 症 （ not female infertility vs. female 

infertility，5.3% vs. 36%，p = 0.018），卵管性不妊症（not 

tubal disease vs. tubal disease， 12% vs. 39%，p = 0.017），

媒精（媒精 vs. ICSI，31% vs. 5%，p = 0.014），融解胚移

植（新鮮胚移植vs. 融解胚移植，10% vs. 41%， p = 0.0059），

胚盤胞移植（初期分割胚移植vs. 胚盤胞移植， 12% vs. 33%， 

p = 0.043）で血腫発症率が高い傾向にあった。ロジスティ

ック解析を用いて多変量解析を行ったところ，parity ≧ 1 

（OR 12.3， 95% CI， 1.65 - 270），融解胚移植（OR 30.1， 

95% CI， 3.35- 854）が，絨毛膜下血腫の独立したリスク

因子となった。結論として，IVF-ET 後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となる可能性

がある。 

 

9. 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，銘苅桂

子，平敷千晶，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。 

 

10. Massive ovarian edemaに関する検討(平敷千晶，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. クローン病合併骨盤内膿瘍に対し腹腔鏡下ドレナージ

を施行し，術後麻痺性イレウスを発症した症例の検討（銘

苅桂子，安里こずえ，平敷千晶，青木陽一） 
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骨盤内膿瘍は外科的対応の遅れが敗血症や DIC をきたし

重篤な経過を辿ることがある。腹腔鏡下ドレナージは低侵

襲であり妊孕能温存が可能であることから，破裂のない骨

盤内膿瘍に対し早期の介入を勧める報告もある。今回，ク

ローン病合併骨盤内膿瘍に対し腹腔鏡下ドレナージを施行

し，術後麻痺性イレウスを発症した症例を経験したので報

告する。症例は39歳0経妊。20年前クローン病を発症し，

7 年前より免疫抑制剤（TNFα阻害剤）を投与されていた。

外来にて不正性器出血精査のため子宮内膜組織診を施行し，

3 日後より下腹部痛と発熱を認め子宮内膜炎の診断で抗生

剤を開始した。径5cmのinclusion cystは8cmへ増大し膿

瘍を否定できない所見。抗生剤変更後も解熱なく，発症後4

日目に pre-DIC となりドレナージの適応と判断した。膿瘍

は子宮底部に存在し腸間膜に覆われているため，ダグラス

窩穿刺やCTガイド下ドレナージは困難であった。全身状態

の悪化により開腹手術は侵襲が大きいと判断し，腹腔鏡下

ドレナージを選択した。クローン病により癒着剥離は腸管

損傷のリスクが高いと考え，術中経腟超音波にて膿瘍を確

認し腸間膜を穿破してドレナージを施行した。持続吸引で

膿の飛散を防ぐよう試みたが，一部上腹部への流出を認め

た。4L 温生食で洗浄し，持続陰圧ドレーンを留置し終了し

た。術後より解熱したが，2日後イレウスを発症。腸間膜穿

破による虚血性腸管壊死も否定できず大腸カメラを施行し

たが，腸管に虚血の所見なく閉塞部位もないことから，骨

盤内炎症の腸管波及による麻痺性イレウスと診断した。保

存的治療にて症状改善し，術後24日目に退院した。腹腔鏡

下ドレナージは，閉鎖腔･骨盤高位で行うことにより膿の飛

散を促すリスクがあり，1)サンドバルーンなどの使用，2)

穿刺時骨盤低位への変更，により上腹部へのリークを減ら

す工夫が必要であると考えられた。 

 

Ⅱ. 産科･周産期医学 

 

1. 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，金城忠嗣，仲宗根忠栄，青

木陽一） 

前置癒着胎盤は産科疾患のなかで 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

側副血行路のため止血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6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，5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，5例がcesarean hysterectomy，1例

は子宮温存の方針とし血流遮断下で胎盤剥離を試みた。術

中のバルーンによる血流遮断時間は 高82分であった。術

中出血量の中央値は3300g，輸血に関して6例中2例は自己

血輸血のみ行い，残り 4 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 終診断は，付着

胎盤が1例，嵌入胎盤2例，穿通胎盤が3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。 

 

2. 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研究（正本仁，新田迅，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。 
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3.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，金城忠嗣，金城淑乃，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108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 U々群が33例，V群が33例，N群42例であ

った。既往早産例の割合はU群42.4%，V群21.2%，N群21.4%

であり，U群とN群の間で有意な差を認めた。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。平均入院時妊娠

週数に関してはU群22.6週，V群22.2週，N群24.6週で，

N群は他の2群に比べて有意に遅かった。平均入院時頸管長

についてはU群13.9mm，V群15.5mm，N群18.5mmでN群は

他の 2 群に比べて有意に長かった。平均の分娩週数に関し

てはU群が31.7週，V群が35.8週，N群が36.7週で，U群

は V 群および N 群に比べて有意に早い週数での分娩となっ

ていた。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が示

唆された。 

 

4．75g 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 陽性例の治療後の妊娠予後に関する報告はまだ少な

い。当科で経験した，新診断基準導入前の無治療例と導入

後の治療介入例の妊娠･新生児予後を比較し，本邦における

75g OGTT 1 point 陽性例の治療予後について検討した。対

象は新診断基準導入前である2004年1月から2010年7月

までの間に 75gOGTT を施行された例の中で，新しいGDM 診

断基準を1point のみ満たし無治療で経過した妊婦40 例，

出生児43例と，GDM新診断基準導入後に治療介入された妊

婦 15 例，出生児16 例とし，診療録から後方視的に対象の

分娩週数，分娩様式，児出生体重，出生児の合併症につい

て抽出し，無治療群と治療介入群の比較を行った。その結

果，無治療群の分娩週数は平均39.0週，治療介入群は38.6

週，早産は無治療群で 6 例，治療介入群で 4 例であった。

分娩様式は無治療群で経腟分娩 22 例，帝王切開18 例，治

療介入群で経腟分娩10例，帝王切開5例となった。帝王切

開の適応について無治療群にはCPD，巨大児，胎児機能不全，

羊水過多といった GDM 合併症の可能性のある適応が多く含

まれていた。平均出生体重は無治療群で3189g，治療介入群

で3066g，Heavy for date(HFD)児は無治療群で14例(32.6%)，

治療介入群で3例(18.8%)，4000g以上の児は無治療群での

み認められ4例であった。結論として75g OGTT 1 point 陽

性例に関しては，治療介入で HFD 児や巨大児分娩率，帝王

切開率が低下する可能性が示唆された。 

 

5. 子宮頸管無力症の治療的頸管縫縮術例における早産リ

スクについての検討（正本 仁，金城淑乃，大山拓真，青

木陽一） 

子宮頸管無力症は早産の原因とされガイドラインでは治

療的頸管縫縮術を選択肢の一つとしている。その一方で縫

縮術は頸管に異物である縫縮テープを留置することとなり

炎症惹起を介した早産リスクの増加も起こしうる。現在，

頸管縫縮術後の早産リスク因子については一定の見解がな

い。頸管無力症の治療的頸管縫縮術例における早産リスク

推定に有効な術前因子を明らかにすることを目的とし，早

産関連因子を比較検討した。対象は妊娠16～26週の経腟超

音波検査で頸管長が20mm以下となり頸管無力症と診断され

治療的縫縮術(Shirodkar手術)を行った例のうち，術前に腟

内に胎胞突出していた例，児先天異常例，多胎妊娠，

preterm-PROM 以外での人工早産例，他施設で縫縮術を受け

た例を除外した 38 例とした。方法は，対象を妊娠35 週以

降で分娩となったA群23例，妊娠35週未満で分娩となっ

たB群15例の2群に分け，両群間で患者背景，術前の早産

関連因子，臨床的絨毛羊膜炎および組織学的絨毛膜羊膜炎

の発生率を比較検討した。その結果，後期流産または早産

既往を有する例の率はA群30.4%，B群66.7%でありB群で

有意に高かった。術前の頸管顆粒球エラスターゼ値につい

てはA群が2.1μg/ml，B群が5.2μg/ml，術前の頸管腸内

細菌･GBS ･Gardnerella vaginalis 陽性率は A 群 21.7%，B

群26.7%でそれぞれ差がなかった。術前の超音波頸管評価に

関して頸管長はA群11.5mm，B群11.0mmで差が無かったが，

funneling 形態には有意な違いを認め，B 群では U 型

funneling例が66.7%と高率を占めていた。両群間で有意差

を認めた後期流産･早産既往，術前のU型funnelingについ

て35週未満早産との関連を多重ロジスティック解析した結

果，後期流産･早産既往および術前の U 型 funneling は 35

週未満早産発生と有意な関連を認め，オッズ比がそれぞれ

5.2，6.4 となっていた。B 群においては卵膜病理で組織学

的絨毛羊膜炎を認めた例が53.3%と過半数を占めていた。結
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論として子宮頸管無力症の治療的縫縮術例の早産には絨毛

羊膜炎が関与し，術前に U 型 funneling を示す例，後期流

産/早産既往例は術後の早産リスクが高いことが示唆され

た。 

 

6. 先天気道閉塞･重症胸水の胎児に対するEXITの有効性に

関する検討（金城忠嗣，新田迅，知念行子，正本仁，青木

陽一） 

EXIT(ex utero intrapartum treatment)は，帝王切開時に

胎児の一部を子宮外に出し，臍帯を切断せず胎児･胎盤循環

を維持しながら胎児治療を行う産科手技のことで，重症の

気道閉塞や胸水など出生直後より呼吸循環不全に陥る可能

性が高い胎児疾患合併妊娠に対して試みられる。2003 年～

2011年の間に4例のEXIT症例を経験し，その有効性を検討

した。胎児疾患の内訳は，先天性上気道閉塞性症候群が 1

例，無顎症 1 例，両側胸水が2 例であった。施行した治療

手技はそれぞれ気管切開術，気管支ファイバーを用いての

気管内挿管，胸腔穿刺による胸水除去であった。麻酔法は

腰椎麻酔＋硬膜外麻酔もしくは全身麻酔＋硬膜外麻酔で，

手術所要時間は77分から126分，児の体の一部娩出から臍

帯離断までの胎盤循環持続時間は 1 分から25 分であった。

児はいずれも生存し，治療に関連した合併症は認められな

かった。結論としてEXITは先天性の気道閉塞や重症胸水な

ど出生直後の呼吸不全や蘇生困難が予想される胎児の予後

向上に有用な治療法であると考えられた。 

 

7. 沖縄宮古島地区「子どもの健康と環境に関する全国調査」

（正本 仁，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･沖縄ユニットは，全国 15 か所の調査地域の一

つとして選ばれ，熊本，宮崎，沖縄が含まれる。沖縄県に

おいては琉球大学がサブユニットセンターとして研究の主

体を担い，宮古島市に在住する妊婦および出生児を対象に

面談による情報収集，血液，毛髪，母乳，尿などの検体採

取などが行われている。平成24年9月の時点で全国で44，

000人余り，沖縄県で母親443人，出生児276人が対象にリ

クルートされ，調査研究が進行中である。 

 

Ⅲ．未熟児新生児学 

 

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，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て呼吸状態の改善し

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に基づいて日本版ガイドライ

ンが提示されており，当院においてもレジストリーへの登

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あるアディポネクチン (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｡ 

 

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 
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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，インダシン等の治療効果の判定に対する有

用性を検討する｡
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PD12007: 
新垣精久, 正本仁, 青木陽一: 妊娠高血圧症候群を発症したSLE合併妊娠の臨床的検討. 第

64回日本産科婦人科学会, 神戸, 平成24年4月13日〜15日. 
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7月14日. 
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病理部 

 

A. 研究課題の概要 

 

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。 

 

2. 細胞診における液状化検体細胞診の診断への導入 

細胞診について用手法ではあるが，将来の自動化に備え

て液状化検体細胞診による検体処理と検鏡を非婦人科検

体で一部取入れ，従来法との比較を行い，細胞像の違い

を検討している（従来法と細胞像が異なるため導入前に

細胞像に慣れておく必要がある。）。できる限り速やか

な液状化検体の細胞診装置の導入を行い，全面的な液状

化検体細胞診への移行を目指す。 

3. 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始め

た。 

 

4．大学院医学研究科腫瘍病理学講座，同細胞病理学講

座，保健学科形態病理学講座，附属病院各診療科，県内

医療機関，国内外の専門施設と協同した教育研究活動，

若手病理医の育成，細胞検査士の指導を推進している。

また 2012 年よりがん診療連携拠点病院機能強化事業に

基づく病理部門の人材育成，若手医師，臨床検査士の研

修を実施した。また本年度より附属病院に病理診断科（初

代科長･吉見直己教授･併任）が発足，病理部門は病理部･

病理診断科として業務の遂行に当たっている。
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国内学会発表     

PD12001: 

仲西貴也, 松本裕文, 千葉俊明, 財満信宏, 池田善彦, 植田初江, 平野賢一, 加藤誠也: 心

筋組織における中性脂質の沈着とその意義について. 第13回沖縄血管病態研究会, 宜野湾

市, 2012.1. 

  

PD12002: 

川崎美香, 仲宗根克, 松本裕文, 豊田善成, 金城貴夫, 加藤誠也, 吉見直己, 齊尾征直: 皮

下に転移を来した喉頭非定型カルチノイドの一例. 第32回日本臨床細胞学会沖縄県支部総会

学術集会, 那覇市, 2012.2. 

  

PD12003: 

熱海恵理子, 上地華代子, 玉城佑一郎, 宮城一也, 屋良さとみ, 藤田次郎, 城間紀之, 齊尾 

征直, 吉見直己, 武村民子, 松本裕文, 加藤誠也: 経気管支肺生検所見が診断に有用であっ

たpulmonary veno-occulusive diseaseの1例. 第101回日本病理学会総会, 日本病理学会会

誌  101(1): 394, 東京都, 2012.3. 

  

PD12004: 

平野賢一, 池田善彦, 財満信宏, 眞能正幸, 小林邦久, 神崎秀明, 加藤誠也, 笹栗靖之, 友

池 仁暢, 瀬藤光利, 植田初江: 2型糖尿病関連中性脂肪蓄積心筋血管症. 第101回日本病理

学会総会, 日本病理学会会誌 101(1): 283, 東京都, 2012.3. 

  

PD12005: 

松本裕文, 仲西貴也, 千葉俊明, Lin Yanhui, 又吉 宣, 平野賢一, 加藤誠也: オレイン酸添

加血管平滑筋培養細胞の飢餓刺激による中性脂肪代謝と細胞形質との関連. 第101回日本病

理学会総会, 日本病理学会会誌 101(1): 283, 東京都, 2012.3. 

  

PD12006: 

加藤誠也, 新垣和也: 今日の心臓病理学 知っておきたい臨床病理相関. 第101回日本病理学

会総会(心筋生検研究会コンパニオンミーティング), 日本病理学会会誌 101(1): 227, 東京

都, 2012.3. 

  

PD12007: 

稲垣匡子, 箕越靖彦, 土肥多恵子, 松崎吾朗, 加藤誠也, 吉村昭彦: 消化管上皮細胞特異的

SOCS3欠損マウスの胃腫瘍発症におけるレプチン/レプチン受容体の役割. 第66回日本栄養食

糧学会大会講演, 要旨集66回: 161, 仙台市, 2012.4. 

  

PD12008: 

那覇 唯, 原真紀子, 藤田香織, 仲本 敦, 大湾勤子, 久場睦夫, 加藤誠也, 長嶺文雄: 気管

支鏡にて診断し得た肺放線菌症の2例. 第114回沖縄県医学会総会, 沖縄医学会雑誌 51(1): 

93, 南風原町, 2012.6. 

  

PD12009: 
達 和人, 上江洲徹, 洲鎌盛一, 加藤誠也: 二ヵ月で出現した嚢状腹部大動脈瘤に対する1手

術治験例. 第114回沖縄県医学会総会, 沖縄医学会雑誌 51(1): 56, 南風原町, 2012.6. 

  

PD12010: 

加藤誠也, Lin Yanhui, 松本裕文, 新垣和也, 又吉 宣, 仲西貴也, 千葉俊明, 荒川文子, 大

島孝一, 洲鎌和茂: 動脈硬化性疾患の臨床と病理 臨床と病理の接点をさぐる 抗炎症性サイ

トカインによる動脈硬化性細胞形質制御の試み 実験的解釈におけるプラーク形態理解の重

要性. 第44回日本動脈硬化学会総会シンポジウム, 日本動脈硬化学会プログラム抄録集 44

回: 137, 福岡市, 2012.7. 

  

PD12011: 
大浦 孝, 熱海恵理子: 腎移植後再発したIgA腎症. 沖縄腎フォーラム夏期セミナー臨床病

理検討会(コメンテーター: 古波蔵健太郎, 加藤誠也), 南風原町, 2012.7.  

  

PD12012: 
楠 憲夫, 熱海恵理子: lupus腎炎: class IV+V. 沖縄腎フォーラム夏期セミナー臨床病理検

討会(コメンテーター: 古波蔵健太郎, 加藤誠也), 南風原町, 2012.7.  
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PD12013: 
前原優一, 新垣和也: IgG4関連腎炎. 沖縄腎フォーラム夏期セミナー臨床病理検討会(コメン

テーター: 古波蔵健太郎, 加藤誠也), 南風原町, 2012.7.  

  

PD12014: 

楠 憲夫, 大浦 孝, 平野 健, 古波蔵健太郎, 加藤誠也: SLEの活動期を過ぎて蛋白尿の増

悪が見られたループス腎炎の一例. 第22回九州山口ループス腎炎治療研究会, 福岡市, 

2012.8. 

  

PD12015: 

Lin Y, Chiba S, Arakaki K, Murata Y, Ueda S, Matsumoto H, Matayoshi S, Nakanishi T, Arakawa 

F, Oshima K, Sebald W, Sugama K, Kato S. Receptor-selective IL-4 mutein regulates 

vascular cell phenotypes and atherogenesis. 第14回沖縄血管病態研究会, 那覇市, 

2012.11. 

  

PD12016: 

富間裕一郎, 石原綾乃, 宮城あゆみ, 槇田 徹, 浅田宏史, 山里将一郎, 相澤直輝, 大城克

彦, 新里朋子, 伊敷哲也, 大屋祐輔, 加藤誠也: 良好な経過を示した周産期心筋症の１例. 

第213回沖縄ハート, 南風原町, 2012.11. 

  

PD12017: 

川崎美香, 仲宗根克, 松本裕文, 松崎晶子, 豊田善成, 熱海恵理子, 林 昭伸, 吉見直己, 加

藤誠也, 齊尾征直: 捺印細胞診の併用が術中迅速診断に有用であった骨芽細胞腫の一例. 日

本臨床細胞学会秋期大会, 新潟市, 2012.11. 

  

PD12018: 

原 真紀子, 那覇 唯, 藤田香織, 上原忠大, 大湾勤子, 仲本 敦, 久場睦夫, 石川清司, 藤田 

次郎, 新垣和也, 加藤誠也: 病理組織学的な診断に苦慮した若年発症原発性肺癌の一例. 第

53回日本肺癌学会総会, 肺癌 52(5): 696, 岡山市, 2012.11. 

  

PD12019: 

達 和人, 洲鎌盛一, 上江洲 徹, 前里 輝, 石垣清子, 比嘉 聡, 加藤誠也: 左室形成術後

の病理組織学的検査においてデスミンの蓄積が疑われた拡張型心筋症の１例. 第34回心筋生

検研究会, 松本市, 2012.11. 

  

PD12020: 
城間 紀之, 齊尾 征直, 青山 肇, 松崎 晶子, 林 昭伸, 吉見 直己: 類内膜腺癌を合併する

peritoneal keratin granulomaの一例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04.  

PD12021: 

熱海 恵理子, 上地 華代子, 玉城 佑一郎, 宮城 一也, 屋良 さとみ, 藤田 次郎, 城間 紀

之, 齊尾 征直, 吉見 直己, 武村 民子, 松本 裕文, 加藤 誠也: 経気管支肺生検所見が診断

に有用であったpulmonary veno-occulusive diseaseの1例. 第101回日本病理学会総会, 東

京, 2012.04. 

 

PD12022: 
林 昭伸, 金城 貴夫, 都築 豊徳, 小菅 則豪, 青山 肇, 松崎 晶子, 齊尾 正直, 吉見 直己: 

Rhabdoid featureを伴う膀胱癌の一例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04.  

PD12023: 
松崎 晶子, 林 昭伸, 齊尾 征直, 青山 肇, 吉見 直己: 下顎骨に発生した原発性骨内扁平上

皮癌の1例. 第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.04.  

PD12024: 

小菅 則豪, 齊尾 征直, 玉城 智子, 青山 肇, 林 昭伸, 松崎 晶子, 吉見 直己: 全身転移し

た肺腺癌の剖検時に合併が判明した播種性糞線虫症の1例. 第58回日本病理学会秋期特別総

会, 愛知, 2012.11. 
 

PD12025: 

大竹 賢太郎, 黒島 義克, 遠藤 理子, 安里 良子, 齊尾 征直, 吉見 直己: 液状化検体細胞

診のセルブロック作製における細胞回収の比較と補助的役割の検討. 第51回日本臨床細胞学

会秋期大会, 新潟, 2012.11. 
 

PD12026: 

黒島 義克, 大竹 賢太郎, 遠藤 理子, 安里 良子, 青山 肇, 玉城 智子, 齊尾 征直, 吉見 

直己: 子宮頸がん検診を契機に発見された神経内分泌癌の1例. 第51回日本臨床細胞学会秋

期大会, 新潟, 2012.11. 
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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。

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
金城福則: 腸管出血性大腸菌感染症. 今日の治療指針 2012, 山口 徹, 北原光夫, 福井次矢

(編), 188-189, 医学書院, 東京, 2012. 
B 

BD12002: 
金城福則: 細菌性食中毒. もっといい方法がみつかる 目からウロコの感染対策, 大湾知子, 

藤田次郎(編), 130-131, 南江堂, 東京, 2012. 
B 

BD12003: 
金城福則: ウィップル病. 感染性腸炎 A to Z 第2版, 大川清孝, 清水誠治(編), 148-151, 医

学書院, 東京, 2012. B 

 
原   著     

OI12001: 

Matsunari O, Shiota S, Suzuki R, Watada M, Kinjo N, Murakami K, Fujioka T, Kinjo F, 

Yamaoka Y. Association between Helicobacter pylori virulence factors and 

gastroduodenal diseases in Okinawa, Japan. J Clin Microbiol 50: 876-883, 2012. 
A 

OI12002: 

Hokama A, Kishimoto K, Ihama Y, Kobashigawa C, Nakamoto M, Hirata T, Kinjo N, Higa F, 

Tateyama M, Kinjo F, Iseki K, Kato S, Fujita J. Endoscopic and radiographic features 

of gastrointestinal involvement in vasculitis. World J Gastrointest Endosc 4: 50-56, 

2012. 

A 

OI12003: 

Awazawa R, Yamamoto Y, Mine Y, Nakamura I, Kishimoto K, Kinjyo F, Hagiwara K,Fujita J, 

Uezato H, Takahashi K. Systemic lupus erythematosus complicated with protein-losing 

enteropathy: A case report and review of the published works. J Dermatol 39: 454-461, 

2012. 

A 
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OI12004: 

Hokama A, Ohira T, Kishimoto K, Kinjo F, Fujita J. Impending megacolon: small bowel 

distension as a predictor of toxic megacolon in ulcerative colitis. Intern Emerg Med 

7: 487-488, 2012. 
A 

OI12005: 

Hoshino K, Arakaki S, Shibata D, Maeshiro T, Hokama A, Kinjo F, Shiraishi M, Nishimaki 

T, Fujita J. Tuberculous lymphadenopathy mimicking pancreatic neoplasm Case Report Med 

2012: 579297, 2012. 
A 

OI12006: 

Komatsu-Tanaka M, Iwakiri R, Fujimoto K, Fujiwara Y, Inamori M, Tanaka J, Shimatani T, 

Akiyama J, Ando T, Manabe N, Kinjo F, Deguchi R, Kusano M. Clinical symptoms of FSSG 

in gastroesophageal reflux disease are critical for PPI treatment: Japanese 

multi-centers with 185 patients. Dig Endosc 87: 599-608, 2012. 

A 

OI12007: 

Matsunari O, Shiota S, Suzuki R, Watada M, Kinjo N, Murakami K, Fujioka T, Kinjo F, Yamaoka 

Y. Association between Helicobacter pylori virulence factors and gastroduodenal 

diseases in Okinawa, Japan. Erratum in: J Clin Microbiol 50: 876-883, 2012. 

A 

OI12008: 

Ihama Y, Hokama A, Hibiya K, Kishimoto K, Nakamoto M, Hirata T, Kinjo N, Cash HL, Higa 

F, Tateyama M, Kinjo F, Fujita J. Diagnosis of intestinal tuberculosis with a monoclonal 

antibody to Mycobacterium tuberculosis. World J Gastroenterol 18: 6974-6980, 2012. 
A 

 
総   説     

RD12001: 
金城福則, 岸本一人: 高齢者のIBD. IBDチーム医療 ハンドブック 潰瘍性大腸炎･クローン

病患者を支援するために 第2版: 186-188, 2012. 
  

RD12002: 
前城達次: 第2節薬物性肝障害(肝炎, 黄疸, 劇症肝炎など). 副作用軽減化 新薬開発: 

391-395, 2012.   

 
国内学会発表     

PD12001: 
井濱 康: 当院における小腸カプセル内視鏡の前処置の比較. 第11回 沖縄消化管活動研究

会のご案内: 2012. 
C 

PD12002: 

伊良波 淳, 金城 徹, 知念 寛, 岸本一人, 金城 渚, 外間 昭, 金城福則: 当院におけるクロ

ーン病に対するアダリムマブ投与症例の検討. 第8回日本消化管学会学術集会 プログラム･

抄録集: 324, 2012. 

C 

PD12003: 

岸本一人, 宮里公也, 外間 昭, 藤田次郎, 田中照久, 田端そうへい, 大平哲也, 伊良波 淳, 

武嶋恵理子, 知念 寛, 金城福則: 当科における難治性潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスの

使用成績. 難治性潰瘍性大腸炎治療研究会: 2012. 

C 

PD12004: 

大平哲也, 田中照久, 田端そうへい, 宮里公也, 星野邦一, 伊良波 淳, 高木 亮, 大城武春, 

柴田大介, 武嶋恵理子, 小橋川ちはる, 井濱 康, 知念 寛, 前城達次, 岸本一人, 仲本 学, 

平田哲生, 金城 渚, 外間 昭, 金城福則: アサコールの治療効果についての検討. 第98回日

本消化器病学会総会 プログラム及び抄録: A265, 2012. 

C 

PD12005: 
田中照久, 平田哲生, 金城 渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 糞線虫検出には3回以上の

便検査が推奨される. 第86回日本感染症学会総会･学術講演抄録 86: 2012. C 

PD12006: 

前城達次, 田中照久, 平田哲生, 田里大輔, 比嘉 太, 健山正男, 金城福則, 藤田次郎: 

HIV/HBV重複感染症におけるTenofovir及びEmtricitabineによる抗HBV効果の検討. 第86

回日本感染症学会総会･学術講演抄録 86: 437, 2012. 
C 

PD12007: 
金城 渚, 仲本 学, 金城福則: 地域における内視鏡の役割-沖縄県-離島における胃内視鏡検

診の検討より-. 第83回日本消化器内視鏡学会総会 プログラム: 897, 2012.  
C 
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PD12008: 

仲本 学, 田端そうへい, 宮里公也, 田中照久, 高木 亮, 小橋川ちはる, 平田哲生, 金城 

渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 上部消化管内視鏡検査中の嘔吐反射により食道粘膜剥

離を引き起こした尋常性天疱瘡の2例. 第83回日本消化器内視鏡学会総会 プログラム: 

1244, 2012. 

C 

PD12009: 金城福則: 潰瘍性大腸炎の診断と治療. 中部地区潰瘍性大腸炎勉強会: 2012. C 

PD12010: 

仲地紀哉, 圓若修一, 馬渕仁志, 金城 譲, 近藤俊輔, 嘉数光雄, 神谷義雅, 崎浜教之, 金城

福則, 藤田次郎: 下咽頭表在癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した1例. 沖縄医学

会雑誌 51: 74, 20012. 
C 

PD12011: 
田中健児, 高良朝敏, 仲吉朝史, 仲本 学, 金城 渚, 金城福則: ABC検診結果と背景胃粘膜の

検討. 第51回日本消化器がん検診学会 プログラム･抄録集 50: 64, 2012. 
C 

PD12012: 

高木 亮, 田中照久, 田端そうへい, 星野訓一, 大平哲也, 伊良波 淳, 小橋川ちはる, 武嶋

恵理子, 井濱 康, 知念 寛, 前田企能, 仲本 学, 金城 渚, 金城福則, 前城達次, 岸本一

人, 平田哲生, 外間 昭, 藤田次郎, 半仁田慎一: 平成22年度胃がん検診成績について. 第

51回日本消化器がん検診学会 プログラム･抄録集 50: 227, 2012. 

C 
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51回日本消化器がん検診学会 プログラム･抄録集 50: 223, 2012. C 

PD12014: 

大城武春, 高木 亮, 伊良波 淳, 大平哲也, 星野訓一, 小橋川ちはる, 井濱 康, 知念 寛, 

岸本一人, 前田企能, 仲本 学, 金城 渚, 金城福則, 柴田大介, 前城達次, 平田哲生, 外間 

昭, 藤田次郎, 半仁田慎一: 平成22年度の沖縄県総合保健協会における大腸がん検診成績に

ついて. 第51回日本消化器がん検診学会 プログラム･抄録集 50: 231, 2012. 

C 

PD12015: 

仲本 学, 小橋川ちはる, 平田哲生, 金城 渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 当院における

Barrett食道関連疾患の頻度. 第66回日本食道学会学術集会-プログラム･抄録集-: 243, 

2012. 

C 

PD12016: 
岸本一人, 平田哲生, 外間 昭, 藤田次郎, 田中照久, 金城 渚, 金城福則. 重症糞線虫症の

消化管内視鏡所見の特徴. 第23回日本臨床寄生虫学会大会プログラム･抄録集: 23, 2012. C 

PD12017: 

宮里公也, 田中照久, 田端そうへい, 大平哲也, 伊良波 淳, 柴田大介, 小橋川ちはる, 井濱 

康, 大城武春, 武嶋恵理子, 知念 寛, 岸本一人, 前城達次, 仲本 学, 平田哲生, 金城 渚, 

山城 剛, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 潰瘍性大腸炎の加療中に急性膵炎を合併した1例. 

第99回日本消化器病学会九州支部例会･第93回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 プログラ

ム･抄録集: 113, 2012. 

C 

PD12018: 

仲地紀哉, 馬渕仁志, 宮里 賢, 豊見山良作, 島尻博人, 金城 渚, 金城福則: 当院における

非静脈瘤性上部消化管出血に対する緊急内視鏡処置の検討. 第99回日本消化器病学会九州支

部例会･第93回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 60, 2012.  
C 

PD12019: 

城間丈二, 田村次郎, 宮城 純, 折田 均, 佐久川 廣, 仲吉朝邦, 前城達次, 金城福則, 藤田

次郎: 急速に進行したNASH由来の肝硬変の２例. 第99回日本消化器病学会九州支部例会･第

93回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 99, 2012. 
C 

PD12020: 

小橋川ちはる, 宮里公也, 田中照久, 田端そうへい, 大平哲也, 仲本 学, 平田哲生, 金城 

渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 集学的治療を行った内分泌細胞癌成分を有する食道扁平

上皮癌の1例. 第99回日本消化器病学会九州支部例会･第93回日本消化器内視鏡学会九州支

部例会 プログラム･抄録集: 101, 2012.  

C 

PD12021: 

本部卓也, 篠浦 丞, 鈴木英章, 金城 徹, 菊池 馨, 島袋容司樹, 久保田富秋, 知念健司, 山

田航希, 松林万葉: 非閉塞異性腸間膜虚血との鑑別が困難であったサイトメガロウイルス腸

炎の一例. 第99回日本消化器病学会九州支部例会･第93回日本消化器内視鏡学会九州支部例

会 プログラム･抄録集:  92, 2012.  

C 
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PD12022: 

大平哲也, 仲松元二郎, 島袋耕平, 富里孔太, 伊良波 淳, 與儀竜治, 金城 徹, 東新川実

和, 小橋川ちはる, 井濱 康, 武嶋恵理子, 知念 寛, 仲本 学, 金城 渚, 金城福則, 宮里公

也, 新垣伸吾, 柴田大介, 岸本一人, 平田哲也, 外間 昭, 藤田次郎, 半仁田慎一: 平成23

年度胃がん検診成績について. 第42回日本消化器がん検診学会九州地方会･消化器がん検診

研修会 プログラム: 17, 2012. 

C 

PD12023: 

與儀竜治, 仲松元二郎, 富里孔太, 宮里公也, 大平哲也, 伊良波 淳, 新垣伸吾, 金城 徹, 

小橋川ちはる, 武嶋恵理子, 井濱 康, 知念 寛, 岸本一人, 仲本 学, 金城 渚, 平田哲生, 

外間 昭, 半仁田慎一, 藤田次郎, 金城福則: 平成23年度の沖縄県総合保健協会における大

腸がん検診成績について. 第42回日本消化器がん検診学会九州地方会･消化器がん検診研修

会 プログラム: 20, 2012. 

C 

PD12024: 

金城 徹, 伊良波 淳, 知念 寛, 岸本一人, 外間 昭, 野里栄治, 佐村博範, 西巻 正, 金城福

則: 当院で経験した直腸カルチノイドの検討. 第37回日本大腸肛門病学会九州地方会プログ

ラム: 41, 2012. 
C 

PD12025: 
與儀竜治, 金城福則, 加藤功大, 眞喜志知子: 当院における総胆管結石治療の現状と再発要

因に関する検討. 第84回日本消化器内視鏡学会総会プログラム: 2791, 2012. 
C 

PD12026: 

宮里公也, 田中照久, 田端そうへい, 大平哲也, 小橋川ちはる, 仲本 学, 平田哲生, 金城 

渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 化学療法が有効であった胃小細胞癌の1例. 第84回日本

消化器内視鏡学会総会プログラム: 2463, 2012. 
C 

PD12027: 

岸本一人, 宮里公也, 外間 昭, 藤田次郎, 田端そうへい, 田中照久, 大平哲也, 伊良波 淳, 

金城 徹, 武嶋恵理子, 知念 寛, 金城福則: 当科における難治性潰瘍性大腸炎に対するタク

ロリムスの使用成績. 第54日本消化器病学会大会: 2012. 
C 

PD12028: 

宮里公也, 仲松元二郎, 島袋耕平, 富里孔太, 大平哲也, 伊良波 淳, 金城 徹, 小橋川ちは

る, 井濱 康, 武嶋恵理子, 知念 寛, 前城達次, 山城 剛, 岸本一人, 仲本 学, 平田哲也, 

金城 渚, 外間 昭, 金城福則, 藤田次郎: 抗血小板療法中の血友病A患者に発症した非外傷

性小腸壁内血腫の1例. 第100回日本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 183, 

2012. 

C 

PD12029: 

仲松元二郎, 島袋耕平, 富里孔太, 伊良波 淳, 東新川実和, 金城 徹, 井濱 康, 知念 寛, 

岸本一人, 外間 昭, 金城福則: 潰瘍性大腸炎に合併した関節炎に対してインフリキシマブが

有効であった1例. 第100回日本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 186, 2012.

C 

PD12030: 

西山直哉, 仲松元二郎, 島袋耕平, 富里孔太, 伊良波 淳, 東新川実和, 金城 徹, 井濱 康, 

知念 寛, 岸本一人, 外間 昭, 金城福則: 直腸癌術後の経過観察中に発症したクローン病の1

例. 第100回日本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 173, 2012. 

C 

PD12031: 

長濱正吉, 野里栄治, 東新川実和, 外間 昭, 名嘉勝男, 金城達也, 狩俣弘幸, 下地英明, 佐

村博範, 白石祐之, 金城福則, 西巻 正: 慢性偽性腸間閉塞症の治療経験. 第100回日本消化

器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 120, 2012. 
C 

PD12032: 

馬渕仁志, 豊見山良作, 城間裕子, 田端そうへい, 西澤万貴, 宮里 賢, 仲地紀哉, 島尻博

人, 金城福則: Intensive GMA により寛解導入した高齢発症潰瘍性大腸炎の1例. 第100回

日本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 145, 2012. 
C 

PD12033: 

名富久義, 豊見山良作, 城間裕子, 田端そうへい, 西澤万貴, 馬渕仁志, 宮里 賢, 仲地紀

哉, 島尻博人, 金城福則: 高流量酸素投与にて改善した腸管嚢腫様気腫症の1例. 第100回日

本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 169, 2012.  
C 

PD12034: 

星野訓一, 近藤章之, 屋嘉比聖一, 松川しのぶ, 薮谷 亨, 末吉 宰, 仲村将泉, 小橋川嘉泉, 

内間庸文, 新垣伸吾, 與儀竜治, 柴田大介, 前城達次, 金城福則, 藤田次郎: 2施設における

切除不能進行肝細胞癌に対するソラフェニブの治療成績. 第100回日本消化器病学会九州支

部例会 プログラム･抄録集: 181, 2012. 
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座覇 修, 石原昌清, 金城福則: 内視鏡的整復術により保存的に経過観察しえた腸重積合併, 

腸管嚢腫様気腫症の1例. 第100回日本消化器病学会九州支部例会 プログラム･抄録集: 185, 

2012. 

C 

PD12036: 
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617, 2012. 
C 
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について. 味の素製薬 エレンタール添付文書: 2012. 
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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, 

大城史子)  

 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。  

  

2. 下肢人工関節置換術後の歩行, ADL, QOL (金谷文則, 岸

本幸明, 大城史子)  

 股関節や膝関節の人工関節は, 関節リウマチや変形性関節

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。  

  

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, 大城

史子)  

 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。

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

を検討している。  

 

5. 動脈硬化性疾患患者の身体活動量及び栄養状況につい

ての調査（南部路治, 大屋 祐輔） 
 生活習慣の乱れは肥満, 高血圧, 脂質異常症, 糖尿病など

の生活習慣病を引き起こし, 動脈硬化性疾患の発症および

進展へ深く関与している。“運動の習慣化”よる身体活動量

の向上は生活習慣病予防や動脈硬化の危険因子の軽減，冠

危険因子の改善など, 一次および二次予防に寄与する。また, 
近年エネルギーの過剰摂取や栄養素摂取の偏りによる生活

習慣病の発症が大きな問題となっている。これまで動脈硬

化性疾患やその予備群における身体活動量と栄養状況を比

較した報告はないことから，沖縄県在住の動脈硬化性疾患

患者とその予備群の身体活動量, 栄養状況について調査を

行っている。

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
外間明海, 新城宏隆: 血友病患者における人工膝関節全置換術後の理学療法の経験. 理学療

法沖縄, 14: 10-14, 2012 
  

 
国内学会発表     

PD12001: 
南部路治, 安隆則, 末梢動脈疾患（PAD）患者の運動習慣の定着を目指して〜PTの立場から〜. 

第18回日本心臓リハビリテーション学会学術集会, 2012.7.15 
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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，その治療効果は血中濃度

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。 

 

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(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。 

 

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)は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。
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血液浄化療法部 

 

A 研究課題の概要 

 

厚生労働科学研究費補助金  

難治性疾患等克服研究事業（腎疾患対策研究事業） 

かかりつけ医/非腎臓専門医と腎臓専門医の協力を促進す

る慢性腎臓病患者の重症化予防のための診療システムの有

用性を検討する研究 

沖縄県内でFROM-J研究に参加している4地区医師会（中

部，浦添，那覇，南部）所属の「かかりつけ医」の参加を

得て，CKD患者の病診連携を推進している。登録CKD患者数

は中部地区22名，浦添市43名，那覇市112名，南部53名，

計 230 名である。中部地区は介入 B 群として管理栄養士 8

名が登録患者の栄養/生活指導を熱心に行っている。参加地

区医師会主催で毎年，一度の学術講演会を開催し，また併

せて特定健診受診者の断面調査および縦断調査を実施して

いる。4地区医師会とも順調に研究が進行している。観察期

間終了までドロップアウト，追跡不能例を可及的に少なく

し，イベントの収集に努めていく。慢性腎臓病患者の 終

ステージである透析導入患者についても全県下の施設の協

力を得て実態調査を実施している。FROM-J 研究の結果が透

析導入率の減少，とくに糖尿病性腎症についての結果が期

待できる。これらの結果は医療費削減についても生かして

いくことができると期待される。 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｃ） 

地域（沖縄県浦添）における慢性腎臓病患者診療の実態: 自

然歴，治療経過に関する研究 

浦添市内の全透析施設（浦添総合病院，同仁病院，牧港

中央病院，徳山クリニック，浦添医院，みやさと内科）の

参加を得て研究組織を立ち上げている。沖縄県の年度末透

析患者数は2005年度より県民400人に1人を超え，全国平

均の500人に1人を大きく上回っている。肥満/メタボリッ

ク症候群の頻度が高いにもかかわらず，住民健診の受診率

は全国平均を大きく下回っている。一人当たりの県民所得

は全国 低に位置し，高額な透析医療費は行政にとって大

きな負担となっている。透析療法の直接経費に加え通院，

介護も大きな問題であり，これ以上の患者の増加に経済的，

社会的にも耐えられなくなっている。 

効率的な CKD の早期発見，早期治療のためには既存の組

織（医療機関，保健行政機関，健診機関）間の連携および

住民への啓発活動が，欠かかすことはできない。世界的に

も健診（蛋白尿）が も有力な透析導入予測因子であるこ

とが認められているが，透析患者全体としては依然として

増加をつづけており，現状のスクリーニングの効果が疑問

視されている。原因として，蛋白尿を指摘された受診者の

事後指導および治療が不十分であると考えられる。また，

蛋白尿を呈さない CKD 患者の事後指導がどの程度なされて

いるのか，またその割合も不明である。検尿異常者と併せ

て，健診受診者の事後指導の指針は明らかでない。保存期

CKD 患者の登録データベースを市内の腎臓病専門施設であ

る徳山クリニック（N=3141），睡眠障害患者を中心に診療し

ている名嘉村クリニック（ポリソムノグラフィ施行患者，

N=4000）および浦添総合病院健診センターの 3 施設の協力

を得て作成した。現在，これら登録患者の予後（生死，透

析導入の有無）を調査中である。浦添総合病院健診センタ

ーでは年間約 2 万人の浦添市民の受診者があり，約半数で

は尿アルブミン/クレアチニン比（ACR）を測定している。

さらに沖縄県人工透析研究会および日本透析医学会統計調

査委員会の協力を得て浦添市内の透析導入患者の登録/確

認を行っている。 

 

厚生労働科学研究費補助金 

難治性疾患等克服研究事業（腎疾患対策研究事業） 

特定健康診査による個人リスク評価に基づく，保健指導と連

結した効果的な慢性腎臓病（CKD）地域医療連携システムの

制度設計 

近年，慢性腎臓病(CKD)対策として，健診による早期発見，

保健指導による一次予防，かかりつけ医と腎臓専門医の連

携が進められている。平成 20-22 年度厚労科研循環器疾患

等生活習慣病対策総合研究事業「今後の特定健康診査/保健

指導における慢性腎臓病（CKD）の位置づけに関する検討」

で得た 3 年分の匿名化データを加え，特定健康診査のデー

タを前向きに収集し，CKD の進行や心血管病（CVD）発症，

死亡に対する危険率の客観的評価スコアを作成する。さら

には，各種危険率別に，かかりつけ医，領域専門医（腎臓，

糖尿病など）への受診勧奨基準，かかりつけ医と領域専門

医の診療分担基準と医療資源分配案を策定する。要因解析

の一部として，脂質代謝異常の CKD 発症への関与を明らか

にするために，約21万人の健診データを用いて，中性脂肪

とHDLコレステロールの比（TG/HDL-C）を算出し，CKD有病

のリスクを明らかにした。男女ともに，TG/HDL-C が上昇す

るほど CKD の有病リスクが増加することが示された。糖尿

病の有無で層別解析を行ったが，同様の結果であった。

TG/HDL-C はインスリン抵抗性と相関することが報告されて

いるが，糖尿病とは独立した CKD の危険因子であることが

示唆された。 
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B.研究業績 

 

著  書     

BD12001:  
井関邦敏(分担執筆): 腎透析診療, 新ガイドライン. 良性腎硬化症(本態性高血圧). 草野

英二(編), 100-110, 総合医学社, 2012. 
  

BD12002:  
井関邦敏: 透析患者のインフルンザ対策はどのようにすべきですか？ インフルエンザ診療ガ

イド 2012-13. 菅谷憲夫(編), 160-162, 日本医事新報社, 2012. 
  

BD12003:  
井関邦敏: 維持透析患者の高齢化(統計的分析)(1)JSDTの統計資料からの分析と今後の予測. 

臨床透析 28: 23-27, 2012. 
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がんセンター 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 地方の都道府県がん診療拠点病院の視点によるがん対

策とその推進に資する国立がん研究センターの新たな機能

のあり方に関する研究（平成24年度がん研究開発費「がん

対策とその推進に資する国立がん研究センターの新たな機

能のあり方に関する研究」;加藤班）（増田昌人） 

分担研究者として，研究に参画している。 

 本研究は，がん対策とその推進に関して，今後の国立が

ん研究センターにどのような新たな機能を備えていくべき

かを目的としている。地方の都道府県がん診療連携拠点病

院（以下,拠点病院）でがん対策を行っている立場から，特

に地方の拠点病院の医療上の負担に対してどのように国立

がん研究センターが協力する必要があるのかについて，ア

ンケート調査等を行い，検討をしている。 

 

2. 都道府県がん対策推進計画におけるアクションプラン

の実施プロセス評価およびサポート体制に関する研究（平

成21~23年度厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業;

今井班）（増田昌人） 

研究班終了後も，引き続き研究に参画した。 

 本研究は，都道府県が策定した都道府県がん対策推進計

画の評価を行うとともにアクションプランの実施プロセス

評価を行うことを目的とした。全国のがん対策推進計画の

指標設定の観点から，比較研究を行った。 

本研究の一部は，日本のがん対策「今，何をするべきか」

がわかる本（今井博久編）として出版され，分担執筆した。 

 

3. がん対策における管理評価指標群の策定とその計測シ

ステムの確立に関する研究（平成24年度厚生労働科学研究

費補助金（第3次対がん総合戦略研究事業）「がんの実態把

握とがん情報の発信に関する研究」;祖父江班）（増田昌人，

仲本奈々，福地美里，天野明日香） 

研究協力者として,研究に参画している。 

 本研究は，(1)大腸がん,胃がんについてエビデンスと専

門家の合意により作成した診療質評価指標（Quality 

Indicator）群（以下，QI）を実際の病院の診療に当てはめ，

実測を行うことによりその指標群としての使用可能性につ

いて検討すること，(2)がん診療の実態調査を行うことで，

標準治療と考えられるものがどれだけ行われているかの一

定の検証を行うことを目的としている。沖縄県内 4 施設の

2009 年の胃がん•大腸がんの全入院患者のカルテレビュー

を行い，解析を行った。茨城県と滋賀県の 6 施設と合わせ

て，10施設のQIの比較解析を行い，標準治療実施率を得た。 

本研究の一部は，第38回日本診療情報管理学術集会（シ

ンポジウム）と第13回日本クリニカルパス学会学術集会で

報告した。 

4. 院内がん登録の項目拡充,いわゆる米国型がん登録方法

(Collaborative Staging)の日本への導入に向けた研究（平

成24年度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）「院内がん登録の標準化と普及に関する研究」;

西本班）（増田昌人，仲本奈々，福地美里，天野明日香） 

分担研究者として，研究に参画している。 

 がんのステージ決定方法の改訂に対応した移行や，異な

るシステム間で整合性を保った情報収集を行うためには，

病期自体よりも病期の元となる情報，例えば腫瘍の大きさ

や進展度•深達度などを収集し，病期はそこから計算する，

という方式が考えられる。米国外科専門医会がん委員会の

全国がん登録や，米国国立がん研究所の主導で行われてい

るSEER登録では，Collaborative Stagingと称してこのよ

うな「元情報」の登録を行っている。本研究は，このよう

な「元情報」の収集体制の確立がわが国においても可能で

あるかを検討することを目的としている。 

米国の Collaborative Staging の項目などを参考に，協

力の得られた県内4施設に於いて，いわゆる5大がんの「元

情報」を収集し，病期等の計算を行った。その際に，採録

を行った臨床情報管理士等の業務負担等も同時に測定した。

現在，詳細について解析中である。 

 

5. がん対策への院内がん登録の活用方法の研究（平成 24

年度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）「院内がん登録の標準化と普及に関する研究」;西

本班）（増田昌人，仲本奈々，福地美里，天野明日香） 

分担研究者として，研究に参画している。 

本研究は，院内がん登録情報を元に，沖縄県のがん診療

の特性が明らかになり，その情報が沖縄県のがん対策の立

案に活用されることを目的としている。院内がん登録の集

計結果の分析を行い，沖縄県がん診療連携協議会において

第 2 期沖縄県がん対策推進基本計画（案）を作成し政策提

言を行った。 

本研究の一部は，第38回日本診療情報管理学会学術大会,

第14回日本医療マネジメント学会学術集会で報告した。 

 

6. 患者•家族•国民の視点に立った自立支援型がん情報の

普及のあり方に関する研究（平成 21~23 年度厚生労働科学

研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業;渡邊班）（増
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田昌人，大久保礼子，井上亜紀） 

研究班終了後も，引き続き研究に参画した。 

本研究は，地域におけるがん情報提供支援と普及プロセ

スのあり方の 適化について明らかにすることを目的とし

ている。患者必携「地域の療養情報;おきなわがんサポート

ハンドブック」を作成していく過程のなかで，地域におけ

るがん情報提供支援と普及プロセスのあり方と利用者の特

性に応じたがん情報入手志向性の検討を行った。 

本研究の一部は，日本癌治療学会と日本医療の質•安全学

会で報告した。 

 

7. 患者必携「地域の療養情報;おきなわがんサポートハン

ドブック」の有用性に関する研究（平成24年度厚生労働科

学研究費補助金（がん臨床研究事業）「地域におけるがん対

策の推進と患者支援に資する介入モデルの作成に関する研

究」;渡邊班）（増田昌人，大久保礼子，井上亜紀） 

分担研究者として，研究に参画している。 

本研究は，療養生活の質の向上に資する支援施策である

「患者必携」の有用性を評価することを目的としている。

「『患者必携』がんになったら手にとるガイド」及び「地域

の療養情報;おきなわがんサポートハンドブック」の患者へ

の配布を含むパイロット調査を実施した。地域の療養情報

については，利用頻度について「ほぼ毎日／数回（33％）」，

「1 度だけ（36.2％）」，有用性について「とてもよかった

（12％），ややよかった（24％）」など，「手にとるガイド」

と比較し，利用頻度や有用性の評価は低いものの，自由回

答では，地元の情報が記載されていることを評価した意見

が多く寄せられていた。 

本研究の一部は，第10回日本臨床腫瘍学会学術集会（ワ

ークショップ），日本癌治療学会学術集会，第 14 回日本医

療マネジメント学会学術総会で報告した。 

 

8. 沖縄県における除痛率調査に関する研究（平成 24 年度

厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）「がん性疼

痛治療の施設成績を評価する指標の妥当性を検証する研

究」;的場班）（増田昌人，栗山登至） 

研究協力者として，研究に参画している。 

本研究は，がん性疼痛治療の施設成績を評価する指標と

して，除痛率が妥当であるかどうかを検証することが目的

である。沖縄県内4施設の協力を得て，週1回から月1回

除痛率を測定し，沖縄における施設の除痛率の検討を行い，

施設成績を評価するための指標としての検証を行っている。 

 本研究の一部は，第17回日本緩和医療学会学術大会で報

告した。 

 

9. 沖縄県における老人福祉施設での看取りを困難にして

いる要因に関する研究（公益財団法人在宅医療助成勇美記

念財団による助成）（増田昌人，栗山登至） 

 本研究は，様々な種類の老人福祉施設が設立されている

が，そのいずれでも施設内の看取りが進まないことの要因

を明らかにすることを目的としている。沖縄県内の種々の

老人福祉施設で看取りのための研修会を行い，修了前後に

アンケート調査を行い，意識調査を行うことにより，前述

の要因を検討している。 

本研究の一部は，第17回日本緩和医療学会学術大会で報

告した。 

 

10. ピアサポートとがん相談支援センターにおけるがん相

談の比較研究（増田昌人，上原弘美，大久保礼子） 

 本研究は，がん相談を担う専門職とピアサポーターに

よる相談内容を比較し，その内容と対応方法にどのような

差異がみられるのか検証することを目的とした。専門職は，

在宅医療やホスピスに関することと医療費や生活費等の経

済的な相談を受けることが多いことが分かった。そして助

言•提案や情報提供をしながら，他の医療機関等との連携を

多く行う特徴がみられた。一方，ピアサポーターは，不安

や精神的苦痛や個別的な症状に関する相談を受けることが

多く，その対応として，傾聴•語りを促進することが特徴と

いえることを明らかにした。 

本研究の一部は，第49回九州医療ソーシャルワーカー研

修会ふくおか大会で報告した。 

 

11. 日本造血細胞移植学会造血細胞移植登録一元管理委員

会における共同研究 

(1)成人T細胞白血病リンパ腫ワーキングループ（以下，WG）

としての共同研究 

 WG委員として，研究に参画した。 

ATL 患者に対する同種骨髄破壊的移植と非破壊的移植の

比較検討を行い，前処置の強度と年齢，寛解状態，一般状態

などとの相互作用の関連では有意なものは存在しないこと

を明らかにした。ATL における臍帯血移植に関して，単変量

解析による予後良好な因子として完全寛解例，ABO 血液型の

minor mismatch，GVHD予防に対してのMTX 使用などを明らか

にした。臍帯血移植においては，治療関連死が多いことが特

徴であり，さらに詳細な解析を行っている。 

本研究の一部は，Blood 2012, 119, 2141-2148で報告した。 

(2)晩期合併症とQOL WGとしての共同研究 

WG委員として，研究に参画した。 

TRUMP dataを用いた登録研究として，膨大な死因情報の整

理を行い，移植後晩期死亡に関する研究を開始した。さらに，

移植後長期生存患者におけるQOL の横断的研究を成人•小児

それぞれ開始した。 

(3)ドナーの安全性（骨髄•末梢血）WGとしての共同研究 

 WG委員として，研究に参画した。 

日本造血細胞移植学会ドナー登録センターに 2006-10 年に

集積された血縁ドナー年次アンケート結果の一部であるド

ナーの意見（ドナーの声）を解析した。 



250 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
増田昌人: がんと診断されたときからの緩和ケアの推進. 日本のがん対策, 今井博久(編), 

110-117, サンライフ企画, 2012.  
(C) 

 
原   著     

OI12001: 

Kanda J, Hishizawa M, Utsunomiya A, Taniguchi S, Eto T, Moriuchi Y, Tanosaki R, Kawano 

F, Miyazaki Y, Masuda M, Nagafuji K, Hara M, Takanashi M, Kai S, Atsuta Y, Suzuki R, 

Kawase T, Matsuo K,  Nagamura-Inoue T, Kato S, Sakamaki H, Morishima Y, Okamura J, 

Ichinohe T, Uchiyama T．Impact of graft-versus-host disease on outcomes after allogeneic 

hematopoietic cell transplantation for adult T-cell leukemia: a retrospective cohort 

study. Blood 119(9): 2141-2148, 2012． 

(A) 

OD12001: 

仲西貴也, 大城真理子, 又吉宣, 増田昌人, 金城貴夫, 荒川文子, 高野桂(清水), 新野大介, 

大島孝一, 加藤誠也．CD3+CD4+CD8-, TIA-1陽性の免疫学的表現を示したLennertリンパ腫の

1例(原著論文/症例報告). 診断病理 29: 71-75, 2012． 

(B) 

 
国内学会発表     

PD12001: 
仲本奈 ,々 増田昌人: 沖縄県がん診療連携拠点病院の連携による院内がん登録情報を用いた

がん診療の質の計測とがん計画への取り組み(シンポジウム). 診療情報管理 24: 106, 2012．

  

PD12002: 
増田昌人, 渡邊清高: 沖縄県における「患者必携」『地域の療養情報 沖縄がんサポートハン

ドブック』の作成と地域連携. 第10回日本臨床腫瘍学会学術集会(ワークショップ). 2012. 

  

PD12003: 
増田昌人, 渡邊清高: 地域の療養情報「沖縄がんサポートハンドブック」の作成とアンケート

調査による評価. 日本癌治療学会誌 43: 2677, 2012． 

  

PD12004: 

浦久保安輝子, 増田昌人, 北村周子, 宮内正之, 平野真紀, 山崎由美子, 伊藤照生, 渡邊清

高: 利用者の特性に応じたがん情報入手指向性の検討 自立支援型がん情報の活用を通して

(会議録). 日本癌治療学会誌 47: 1989, 2012． 

  

PD12005: 
栗山登至, 増田昌人: 看取りに対する施設スタッフの不安の軽減. 第17回日本緩和医療学会

学術大会プログラム•抄録集: 521, 2012． 

  

PD12006: 

朝川 恵利, 上原 一, 小橋川 初美, 笹良 剛史, 上原 尚美, 安川 麻友, 高嶺 ひとみ, 金城 

百合子, 上原 菜穂, 加藤 功大, 増田 昌人: 沖縄における除痛率調査の現況と問題.  第17

回日本緩和医療学会学術大会プログラム•抄録集: 391, 2012． 

  

PD12007: 

佐久川 卓, 棚原 陽子, 中村 清哉, 仲本 譲, 外間 惟夫, 栗山 登至, 増田昌人, 宇野 司: 

体温上昇後フェンタニル貼付剤から吸収増大が疑われた1症例. 第17回日本緩和医療学会学

術大会プログラム•抄録集: 396, 2012． 

  

PD12008: 
仲本奈 ,々 福地美里, 天野明日香, 平安政子, 比嘉初枝, 安里邦子, 増田昌人: 沖縄県がん

診療連携拠点病院におけるがん医療の質の評価. 日本クリニカルパス学会誌 14: 449, 2012．

  

PD12009: 

福地美里, 仲本奈 ,々 平安政子, 比嘉初枝, 安里邦子, 宮里貴子, 戸倉さおり, 浜口絹代, 

増田昌人: 沖縄県地域がん登録届出数上昇に対する沖縄県がん診療連携協議会がん登録部会

の5つの施策の影響について. 診療情報管理 24: 293, 2012． 

  

PD12010: 

仲本奈 ,々 平安政子, 比嘉初枝, 福地 美里, 天野 明日香, 安里 邦子, 増田 昌人: 沖縄県

がん診療連携拠点病院による院内がん登録情報を用いたがん対策への取り組み. 第14回日本

医療マネジメント学会雑誌 13: 299, 2012． 

  

PD12011: 

大久保礼子, 西田悠希子, 吉本多佳子, 樋口美智子, 増田昌人: 「おきなわがんサポートハン

ドブック」のコミュニケーションツールとしての可能性. 第14回日本医療マネジメント学会

雑誌 13: 342, 2012． 
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PD12012: 

大久保礼子, 上原弘美, 藤井春奈, 松岡栄二, 石郷岡美穂,上 原朋子, 宮城みづえ, 新垣久

美子, 増田昌人, 村山貞之: 琉球大学医学部附属病院におけるがん相談支援室と沖縄県地域

統括相談支援センターの相談内容の比較分析．第49回九州医療ソーシャルワーカー研修会ふ

くおか大会プログラム 26, 2012． 

  

PD12013: 

渡邊清高, 清水秀昭, 篠崎勝則, 篠田雅幸, 岡本直幸, 川上公宏, 北村周子, 辻晃仁, 増田

昌人, 浦久保安輝子, 山崎由美子, 伊藤照生, 高山智子, 若尾文彦: がん対策としても情報

作成と普及プロセス検討 患者必携「地域の療養情報」の取り組み(会議録)． 日本癌治療学

会誌 47: 1988, 2012． 

  

PD12014: 

渡邊清高, 浦久保安輝子, 山崎由美子, 伊藤照生, 増田昌人, 篠崎勝則, 八巻知香子, 高山

智子, 若尾文彦: 地域におけるがん情報提供支援と普及プロセスのあり方 患者や必携「地域

の療養情報」の取り組み(会議録)．医療の質･安全学会誌 7: 273, 2012． 

  

PD12015: 

戸板孝文, 長井裕, 佐村博範, 百名伸之, 増田昌人, 大城絢子, 植田真一郎, 玉城信光: 沖

縄県におけるがん臨床試験•治験の推進 りゅうきゅう臨床研究ネットワークがん臨床研究部

会(第2報)(会議録)． 沖縄医学学会雑誌 51: 48, 2012． 
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基礎看護学分野 

 

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， 終評価の技術テスト

を行っている。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)看護過程と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いる。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。入院日数の短縮，情報開示，電子カルテ化に伴

い，看護記録に看護診断を取り入れている病院も多い。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に

対し，学生が理解しやすい教授方法について，引き続き検討

している。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 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。 

 

2)発展途上国を対象とした「感染対策ネットワークシステム」

の構築 

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～2011年は「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した。これま

での研究を発展させ，2012年からは「発展途上国における多

施設参画型院内感染対策ネットワークシステムの構築(科学

研究補助金基盤研究(C)24593203)」をテーマに，対象国にお

いて複数の医療施設が協働で実施するワークショップ開催

に取り組んでいる。 

 

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 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
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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。

 

 

B. 研究業績 

 

国際学会発表     

PI12001 

Kuda T, Gushiken K, Okayama H, Maeshiro C, Kakinohana S. Surgical Hand Washing Evaluation 

Based On Adenosine Triphosphate Measurement. The 11th East Asian Conference on Infection 

Control and Prevention(EACIC), Tokyo, Japan, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001 

伊佐江利菜，渡慶次道太，垣花シゲ，眞榮城千夏子，朝戸美絵: 沖縄県離島在住悪性腫瘍患者

の療養生活における思いや体験に関する質的研究．第38回 日本看護研究学会学術集会，沖縄

県，2012． 

  

PD12002 

垣花シゲ，田場あやね，上原瑠衣子，眞榮城千夏子，伊波由美子，高橋紘美: 留学生またはそ

の配偶者が日本で体験した母子看護とニーズに関する研究. 第27回 日本国際保健医療学会

学術大会，岡山市，2012． 

  

 
その他の刊行物     

MD12001 

外間ゆりえ，伊佐奈津美，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 救急看護師の初期アセスメントに関する

研究 -第一報 新人看護師と熟練看護師の初期アセスメント内容の比較-．平成23年度卒業研

究論文集，No.39，149-152，2012． 

  

MD12002 

伊佐奈津美，外間ゆりえ，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 救急看護師の初期アセスメントに関する

研究 -第二報 新人看護師に対する初期アセスメント教育･指導の検討-．平成23年度卒業研究

論文集，No.39，153-156，2012． 

  

MD12003 

宮里恵梨，小川泉，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 医療コミュニケーションにおける方言理解に関

する看護師と患者のニーズの比較 -第一報 方言理解がもたらす効果と経験-．平成23年度卒

業研究論文集，No.39，157-160，2012． 

  

MD12004 

小川泉，宮里恵梨，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 医療コミュニケーションにおける方言理解に関

する看護師と患者のニーズの比較 -第二報 方言理解の必要性について-．平成23年度卒業研

究論文集，No.39，161-164，2012. 

  

MD12005 

瑞慶山躍司，伊集祐斗，垣花シゲ，眞榮城千夏子:集中ケア及び緩和ケア認定看護師が一般の

看護師に望む能力に関する研究 -第一報 集中ケア認定看護師について-．平成23年度卒業研

究論文集，No.39，165-168，2012. 

  

MD12006 

伊集祐斗，瑞慶山躍司，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 集中ケア及び緩和ケア認定看護師が一般の

看護師に望む能力に関する研究 -第二報 緩和ケア認定看護師について-．平成23年度卒業研

究論文集，No.39，169-172，2012. 
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MD12007 

田場あやね，上原瑠衣子，垣花シゲ，眞榮城千夏子:留学生またはその配偶者が日本で経験し

た母子看護とニーズに関する研究 -その 1 妊娠期-．平成 23 年度卒業研究論文集，No.39，

173-176，2012. 

  

MD12008 

上原瑠衣子，田場あやね，垣花シゲ，眞榮城千夏子: 留学生またはその配偶者が日本で経験し

た母子看護とニーズに関する研究 -その2 分娩，産褥期-．平成23年度卒業研究論文集，No.39，

177-180，2012. 
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疫学･健康教育学分野 
 

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) 児童思春期の体力･運動能力に関する疫学研究 

5) 学校健康教育とライフスキルに関する研究 

 

2. 社会疫学･行動疫学 

1) 地域住民の健康に関する社会的決定要因について 

2) 地域住民の身体活動と近隣環境との関連について 

3) 沖縄県の青少年のヘルスリスク行動の年次推移につい

て 

4) 児童思春期のヘルスリスク行動と関連要因について 

5) 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 

6) 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 

7) 児童思春期における心の健康に関する介入研究 

8) 青少年のリスク性行動予防に関する行動疫学研究 

9) 青少年の身体活動量の測定と環境要因に関する研究 

10) 長期的健康情報介入により，健康行動は変化するか？

（医学研究科衛生学･公衆衛生学分野 チャンプルスタ

ディとの共同研究）

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OD12001: 
高倉実: 沖縄県の高校生における危険行動の推移: 2002年～2008年. 学校保健研究 54: 

170-177，2012． 
B 

OD12002: 
諸喜田祐立，高倉実: 沖縄県の高校生の学校連結性，社会経済的地位，飲酒･喫煙行動の関連

について. 学校保健研究 54: 211-217，2012. 
B 

OD12003: 

小林稔，我那覇ゆりか，早田実，與儀幸朗，笹澤吉明，高倉実: 沖縄県における子どもの体格･

肥満度と運動能力に関する比較的研究: 平成20年度における全国体力･運動能力･運動習慣等

調査から. 京都教育大学教育実践研究紀要 12: 107-115，2012. 

C 

 
総   説     

 B .2102，335-825 :45 究研健保校学．るめ高を力究研の健保校学 :実倉高 :10021DR

 
 

国際学会発表   

PI12001: 

PI12002: 

Toyosato T, Takakura M. Generation difference in relationships among social trust, 

neighborhood trust, structural social capital, and self-rated health in Okinawa, Japan. 

44nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference Abstract. pp2-157, 

327, 2012 Oct. 15-17; Colombo 

Takakura M, Hamabata Y, Ueji M, Kurihara A. Cognitive social capital in school and 

neighborhood, health and well-being among youth: regional differences across three 

prefectures in Japan. 44nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 

Abstract. pp2-158, 327, 2012 Oct. 15-17; Colombo 
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国内学会発表     

PD12001: 
高倉実，濱畑有衣子，上地勝，栗原淳: 青少年の学校や近隣におけるソーシャル･キャピタル

尺度の作成. 日本健康教育学会誌 20(Suppl): 139，2012. 

  

PD12002: 
豊里竹彦，高倉実: 体格別による身体活動と近隣環境との関連．第44回沖縄県公衆衛生学会. 

抄録集 7-8, 2012. 

  

PD12003: 

我那覇ゆりか，小林稔，高倉実: 小学校高学年児童における身体活動量とライフスタイルの関

連: 沖縄県と東京23区内における小学校5年生を対象とした調査から．学校保健研究  

54(Suppl): 270，2012. 

  

PD12004: 
上地勝，荒井信成，栗原淳，高倉実: 高校生の家族関係と抑うつ症状に関する研究．学校保健

研究 54(Suppl): 309，2012． 

  

PD12005: 

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: 石垣･宮古島と東京23区内の子どもを対象

として．学校保健研究 54(Suppl): 353，2012． 

  

PD12006: 
濱畑有衣子，高倉実，上地勝，栗原淳: 高校生のソーシャル･キャピタル（一般的信頼）と主

観的健康との関連．学校保健研究 54(Suppl): 354，2012． 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 
高倉実: 平成24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. 1-12, 2012. 
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国際環境保健学分野 

 

A. 研究課題の概要 

 

1．琉球列島における蚊の種同定のためのDNAバーコーディ

ング 

琉球列島の主要な9島で医学上重要なAnopheles属6種，

Aedes 属14種およびCulex 属17種，合計37種(亜種を含

む)228個体の蚊を採集し，各種蚊のミトコンドリアDNAチ

トクロームオキシダーゼ I(COI)遺伝子のバーコード領域が，

蚊の種同定に有効であるかを調べた。全個体の COI 遺伝子

(658bp)の塩基配列を決定し，配列間におけるKimura2パラ

メータ(K2P)モデルを用いた遺伝的距離計算および近隣結

合法(NJ)法による系統解析を行った。その結果，K2Pを用い

て計算した種内変異率は 35 種で 2%以下を示し，Aedes と

Culexに属する2種で2％以上を示した。2％以上を示した2

種は，異なる島間で遺伝的距離に違いがあることが明らか

になった。調査した37種のすべての蚊は，NJ法による系統

樹解析により異なるクラスターを形成し，それぞれの種が

区別された。この結果から，蚊の COI 遺伝子のバーコード

領域は，種同定に対して有効であることが明らかになった。 

 

2. 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，一昨年度よりイエカ属のプライマー作成を試

みている。 

 

3. 東南アジアの蚊科の形態・分子分類および生態学的調査

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。 

 

4. 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。 

 

5. 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。

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OI12001: 

Urbanski J, Mogi M, O'Donnell D, DeCotiis, Toma T, Armbruster P. Rapid adaptive evolution 

of photoperiodic response during invasion and rang expansion across a climatic gradient. 

American Naturalist 179: 490-500, 2012. 

(A) 

OI12002: 

Higa Y, Toma T, Miyagi I. Description of female pupa and larva of Ficalbia ichiromiyagii 

from Iriomote Island, Ryukyu Archipelago, Japan. J Am Mosq Control Assoc 28: 279-285, 

2012. 

(A) 
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OI12003: 

Toma T, Miyagi I, Okazawa T, Higa Y, Wong SF, Leh MU, Yong HS. Redescription of Armigeres 

annulipalpis and Armigeres flavus (Diptera: Culicidae) from Sarawak, Malaysia. J Sci 

Tech Trop 8: 5-19, 2012. 

(B) 

OI12004: 

Miyagi I, Toma T, Okazawa T, Wong SF, Leh MU, Yong HS. Three new phytotelma mosquitoes 

of the genus Topmyia (Diptera: Culicidae) from Katibas, Lanjak-Entimau, Sarawak, 

Malaysia. J Sci Tech Trop 8: 97-117, 2012. 

(B) 

OD12005: 

Miyagi I, Toma T, Tamashiro M, Taira K, Endo Y. Previously unknown adult male, pupa, 

larva and egg of Heizmannia kana (Diptera: Culicidae) from Tokunoshima, Ryukyu 

Archipelago, Japan. Med Entomol Zool 63: 209-216, 2012. 

(B) 

OD12006: 

Taira K, Toma T, Tamashiro M, Miyagi I. DNA barcoding for identification of mosquito 

(Diptera: Culicidae) from the Ryukyu Archipelago, Japan. Med Entomol Zool 63: 289-306, 

2012.  

(B) 

 
国内学会発表     

PD12001: 
野田伸一, 當間孝子: ミクロネシア連邦チュック州のウエノ島, ロマヌム島およびピス島に

おける蚊の採集成績. 衛生動物 63: 47, 2012. 

  

PD12002: 
岡沢孝雄, Fui WS, 宮城一郎, 當間孝子, Ung LM: マレーシア, サラワク州における竹林から

採集された2種のオオカ属の蚊の棲息水域. 衛生動物 63: 47, 2012. 

  

PD12003: 
宮城一郎, 當間孝子, 玉城美加子, 遠藤有子: 鹿児島県徳之島で採集したアマミムナゲカ雄

成虫, 蛹, 幼虫, 卵について. 衛生動物 63: 53, 2012. 

  

PD12004: 

當間孝子, 比嘉由紀子, 宮城一郎: 西表島に生息するオキナワエセコブハシカ(Ficalbia 

ichiromiyagii Toma and Higa) 雌成虫, 幼虫, 蛹について. 衛生動物 63: 54, 2012.   

  

PD12005: 
森林敦子, 沢辺京子, 津田良夫, 内田桂吉, 當間孝子, 小林睦生: ハマダラカ属とイエカ属

蚊の脂肪酸組成の特性について. 衛生動物 63: 80, 2012. 

  

PD12006: 

宮城一郎, 岡沢孝雄, 當間孝子, Ung LM, Fui WS: マレーシア, サラワク州のLangak Entemau

野生生物保護区で採集したショウガ類の花序に発生するArmigeres (Armigeres) hybridusの

形態と近縁3種の比較. 衛生動物 63: 167, 2012. 

  

PD12007: 
當間孝子, 宮城一郎, 玉城美加子: 琉球列島産カニアナヤブカAedes (Geoskusea) baisasiの

生態について. 衛生動物 63: 168, 2012. 
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成人看護学Ⅰ分野 
 
A．研究課題の概要  
   

1. 子宮頸がん予防の普及･啓発に関する調査研究（砂川洋

子，照屋典子） 

近年, 子宮頸がんの発症が 20～30 歳代で増加傾向にあ

り, 若年女性における子宮頸がん予防が急務な課題とな

っている。そこで, 我々は, 子宮頸がん予防･啓発活動を

行う上での示唆を得ることを目的として, 県内の女子大

学生を対象とした意識調査を実施した。その結果, 調査対

象となって女子大学生の子宮頸がん検診の受診率は1割程

度とかなり低いことが明らかとなった。また, 子宮頸がん

の原因やリスクファクター, 20～30 歳代の女性において

も子宮頸がん検診を定期的に受診する必要性があること

等の認知度も低いことから, 今後, このような若年世代

の女性に対して,子宮頸がん予防に関する正確な情報を大

学の講義や市民公開講座等を利用して, 広く普及･啓発し

ていく必要性が示唆された。本結果については, 第 44 回

沖縄県公衆衛生学会で公表した。今後は, さらに中高生の

健康管理を担う養護教諭や保護者, その他, 20～30 歳代

の女性を対象とした調査も実施し, 若年世代における子

宮頸がん予防活動を行う上での課題について検討し, 啓

発活動を広く実践していくことを計画している。 

 

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) 

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を明らか

にし, がん患者における在宅療養支援ネットワーク構築

に向けた課題について検討することを目的として，在宅が

ん患者の療養支援を担う訪問診療医，訪問看護師,病院で

在宅移行支援に関わる看護師や医療ソーシャルワーカー

等を対象とした調査研究に取り組んだ。その結果, がん患

者の在宅緩和ケアの促進にあたっては, 在宅療養を希望

する患者がより適切な時期に, かつ早期に在宅療養へ移

行できるような病院-在宅間のネットワークの構築, また

医療度の高い患者に対応できる在宅医療体制, 家族の介

護体制を支援する環境整備を早急に行う必要性が示唆さ

れた。 

本結果については，第17回日本緩和医療学会学術集会, 

第26回日本がん看護学会学術集会, 第38回日本看護研究

学会学術集会等で公表した。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

を受けて行った。 

  

3．喉頭摘出術体験者における日常生活上の困難に対するセ

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声教室の紹介，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26回日本がん看護学会学術集会にて公

表した。 

 

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) 

当教室では，2009年度～3年間にわたって，九州･沖縄

の看護系14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』（代表校:福岡県立大

学）に参加した。その中で, 我々はとくに臨地実習指導

者,臨床スタッフ（Clinical staff）の教育力の開発･向

上する取り組みとして,2009年度より3年間で, 九州･沖

縄の看護系 14 大学の連携による CSD（Clinical Staff 

Development）研修会を5回開催した。この取り組みの

終評価として, 研修会の参加者18名に対し, 研修会参加

前後における認識･行動の変化についての半構成的面接

調査を実施し, 質的分析を行った。その結果, 臨地実習

指導者からは, CSD 研修会に参加し, 他施設の実習指導

者や大学教員との交流により「指導上の悩みや学生への

関わり方について情報共有ができた」「気持ちが楽になっ

た」「具体的な指導方法の知識, 指導上の工夫を得ること

ができた」「自己成長の機会になった」等の意見が聞かれ,

「学生の実習指導により積極的に関わるようになった」, 

「他スタッフへも指導･助言を積極的にするようになっ

た」等の行動変化につながっていたことが明らかとなっ

た。本結果については, 第32回日本看護科学学会学術集

会にて公表した。 

 

5. 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) 



260 

   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 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。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。                                                                                               

 

6. 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。 

 

7. 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 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。 

 

8. 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     

BD12001: 
砂川 洋子: 第19章 エビデンスに基づく実践  がん看護PEPリソ-ス. 患者アウトカムを高

めるケアのエビデンス, 鈴木志津枝, 小松浩子(編), 310-314, 医学書院, 東京, 2012. 

(B) 

BD12002: 
大湾 知子: もっといい方法がみつかる. 目からウロコの感染対策, 藤田次郎(編), 1-168，南

江堂，東京，2012． 

(B) 

BD12003: 
大湾 知子: 地域における医療施設間のネットワ-クづくり インフェクションコントロ-ル. 

29-32，Vol.21, No.12, 東京, 2012． 

(B) 

BD12004: 
照屋 典子: 第19章 エビデンスに基づく実践  がん看護PEPリソ-ス 患者アウトカムを高め

るケアのエビデンス, 鈴木志津枝, 小松浩子(編), 305-309, 医学書院, 東京, 2012. 

(B) 

 
原   著     

OI12001: 

Teruya N, Sunagawa Y. Factors related to the transition from hospital to home care in 

terminal cancer patients in Okinawa -Questionnaire Survey of hospital nurses assisting 

the patient’s discharge-. Ryukyu Med J 31: 11-23, 2012. 

(A) 

 
総   説     

RD12001: 
砂川 洋子: わが国における緩和ケアの現状と課題, 平成24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, 1-5, 琉球大学, 2012. 

(B) 

RD12002: 
大湾 知子: シャワ-水系設備のレジオネラ感染症防止対策に関する研究，環境報告，45，琉球

大学，2012． 

(B) 
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PI12001: 

Sunagawa Y, Chinen M, Teruya N, Uza M. Awareness survey for hospital physicians and nurses 

about palliative care to cancer patients. International Hiroshima Conference on Caring 

and Peace Program and Abstructs 88, Hiroshima, Japan, 2012.  

  

PI12002: 

Teruya N, Sunagawa Y. Questionnaire survey for hospital nurses about transition of cancer 

patients from hospital to home care. International Hiroshima Conference on Caring and 

Peace Program and Abstructs 103, Hiroshima, Japan, 2012. 

  

PI12003: 

Teruya N, Sunagawa Y, Uza M, Endoh Y, Ozasa Y. Evaluation of the educational effect of 

the integrated practicum of adult nursing by the use of project-based learning -An 

Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima 

Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 110, Hiroshima, Japan. 2012.  

  

PI12004: 

Endoh Y, Uza M, Sunagawa Y, Teruya N, Nakashima E, Tsukahara H, Inoue M, Taba M, Kinjo 

Y, Sakai K, Shono S, Hazemoto K, Matsuoka M, Tetsui C, Inagaki K, Shimizu N, Kitagawa 

A, Matsuura K, Yasukata F: The demand of clinical training staff to nursing students 

-An Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima 

Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 112, Hiroshima, Japan. 2012.  

  

PI12005: 

Tsuruta S, Setoguchi Y, Uza M, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K,  Yasukata F, 

et al. The benefit of coachint and its future in nursing education -An Evaluation of 

the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima Conference on 

Caring and Peace Program and Abstructs 112, Hiroshima, Japan.2012. 

  

PI12006: 

Sato K, Tsuda T, Yasukouchi S, Shinohe T, Tsuruta S, Setoguchi Y, Takesue k, Matsuura 

E, Oda M, Shimomai K, Nakayama T, Ando T, Uza M, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura 

K, Yasukata F, et al. Faculty development project: assessment of a “Portfolio Workshop” 

and Challenges for the Future -An Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa 

Project-. International Hiroshima Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 

106, Hiroshima, Japan, 2012.  

  

PI12007: 

Fukuda K, Kurokami M, Nakashima E, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K, Yasukata 

F et al. The notices of clinical instrautors in case examination with a difficult 

instruction case -An Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-, 

International Hiroshima Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 107, 

Hiroshima, Japan, 2012.  

  

PI12008: 

Tsukahara H, Nakashima E, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K, Yasukata F, et al. 

Examining the current relationship between clinical training staff development and the 

nursing practicum -An Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-. 

International Hiroshima Conference on Caring and Peace Program and Abstructs, 

Hiroshima, Japan. 2012.  

  

PI12009: 

Sakai K, Shono S, Hazemoto K, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K,  Yasukata F, 

et al. Reality of working Conditions for Clinical Training Staff and their Traing Needs. 

-An Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-, International Hiroshima 

Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 102, Hiroshima, Japan. 2012 

  

PI12010: 

Matsuoka M, Yamada Y, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K, Yasukata F, et al. 

Requests for the College of Nursing from Clinical Instructors of Nursing Practice. -An 

Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-, International Hiroshima 

Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 123, Hiroshima, Japan. 2012. 
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PI12011: 

Inoue M, Taba M, Kinjo Y, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K, Yasukata F, et al. 

Demands of clinical training staff toward nursing college faculty. -An Evaluation of 

the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima Conference on 

Caring and Peace Program and Abstructs 109, Hiroshima, Japan. 2012. 

  

PI12012: 

Inagaki K, Yokokawa Y, Sunagawa Y, Endoh Y, Teruya N, Matsuura K, Yasukata F, et al. 

The Development of the Pro-nursing Universities Cooperation Practice Model of Education 

Power Improvement for the Training Leaders and Staff at Clinical setting.  -An 

Evaluation of the Caring Island Kyushu-Okinawa Project-, International Hiroshima 

Conference on Caring and Peace Program and Abstructs 108, Hiroshima, Japan. 2012. 

  

PI12013: 

Ozasa Y, Uza M, Toyama Y, Tayloe H, Sunagawa Y, Teruya N, Endoh Y, Gima T, Yasukata F, 

Komori N. Learning from the Tsunami Disaster in Samoa -An Evaluation of the Caring Island 

Kyushu-Okinawa Project-, International Hiroshima Conference on Caring and Peace 

Program and Abstructs 119, Hiroshima, Japan. 2012. 

  

PI12014: 

Inagaki K, Yokogawa Y, Matsushita S, Ishikawa S, Awa Y, Nakashima E, Tsukawhara H, 

Sunagawa Y,Teruya N, Endoh Y, Inoue M, Taba M, Kinjo Y, Sakai K, Shono S, Hazemoto K, 

Matsuoka M, Shimizu N, Kitagawa A, Matsuura K, Yasukata F. The Development of the 

Pro-nursing Universities Cooperation Practice Model of Education Power Improvement for 

the Training Leaders and Staff at Clinical Setting -An Evaluation of the Caring Island 

Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima Conference on Caring and Peace 

Program and Abstructs 105, Hiroshima, Japan. 2012. 

  

PI12015: 

Tsukahara H, Nakashima E, Sunagawa Y, Teruya N, Endoh Y,Inagaki K, Matsuoka M, Tetsui 

C, Sakai K, Shono S, Hazemoto K,Inoue M, Taba M, Kinjo Y, Shimizu N, Kitagawa A, Matsuura 

K, Yasukata F.:Examining the current relationship between clinical-training staff 

developement and the nursing practicam -An Evaluation of the Caring Island 

Kyushu-Okinawa Project-. International Hiroshima Conference on Caring and Peace 

Program and Abstructs 105, Hiroshima, Japan. 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
砂川 洋子，照屋 典子，翁長 多代子，安里 節子，原永 賀子，小笹 美子: 新人看護師育成－

教育･臨床におけるEmpowerment．第38回日本看護研究学会講演集: 92, 沖縄, 2012. 

  

PD12002: 
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心理社会的適応に関する

検討．第26回日本がん看護学会学術集会講演集: 230, 金沢, 2012. 

  

PD12003: 
照屋 典子，砂川 洋子: がん末期患者の在宅看護支援の現状と在宅緩和ケア促進に向けた課題

の検討．第26回日本がん看護学会学術集会講演集: 312, 金沢, 2012. 

  

PD12004: 

照屋 典子，砂川 洋子: 急性期病院における終末期がん患者の在宅移行の現状と課題－医療ソ

-シャルワ-カ-の調査結果から－. 第38回日本看護研究学会学術集会講演集: 285, 沖縄, 

2012. 

  

PD12005: 
照屋 典子，砂川 洋子，笹良 剛史: 在宅医を対象とした終末期がん患者の在宅移行に関する

現状調査．第17回日本緩和医療学会学術集会講演集: 321, 神戸, 2012. 

  

PD12006: 

中嶋 恵美子，塚原 ひとみ，吉竹 美佐子，松岡 緑，稲垣 絹代，横川 裕美子，石川 幸代，

坂井 邦子，櫨本 和代，生野 繁子，嘉手苅 英子，宮里 智子，砂川 洋子，照屋 典子，儀間 継

子，松井 聡子，北川 明，松浦 賢長，安酸 史子: 臨地実習指導者研修会参加後の認識･行動

の変化-九州沖縄看護系14大学によるケアリングCSD実践-. 第32回日本看護科学学会学術集

会講演集: 503, 東京, 2012. 

  

PD12007: 
山内 勇人，大湾 知子: 精神科病院と高齢者施設におけるインフルエンザおよびノロウイルス

感染対策，第27回日本環境感染学会総会抄録集，シンポジウム10: 53，山口県，2012． 
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PD12008: 

宮里 実，大城 琢磨，大湾 知子，松村 英理，町田 典子，呉屋 真人，大城 吉則，斎藤 誠一: 

長寿県沖縄における内科通院患者の中の夜間頻尿実態調査，第25回日本老年泌尿器科学会抄

録集 117，徳島県，2012． 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 

砂川 洋子, 照屋 典子(分担): 平成21年度採択「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23年度，2012. 

  

MD12002: 

砂川 洋子, 照屋 典子(分担): 平成21年度採択「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報告

平成21年-23年度, 2012. 

  

MD12003: 
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-カル企画 中間報告書(3), 2012. 

  

MD12004: 
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-セミ

ナ-講演集 1-12，沖縄県，2012． 

  

MD12005: 

大湾 知子: 第4回沖縄県インフェクションコントロ-ル研修会開催のご挨拶，第4回沖縄県イ

ンフェクションコントロ-ル研修会「実践に役立つ皮膚消毒薬と呼吸器感染症対策」抄録集，1，

東京，2012． 

  

MD12006: 
大湾 知子: 第6回沖縄県ＩＣＮネットワ-クセミナ-(第24回勉強会)「感染症のアウトブレイ

ク（集団発生）を起こさないための感染制御」抄録集 3-4，2012.  

  

MD12007: 

大湾 知子，長嶺 由樹子，安次富 美恵子，大岩 久恵，横山 倫子：平成24年度琉球大学公開

講座 排尿ケアとフットケアから健康まちづくり-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- 12，西原町，2012． 

  

MD12008: 
新垣 沙耶，松田智見，照屋典子，砂川洋子: 女子大学生における子宮頸がん予防･啓発に関す

る意識調査．第44回沖縄県公衆衛生学会抄録集 28-29，沖縄，2012. 
  

MD12009: 

神谷 陽子，大湾 知子: 沖縄県インフェクションコントロ-ル研修会（OICW）の参加者におけ

るインフルエンザ予防行動，琉球医学部保健学科 平成24年度卒業研究論文集 No.49，29－32，

西原町，2012． 

  

MD120010: 

菅谷 公男，山城 豊，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-ルド･コンチネンス･ウィ-ク: -三原共心会･自治会から発信支援-，

琉球大学生涯学習教育研究センタ- 11，西原町，2012． 
  

MD120011: 

西村 かおる，嘉手川 豪心，平良 智恵美，平良 昭子，大湾 知子: 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- 13，西原町，

2012． 

  

MD120012: 

中澤 和嘉子，大湾 知子: 耳鼻咽喉科外来における医師の診察および処置時の接触伝播防止策

の経時的観察調査，琉球医学部保健学科 平成24年度卒業研究論文集 No.49，37－40，西原町，

2012． 

  

MD120013: 

中村 夏子，大湾 知子: 耳鼻咽喉科病棟回診時における医師の処置に伴う手指衛生と手袋着脱

の経時的観察調査，琉球医学部保健学科 平成24年度卒業研究論文集 No.49，33－36，西原町，

2012． 
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成人看護学Ⅱ分野 

 

A.研究課題の概要 

 

1. 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。火葬場のない粟国村

における20年間の死亡状況と葬法に関する現状を把握し住

民意識との関連を検討し学会やシンポジウムで報告し，ま

た論文投稿を行い掲載された。また同様の座間味村におけ

る 近10年間の死亡状況および住民意識を調査し，看取り

終えた家族 31 例に聞取り調査を実施し解析を行っている。

また，要介護高齢者の能動的な活動を引き出している山口

県の「夢のみずうみ村」やオランダの高齢者住宅･介護施設

など，国内外の先進地を視察し小離島への適応について検

討した。 

 

2. 看護学生の死生観の形成に関する評価の検討 

 近年，看護師は臨床や在宅医療の現場において，がん患者

や高齢者を対象に緩和医療に関与する機会が増加し，また終

末期に移行した患者の看護を担い看取ることも多くなって

いる。このような臨床現場で臨地実習を行う学生が，人生の

終末にある人々を看護し支え得る「死に対する積極性」を把

握するため3年間を横断的に調査した。その結果，学生進行

による死生観の形成はみられず，終末期の患者を受け持った

学生に死生観の揺らぎがみられた。実習における終末期患者

受け持ち時の指導教員の関わりや死生観を育む授業開発が

重要である。 

3. 看護学教員と琉大病院看護部による卒業前臨床看護技

術の統合に関する研究 

卒業後の学生が，看護職場にスムーズに入り安全にケア

提供できるよう，看護学教員と琉大附属病院看護部が協同

し，臨床看護技術の統合の授業に取り組んでいる。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が年々強化され，本年度

から“おきなわ”クリニカルシミュレーションセンターで2

日間の実習ができた。看護部との本授業への共同運営が発

展し，各病棟の看護研究に看護教員が共同研究で加わるな

ど連帯感が強化されている。 

 

4. 訪問看護ステーションの活動と抱える課題の変遷に関

する研究 

 我が国の在宅医療体制の推進等を背景に，訪問看護事業

推進が課題であるが訪問看護事業所数や利用者数は予測に

反し増加していない。今回，県内ステーションの活動と抱

える課題について把握できた 8 年間の変遷を病院併設型と

独立型に分けて比較検討した。その結果，経営規模は全国

平均に比べ小さく，独立型では24時間体制の維持継続が課

題であり，日勤を希望して転職した看護師との雇用調整の

難しさが示唆された。さらに，独立型では人材育成や研修

体制，離職防止や収入確保等，母体病院を持つ病院併設型

に比べ管理経営や人材サポートが乏しく事業所として切実

な課題を抱えていた。

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OD12001: 

古謝 安子, 與古田 孝夫, 豊里 竹彦, 小笹 美子, 當山 裕子, 宇座 美代子: 火葬場のない

沖縄県小離島における死亡状況と葬法に関する住民意識の検討．民族衛生 78(5): 109-119, 

2012． 

（B) 

OD12002: 

豊里 竹彦, 伊波 佑香, 與古田 孝夫, 古謝 安子, 平良 一彦: 地域高齢者の抑うつ傾向と,

身体的健康,ソーシャルサポートおよびスピリチュアリティとの関連. 心身医学 52(12): 

1129-1136, 2012． 

（B) 

 
国際学会発表     

PI12001: 
Koja Y, Yokota T, Toyosato T, Kuniyoshi M. Funeral rites on Aguni Island in Okinawa with 

no crematory. 44th APACPH Conference Colonbo, Sri Lanka (Suppl): 351, 2012. 
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国内学会発表     

PD12001: 

古謝 安子, 宇座 美代子, 小笹 美子, 當山 裕子: 訪問看護ステーションの活動と抱える課

題の変遷-病院併設型と独立型の比較-．第16回日本在宅ケア学会学術集会･第14回日本在宅

医学会大会合同大会講演集: 142, 2012. 

  

PD12002: 
古謝 安子, 國吉 緑, 與古田 孝夫, 豊里 竹彦: 火葬場のない小離島における葬法と葬法に

関する住民意識の変化．日本公衆衛生雑誌 59(10)(Suppl): 389, 2012. 

  

PD12003: 
古謝 安子: 看護学生の死生観は年次進行により形成されていくか．日本在宅看護学会誌 

1(1), 83, 2012. 

  

PD12004: 
古謝 安子: シンポジウムⅠ 沖縄の文化が織りなす看護と看護研究 小離島高齢者の終末期

と文化．日本看護研究学会雑誌 35(3), 77, 2012. 

  

PD12005: 
小笹 美子, 前堂 沙也加, 當山 裕子, 宇座 美代子, 古謝 安子, 古堅 知香子: 地域で生活

するひとり暮らし後期高齢者の交流頻度．第43回日本看護学会抄録集老年看護: 168, 2012.

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 
喜瀬 寛成, 古謝 安子, 小笹 美子, 當山 裕子, 宇座 美代子: O県保健師のメンタリングと

事例検討会との関連．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 65-68, 2012. 

  

MD12002: 
安富 結, 古謝 安子, 宇座 美代子, 小笹 美子, 當山 裕子: 訪問看護師の職務満足度と定着

に関する要因．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 77-80, 2012. 

  

MD12003: 
広田 遼一, 小笹 美子, 宇座 美代子, 古謝 安子, 當山 裕子: 運動における行動変容に影響

する環境要因についての文献研究．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 57-60, 2012.
  

MD12004: 

桃原 のりか, 當山 裕子, 小笹 美子, 古謝 安子, 宇座 美代子: 学童期の発達障がい児支援

に対する保健師の認識と役割の検討．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 61-64, 

2012. 

  

MD12005: 

世嘉良 和希, 小笹 美子, 宇座 美代子, 古謝 安子, 當山 裕子: 民生委員の災害への備えに

関する認識について-地域とのつながりの比較-．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 

69-72, 2012. 

  

MD12006: 
水野 創, 小笹 美子, 宇座 美代子, 古謝 安子, 當山 裕子: 沖縄県民におけるファーストフ

ード利用状況と肥満との関連．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 73-76, 2012. 
  

MD12007: 
仲井間 あかり, 當山 裕子, 小笹 美子, 古謝 安子, 宇座 美代子: 看護学生におけるストレ

スとユーモアに関する研究．琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 40: 81-84, 2012.   
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老年看護学分野 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 高齢者虐待に関する研究（國吉緑） 

沖縄県における高齢者虐待に関する研究に取り組んでい

る。平成 22 年度より沖縄県介護保険施設･高齢者虐待防止

体制の構築と教育プログラムの開発に向けて，実証研究を

課題としている。本年度は，市民の目線から「高齢者虐待

防止のさらなる体制づくりを目指して」をテーマとし，ボ

ランティア活動を行っている民生委員･介護相談員に対し，

集合形式でグループインタビューを行った。これまでの研

究成果を共有しながら，グループの経験を通して，施設ケ

アのあり方や高齢者虐待を防止するための施策や教育につ

いて自由に発言していただいた。その結果，高齢者への不

適切なケアの存在，職場風土，管理者の姿勢など職場環境

に関連することや現場に活かせる教育･研修の重要性など

があげられた。 

 

 

2. 高齢者介護に関する研究（國吉緑） 

 これまで高齢者介護に関する研究を共同研究や卒業研究

で進めてきた。沖縄県の高齢者世帯をみると，単身世帯が

他府県に比べ多く，家族の介護力の低下が懸念される。ま

た在宅における高齢者虐待の要因では，介護者の介護負担

感，認知症高齢者の問題，息子･配偶者(男性)による虐待が

明らかになっている。以上のことを鑑み，家族介護に焦点

をあてた研究を今後も推進していく。 

 

3. 簡易転倒･転落アセスメントツールの開発（東恩納美樹） 

急性期病院･大学病院の入院患者を対象とした簡易転倒･

転落リスクアセスメントツールの開発に取り組んでいる。

2012年は，前年にA大学医学部附属病院で実施した後ろ向

きコホート研究の結果と国内外の文献レビューを基に簡易

転倒･転落リスクアセスメントツールを作成し，そのツール

の評定者間一致性および利便性を検証する研究を実施した。

 

 

B. 研究業績 

 

国際学会発表     

PI12001: 

Koja Y, Yokota T, Toyosato T, Kuniyoshi M. Funeral rites on Aguni Island in Okinawa with 

no crematory. The 44rd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference, 

Abstract 351, 2012 Oct. 13-18; Colombo, Sri Lank. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
古謝安子, 國吉緑, 與古田孝夫, 豊里竹彦: 火葬場のない小離島における葬法と葬法に関す

る住民意識の変化. 第71回日本公衆衛生学会総会, 389, 2012. 

  

PD12002: 

東恩納美樹，下地孝子: 転倒･転落アセスメントツールの予測妥当性評価 -入院後１週間以内

の転倒･転落-. 第2回日本看護評価学会学術集会, 東京, 第2回日本看護評価学会学術集会講

演抄録集: 39, 2012.  

  

PD12003: 
東恩納美樹: 転倒･転落アセスメントツールの予測妥当性 -入院週数による変動-. 第38回日

本看護研究学会学術集会, 沖縄, 日本看護研究学会誌 35(3): 135, 2012. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 
東恩納美樹: 病態生理+フィジカルアセスメント 患者さんがみえる！症状別アセスメント力

アップセミナー 麻痺. プチナース 22(1): 10-19, 2012. 
  

MD12002: 
浦崎葵, 東恩納美樹，國吉緑: 転倒･転落アセスメントスコアシートの妥当性評価 -高齢者を

対象として-. 平成23年度卒業研究論文集 No.39: 137-140, 2012. 
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MD12003: 
大野杏梨, 東恩納美樹，國吉緑: 転倒･転落アセスメントスコアシートの構成項目と転倒･転落

発生との関連 -高齢者を対象として-. 平成23年度卒業研究論文集 No.39: 141-144, 2012. 
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母性看護･助産学分野 
 

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 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，沖縄県の伝統的生命観(祖先か

らの生命の連鎖，生命
ぬ ち

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う言葉“生命
ぬ ち

どぅ宝“と

いう理念が生まれ出てきた。人々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
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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･ライフ･

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 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．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，

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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宝蔵寺祐衣, 玉城陽子, 大嶺ふじ子, 遠藤由美子: 児の栄養方法や褥婦への援助状況と母親

役割受容との関連. 平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 1-4, 2012. 

  

MD12003: 
小須田恵里, 玉城陽子, 大嶺ふじ子, 遠藤由美子: 入院中の授乳への不安内容が母乳育児確

立に及ぼす影響. 平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 5-8, 2012.   

MD12004: 
岡佳菜絵, 備瀬杏里, 大嶺ふじ子, 玉城陽子, 遠藤由美子: 助産ケアと母親役割受容･育児ス

トレスとの関連. 平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 9-12, 2012. 
  

MD12005: 

金城愛子, 大嶺ふじ子, 玉城陽子, 遠藤由美子: 中学生女子の月経に対する受け止め方と自

尊感情と月経随伴症状との関連. 平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 

13-16, 2012. 
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MD12006: 

長山絵梨子, 小西麻美, 遠藤由美子, 玉城陽子, 大嶺ふじ子: 祖母の育児支援行動と母親の

満足感に関する研究 第1報-祖母の育児支援行動と祖母, 母親の満足度-．平成23年度琉球

大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 17-20, 2012. 

  

MD12007: 

小西麻美, 長山絵梨子, 遠藤由美子, 玉城陽子, 大嶺ふじ子: 祖母の育児支援行動と母親の

満足感に関する研究 第 2 報-祖母の育児支援参加頻度と母親の育児満足度･育児負担感との

関連－．平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 21-24, 2012. 

  

MD12008: 
翁長芳弥, 遠藤由美子, 玉城陽子, 大嶺ふじ子: 中年期にある祖母の育児支援, 更年期症状, 

心の健康．平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 25-28, 2012. 
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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。（辻野） 

 

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。（辻野） 

 

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，外国では末熟児･新化児

を含め多くの報告があるが，我が国においては多くはない。

痛みは文化の違いにより，その表現が異なると言われ，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

院で治療の際に受ける痛みに対する子ども達の反応の研究

を通して，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。小児病棟や外来において，痛みの伴

う処置場面で処置を受ける小児と，付き添う母親，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。 (儀間) 

 

4.小児の睡眠に関する研究 

沖縄県でもたびたび夜型社会の弊害が指摘されており，

乳幼児連れの家族の夜間外出が見うけられる。2010 年の前

橋の調査によると，就寝時刻が22時以降になる児の割合が

3歳児で も多く55.7％と沖縄県は全国よりも約20％以上

も高かった。3歳児は基本的な生活習慣を形成する時期であ

り，幼児期の睡眠習慣は児童期以降も継続すると報告され

ていることからも重要な時期である。親の睡眠習慣が子ど

もの睡眠習慣を形成すること，親の睡眠配慮が子どもの睡

眠健康に影響しており，子どもの睡眠習慣形成には、親の

睡眠への意識が関係すると考えられる。沖縄県の 3 歳児の

就寝時刻と保護者の睡眠への意識（価値観や知識）につい

て検討した。 (儀間)

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OI12001: 
Murakami K, Tsujino K, Sase M, Nakata M, Ito M, Kutsunugi S. Japanese women's attitudes 

towards routine ultrasound. Nursing & Health Sciences 14(1): 95-101, 2012. 

(A) 

OD12002: 
儀間繼子, 仲村美津枝, 宮城真規子, 知念蛍, 大浦早智: 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. 沖縄の小児保健第39号別冊, 2012. 

(B) 

 
国際学会発表     

PI12001: 

Kutsunugi S, Tsujino K, Murakami K, Iino H, Takeuchi K. Nursing care for children with 

PWS and their parents. ISONG 25th Annual Conference, Philadelphia, Pennsylvania USA, 

2012. 

  

PI12002: 

Murakami K, Aoki K, Shiokawa Y, Kutsunugi S, Tsujino K. A study on fathers’involvement 

and emotional feeling in parenting toddlers. The 9th International Conference with the 

Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery. Kobe Portpia 

Hotel, 2012. 
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国内学会発表     

PD12001: 
村上京子，沓脱小枝子，辻野久美子，伊東美佐江: 青年期における育児の見通しと医療の意思

決定度．第32回日本看護科学学会学術集会東京国際フォーラム, 2012. 

  

PD12002: 
儀間繼子，辻野久美子，大嶺ふじ子，玉城陽子，國吉緑: 沖縄県における３歳児の睡眠習慣と

睡眠に対する保護者の意識．第32回日本看護科学学会学術集会東京国際フォーラム, 2012. 

  

PD12003: 

中嶋恵美子, 塚原ひとみ, 吉竹美佐子, 松岡緑, 稲垣絹代, 横川裕美子, 石川幸代, 坂井邦

子, 櫨本和代, 生野繁子, 嘉手苅英子, 宮里智子, 砂川洋子, 照屋典子, 儀間繼子, 松井聡

子, 北川明, 松浦賢長, 安酸史子: 臨地実習指導者研修会参加後の認識行動の変化-九州沖縄

看護系14大学によるケアリングCSD実践-. 第32回日本看護科学学会学術集会東京国際フォ

ーラム, 2012. 

  

 

その他の刊行物     

MD12001: 辻野久美子，村上京子，沓脱小枝子監修: おおきなねことこびとたち．コロニー出版, 2012．   

MD12002: 
辻野久美子: 平成24年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)実績報告書(研究実績報告

書), 2012. 

  

MD12003: 辻野久美子: 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書, 2012.   

MD12004: 
辻野久美子, 山口大学医学部保健学科自己点検評価委員会編集: 山口大学医学部保健学科開

設十周年記念誌, 2012. 
  

MD12005: 
志堅原理彩, 儀間繼子: 沖縄県2市における3歳児の睡眠習慣と保護者の睡眠に対する意識調

査. 平成23年度琉球大学医学部保健学科 卒業論文集 39: 145-148，2012. 
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国際地域保健学分野 
 
A. 研究課題の概要 

 

Ⅰ. 母子･国際保健（外間） 

母子･国際保健の分野では平成 24 年度も母乳栄養，育児

および島嶼国際保健に関する調査研究を継続して行った。 

母乳栄養では母乳推進の立場から下記の調査を行った。 

(1) 妊娠期の栄養摂取状況と出生体重および母乳分泌 

(2) 災害時の乳児栄養における倫理的問題 

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ることができ

た。 

海外研究調査は，原子力発電所に関する意識調査（Taipei 

Medical University）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(Yonsei 

University)，島嶼環境保健（Chinese University of Hong 

Kong）の調査研究を海外協力研究として継続して行った。 

 

Ⅱ.小児看護に関する調査 (具志堅) 

子どもの体験する不安や恐怖が，その後の情緒発達に影

響を及ぼすことが明らかとなった1950年以降から，欧米で

は小児医療の現場で積極的にプレパレーション

（Preparation）が取り入れられるようになった。プレパレ

ーションとは医療行為によって引き起こされる子どもの心

理的混乱に対し，準備や配慮をすることで，子どもや親の

対処能力を引き出すことと言われている。プレパレーショ

ンの実施段階を 5 段階で捉えると，①入院前の段階，②入

院時の段階，③検査や処置への説明の段階，④検査や処置

時に気持ちを紛らわす段階，⑤検査や処置後に気持ちを落

ち着かせる段階がある。 

調査結果から①-③段階は日常的に定着しているが④段階

はあやすだけの行為に留まり⑤段階は大学院卒の看護師の

みが実践していた。看護師のプレパレーションへの関心は

高いものの時間がないことが実践を困難にしている理由と

してあがった。米国ではCLS(Child Life Specialist)， 英

国ではHPS（Hospital Play Specialist）の名称で子どもを

心理的にサポートする専門職がある。本邦では2007年に「医

療保育専門士」，2011年に「子ども療養支援士」が発足して

いる。プレパレーションの本来の意義に基づいた成果を得

るには，それらの医療専門職の活用と定着が課題といえる。

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BI12001: Binns CW, Hokama T. Trends in the Prevalence of Low Birth Weight in Japan. Editor: 

V.R.Preedy, Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease: Springer 

Science: 1561-1571, 2012. 

(A) 

 
原   著     

OI12001: Hokama T, Binns CW. Progress in infant health in Okinawa, Japan. Asis-Pacific Journal 

of Public Health 24: 654-662, 2012. 
(A) 

OI12002: Binns CW, Lee M K, Tang L, Yu C, Hokama T. Ethical Issues in Infant feeding after 

disasters. Asis-Pacific Journal of Public Health 24: 650-653, 2012. (A) 

OD12001: 具志堅美智子, 伊佐歩希乃, 外間登美子: 臨床看護師のプレパレーションの認識と実践に関

する実態調査. 沖縄の小児保健39: 19-22, 2012. 
(B) 

 
総   説     

RI12001: Hokama T, Binns CW. Islands, Disasters, and public health. Asia-Pacific Journal of Public 

Health 24: 650-653, 2012. 
(A) 

 
国際学会発表     

PI12001: Hokama T. Trends in low birth weight, 13th WCPH, 2012, May 22、2012, Addis Ababa, Ethiopia.   
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PI12002: Hokama T, Young Moon Chae & Soo Jin Moon. International Cyber University within APACPH-A 

case report of international maternal and child health course-, The 15thA CPM, August 

24th 2012, Mongolia. 

  

PI12003: Tamashiro Y, Hokama T, Endo Y, Omine F. The relationship between breastfeeding and the 

characteristics of pregnant women. The 44th APACPH Abstract book; 294, Oct. 16 2012. 

  

PI12004: Hokama T, Tonela A. Maternal Mortality at Referral Hospital in Zambezia, Mozambique. 

The 44th APACPH Abstract book; 232, Oct. 15 2012.   

  

PI12005: Hokama T. Rural and Island Health. 2012 APACPH, October 15, 2012, Colombo, SlyLanka.   

PI12006: Hokama T, Binns CW. Progress in infant health in Okinawa: Achieving world-class results. 

2012 Taiwan Health Forum, Taipei, November15, 2012. 

  

 
国内学会発表     

PD12001: 
外間登美子: 沖縄県の母子保健ー離乳期貧血とその予防ー, 第73回沖縄小児科学会, 南風原

町, 平成24年9月9日. 

  

 
その他の刊行物     

MD12001: 實村彩，外間登美子，粟田久多佳: アロマが計算効率と自律神経に及ぼす影響. 平成23年度

琉球大学医学部保健学科 卒業論文集No.39，57-60，2012. 

  

MD13002: 新川璃乃，外間登美子: 芳香浴が計算負荷中の脳波に及ぼす影響. 平成23年度琉球大学医学

部保健学科 卒業論文集No.39，61-64，2012. 
  

MD14003: 

ソーソーシニア ニラコ ジェームズ: リベニアの都市および他の群の病院における妊産婦

死亡とその原因. 琉球大学院保健学研究科 平成23年度博士前期課程論文要旨集,15-16, 

2012. 
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地域看護学分野 

 

A.研究課題の概要 

 

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 

沖縄の文化に根ざしたヌジファ（抜霊儀礼）等に関連し

た看護援助に関する研究や，沖縄の中高年の心の健康やユ

イマールに関する研究に取り組んでいる。これらの成果は，

平成24年7月7日，8日に沖縄コンベンションセンターで

開催された第38回日本看護研究学会学術集会において「沖

縄の文化に根ざした看護研究―ユイマールからヌジファま

で―」をテーマに会長講演として発表した。学術集会には

全国各地から1,313名が参加した。 

 

2. 子どもの虐待予防に関する研究 

 子ども未来財団の調査研究事業「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」を受託し，沖縄

県，福岡県，佐賀県の保健師から保健師が支援している母

子の事例について聞き取り調査を行い，研究成果は報告書

としてまとめた。平成 22 年度に行った｢こどもの虐待にか

かわる頻度と対応に関する研究｣について，学会で発表し，

論文として投稿した。 

 

3. 保健師と母子保健推進員との協働に関する研究 

保健師と母子保健推進員との協働のあり方について研究

を行っている。平成24年は母子保健推進員を対象に行った

自記式アンケート調査の結果から，沖縄県内で活動する母

子保健推進員の活動意識について検討した結果を沖縄の小

児保健へ投稿し掲載された。また母子保健推進員とのパー

トナーシップを構築する保健師の技術について共同で質的

分析を行い，日本看護科学会誌へ投稿し掲載された。これ

らの研究成果は，沖縄県小児保健協会や那覇市母子保健推

進員協議会から認められ，母子保健推進員や母子保健関係

者を対象に講演を依頼され，講演を行った。 

 

4. 看護者のキャリア開発に関する研究 

保健師人材育成プログラムの開発に取り組み，沖縄県宮

古島市や那覇市の保健師を対象に新任者，中堅者，管理者

の3者に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，中堅看護者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。 

 

5. 新人保健師の成長に関するコホート調査研究 

保健師として必要な知識･技術を獲得する時期およびそれ

を促進させる要因を明らかにすることを目的に 5 年間のコ

ホート調査･研究「保健師が一人前に成長する過程に関する

縦断研究」を開始した。1～5年目の新人保健師等77名が調

査協力の意向を示し，第1回目の調査は86％(63名)の回収

率であった。保健師が成長していく過程について研究を継

続し，学会発表，論文発表を行う予定である。

 

 

B. 研究業績 

 

著   書     

BD12001: 
小笹美子，長弘千恵，斉藤ひさ子，外間知香子，屋比久加奈子: 保健師等が支援している母子

の事例．小笹美子(編)，1-65，国際印刷，沖縄，2012. 
(B) 

 
原   著     

OD12001: 

本田光, 當山裕子, 宇座美代子: 母子保健推進員とのパートナーシップを構築する保健師の

技術-人口6万人規模の自治体における母子保健指導の実践を通して- . 日本看護科学雑誌 

32: 12-20, 2012. 

(B) 

OD12002: 
本田光, 宇座美代子: 3歳児を持つ親の子育てと他者への信頼との関連 父親と母親の特性の

違い. 日本公衛誌 59: 315-324, 2012.  
(B) 

OD12003: 
 小笹美子，長弘千恵，斉藤ひさ子: 子ども虐待に対する保健師の支援-事例経験による検討-.

第42回日本看護学会論文集地域看護 46-49, 2012. 
(B) 
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OD12004: 
古謝安子，輿古田孝夫，豊里竹彦，小笹美子，當山裕子，宇座美代子: 火葬場のない沖縄県小
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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。 

 

2. 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。 

 

3. 統合失調症患者をかかえる家族のPTSD（Posttraumatic 

Stress Disorder）と援助希求行動に関する研究 

「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。 

 

 

B. 研究業績 
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生体代謝学分野 

 

A. 研究課題の概要 

 

(1)ガン抑制因子p53ファミリーに属するDNp73βタンパク

の機能解析（田中） 

 転写調節因子p73タンパクをコードする遺伝子は一つだ

が, 転写後のスプライシングによって, カルボキシル基末

端側の構造が異なる7種類のアイソフォームタンパク（p73

α~p73η）がつくられる。又, 遺伝子内に存在するもう一

つの転写開始点からの転写によって, アミノ基末端側に位

置する転写調節領域を欠くp73（DNp73）アイソフォームが

つくられることが知られている。p73とp53によって転写調

節される遺伝子の多くがアポトーシスや細胞周期停止に関

与する一方, DNp73は, ドミナントネガティブ的にp73や

p53の機能を妨害して細胞をアポトーシスから回避させる

ことから, p73とDNp73発現のバランス異常が、ガン化と密

接に関連するとされている。田中は, DNp73αが抗アポトー

シス因子NFκBならびにHSF (heat shock factor)の活性化

を誘導することを以前明らかにしている（Exp. Cell Res., 

Biochem. Biophys. Res. Communに報告.）。一方, 同様に転

写調節領域を欠くDNp73βに同様の機能を有するのかにつ

いては明らかではなかった事から, 本研究課題として取り

組んだ。予想に反し,  DNp73βにはDNp73α様の機能は無く, 

逆に, p73βに比較すると低いが, 有意なp53/p73様の転写

調節機能を有していた。この事実は,  p73αとp73βは, ア

ミノ基末端側の転写調節領域以外にもカルボキシル基末端

側に第二の転写調節領域を有すること,立体構造上DNp73α

では第二の転写調節領域が覆い隠されているが, カルボキ

シル基側配列が短くなっているDNp73βではその領域が顕

在化し, p53/p73様機能を発揮できるようになったのではな

いかと推察される。逆に, DNp73αで発揮されるNFκB、HSF

活性化作用は, DNp73βでは観察されなかったことから, カ

ルボキシル基 末端配列の機能が改めて確認された。 

 

(2) プリオン蛋白質（PrP）遺伝子欠損株を用いたプリオン

関連蛋白質 Shadooの発現解析（作道） 

プリオン病はプリオンと呼ばれる蛋白質からなる感染性

粒子によって引き起こされる致死性の神経変性疾患である。

プリオンの主要構成成分である異常型プリオン蛋白質（PrPS

c）は正常型プリオン蛋白質（PrPC）を異常型に変換するもの

と考えられている。プリオン蛋白質(PrP)は哺乳動物間で高

い相同性をもち， 脳に高く発現していることが知られてい

るが, その生理機能はあまりわかっていない。 これまでに

我々は, PrP機能を解析するためにPrP遺伝子欠損細胞を作

製し, 解析を行ってきた。この細胞は血清を除去した培地中

ではアポトーシスを起こすが, PrP遺伝子を導入するとアポ

トーシスが抑制された。よってPrP遺伝子はアポトーシスを

抑制する作用があると考えられた。PrPのOctapeptide repea

t region（OR）とHydrophobic region（HR）はアポトーシス

抑制に関連していると考えられており, それとN末端側が似

た構造を持つプリオン関連蛋白質として Shadoo蛋白質が

近発見された。 そこで, 本研究ではPrP発現が Shadoo蛋白

質遺伝子発現に与える影響を解析するため, PrP遺伝子欠損

細胞株を用いて, Shadoo遺伝子の発現解析を行った。PrP遺

伝子欠損細胞であるHpL3-4とそれにPrP遺伝子を導入した H

pL3-4PrP から cDNAを作製し, リアルタイムPolymerase Ch

ain Reaction（PCR）により PrP遺伝子, GAPDH遺伝子, Shad

oo蛋白質遺伝子の発現量を調べた。その結果, PrP遺伝子はH

pL3-4では発現せず, HpL3-4 PrP で発現が確認された。一方,

 GAPDH遺伝子, Shadoo蛋白質遺伝子の発現量は両細胞で有

意な違いが見られなかった。これらの結果から, PrP 遺伝子

発現はShadoo 蛋白質遺伝子発現に影響を与えないことが示

唆された。また, PrP遺伝子欠損細胞株で見られた, PrP遺伝

子発現によるアポトーシス抑制には Shadoo遺伝子の発現制

御は関与していないものと考えられた。 

 

(3) 多価荷電性粒子マグネティックビーズを用いたアデノ

ウイルス濃縮法の開発（作道） 

アデノウイルスは臨床的に様々な病態を示すウイルスとし

て知られており, 急性熱性咽頭炎, 咽頭結膜熱, 流行性角

結膜炎などの原因となる。日常検査ではイムノクロマトグラ

フィーによる迅速検査と, PCR法による型判定によって診断

が行われているが, 感度の面において完全とはいえない。そ

こで本研究では, 表面がPoly（methyl vinyl ether - malei

c anhydride）でコーティングされた多価荷電性粒子マグネ

ティックビーズを用いたアデノウイルス濃縮法を開発し, 

これら日常検査におけるアデノウイルスの検出感度を上昇

させることを目的として実験を行った。このマグネティック

ビーズについては, 我々を含む研究グループにより, イン

フルエンザウイルス, Human immunodeficiency virus（HIV）,

 Respiratory syncytial virus（RSV）, ボルナ病ウイルス

に対する吸着効果が確認されており, これらの研究を発展

させ, マグネティックビーズによるアデノウイルスの濃縮

回収を検討した。遺伝子組み換えにより増殖能を欠損させた

5型アデノウイルスAxcw2をPhosphate Buffered Saline（PBS）

で希釈したウイルス液の一部をBeforeフラクション（BF）と

して回収しておいた上で, ウイルス液を低吸着チューブ内

でマグネティックビーズと混和し, 常温で20分間インキュ

ベーションした後, チューブをマグネットフィールドに設

置してマグネティックビーズを磁石に吸着させ, 1分間静置

した後上清を捨てて0.5mlのPBSと混和, 再びマグネットフ

ィールド上に1分間静置し, この上清（SP）とビーズフラク

ション（BD）とを別々に回収した。イムノクロマトグラフィ
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ーおよびウエスタンブロット, PCR法の全てにおいて, BDお

よびBFからの検出が見られたが, SPからの検出は見られな

かった。また, ウエスタンブロットにおいては95kDaから140

kDaの間と73kDa付近に1本ずつ, 計2本のバンドが検出され

た。これらはそれぞれの分子量から, ヘキソン蛋白（100~12

0kDa）とペントン蛋白（60~80kDa）であることが想定された。

ウイルス液を段階希釈した結果5.0×104pfuでイムノクロマ

トグラフィーでは陰性化したため, この濃度のウイルス液

をビーズ処理しイムノクロマトグラフィーにかけた結果, 

陽性化がみられた。PCR法についても, サイクル数を段階的

に減少させていくと, 35サイクル目において、BDに若干の陽

性化が確認された。Image Jにてヘキソン領域のバンドを解

析した結果, BDはBFに対して高い値を示し, その値は全量

のウイルスが吸着された時を100%とした時, 73±5.7％であ

った。マグネティックビーズはアデノウイルスに対し吸着性

を示し, それによるウイルスの濃縮が有効であることが示

された。また, その際の回収率は70%であり, 低でも14倍

以上の濃縮が可能であることが示された。これにより, イム

ノクロマトグラフィーやPCRといった, 日常検査で使用され

る検査方法でのアデノウイルスの検出感度が上昇した。本方

法は, アデノウイルスの検出感度の上昇を目的として日常

検査へ応用されることが期待される。 

 

(4)ガスプラズマのプリオン病原体に対する殺菌･消毒効果

に関する研究（作道）  

  プリオン病は蛋白質性の感染因子プリオン（Prion: 

Proteinaceous infectious particle）によって引き起こさ

れる神経変性疾患で, 病原体を構成する主要成分はPrPScと

呼ばれている。プリオンは も不活化が困難な病原体に位

置づけられ, これによる二次感染を防ぐためには, プリオ

ンを確実に不活化できる滅菌処理を適切に行うことが重要

である。したがって, プリオンの不活化困難性やプリオン

病の重篤度などから医原性Creutzfeldt–Jakob disease発

生の可能性のある手術器具（脳神経外科開頭手術, 整形外

科脊髄手術, 眼科手術など）の使用時においては, 適切な

処理を行うことが必要である。しかしながら一方で, 高圧

蒸気滅菌などの既存の滅菌方法では, 医療器具や機器は処

理に耐えられないことも問題とされており,これらの機材

に対応可能な方法の研究開発が進められている。そのよう

ななか, 私たちはSI（静電誘導）サイリスタ電源を用いた

短時間高電圧パルスによりN2ガスプラズマを発生するN2ガ

スプラズマ装置BLP-TESを用いて, 細菌, ウイルス, カビ, 

芽胞に加えエンドトキシンやカビ毒などの不活化が可能で

あることを, 世界に先駆けて発見した。本研究ではこれら

の研究を発展させ, N2ガスプラズマがプリオンに与える影

響を明らかにすることを目的とした。スクレイピー

(chandler)プリオン感染マウス10%脳ホモジネートをカバ

ーガラスに滴下･風乾後, 窒素ガスプラズマ処理を行った

（1.5kpps）。得られたサンプルを水で回収し, ProteinaseK

処理後にウエスタンブロッティングで解析することで, プ

ラズマ処理によるPrPSc量の変化を調べた。その結果, PrPSc

は30minまでの窒素ガスプラズマ処理では分解していない

ことが明らかとなった。次に, プラズマ処理後のプリオン

の試験管内増殖の変化を解析した。プラズマ処理を行った

サンプルを, 正常マウス脳ホモジネートで10倍希釈を行い

超音波破砕とインキュベーションを48回行うことを１サイ

クルとして, これを3サイクルまで行った。その結果, 0min

では, 3サイクルまでPrPScのバンドが検出されたが, 15min

や30min処理では１サイクル処理後より, 著名にPrPScのバ

ンドが薄くなり, 3サイクルまでに検出されなくなった。こ

れらの結果より, 15min以上の窒素ガスプラズマ処理により, 

プリオンの試験管内増殖能は低下するものと考えられた。

本研究により, 窒素ガスプラズマ処理により15min以内に

プリオンの試験管内増殖能力は低下することが明らかとな

った。今後は, これらの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。
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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．ミトコンドリア膜結合性グルタチオン抱合酵素

(mtMGST1)の機能の解明 

 グルタチオン抱合酵素(GST)は薬物代謝第２相の解毒酵

素である。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。 近，我々はミトコンドリア内膜に膜

結合性グルタチオン抱合酵素(mtMGST1)が存在する事を確

認し，その機能について研究を行っている。 

ミトコンドリアは ATP を産生する役割の他にアポトーシ

スに関係している事が知られている。メカニズムとしては，

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)孔が開口され，膨化(swelling)，膜電位

の消失，cytochrome c の遊離を引き起こし，結果として細

胞のアポトーシスが誘導される。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(CypD)と会合し，

MPT阻害剤によりGST活性が阻害されることが明らかにされ

た。また，ミトコンドリア内膜より精製した 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。以

上のことから，mtMGST1が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，アポトーシスを制御して

いる事を示唆する。 

 

3. 亜熱帯生物資源･食材の機能性に関する研究 

 国内唯一の亜熱帯地域である沖縄は多様な生物資源に恵

まれているが，その機能性についての研究は十分とはいえ

ない。当研究室では，これまでに沖縄の薬草や食材の機能

性，特に抗酸化作用について研究を行っている。その中で，

沖縄やアジア諸国において発酵食品や天然色素の原料とし

て古来より利用されている紅麹菌は種々の生理活性物質を

産生している。我々は紅麹菌から抗菌物質や抗酸化作用を

有する成分ジメルミ酸（Dimerumic acid: DMA）を分離した。

特にDMAが肝障害抑制作用を有する事を明らかにし，さら

にミトコンドリア機能との関連性について注目した。ラッ

ト肝から単離したミトコンドリアに対し，DMAは酸化剤によ

り誘導されるMPT（膨化反応）やカルシウムの流出を抑える

ことを確認した。一方，アセトアミノフェン（AAP）を用い

て肝障害を起こさせたマウスにおいて，DMAが肝障害マーカ

ーであるアラニンアミノトランスフェラーゼを軽減させ，

カルシウムの負荷によるミトコンドリアの膨化反応を有意

に抑制させた。また，DMAはミトコンドリアからの活性酸素

種であるヒドロキシルラジカルを消去する事も確認された。

以上のことから，DMAはミトコンドリアを介する酸化ストレ

ス性肝障害に対する保護効果があることを示唆する。
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崎市, 2012.3.26-29. 日細菌誌: 2012.  
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形態病理学分野 

 

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マウス胚線維芽細胞に発

現させ，EBVとHPV重複感染による腫瘍発生の検討を行った。

ウイルス遺伝子を単独で発現させると形質転換は起こらな

いが，EBVとHPV遺伝子を共発現させると形質転換が誘導さ

れた。単独ウイルス遺伝子の発現はDNA damageを起こし，

DNA damage response (DDR)が誘導される。しかしEBVとHPV

遺伝子共発現ではDNA damageは発生するがDDRは誘導され

ておらず，DDRの破綻が形質転換に関与すると考えられた。

今後はEBVとHPV二重感染による形質転換についてヒト初

代培養細胞を用いて検討を進める。 

 

2. 沖縄県のHHV-8感染とカポジ肉腫の発生について(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

は古典型型K1に比べて細胞増殖能が高く，アポトーシスへ

の抵抗性も強く，in vitroの検討では生物学的活性に差が

みられる。さらにヌードマウスへ古典型K1あるいはAIDS

関連型K1発現細胞を接種すると腫瘍形成能に差が見られた。

今後は古典型K1とAIDS関連型K1の形質転換能の違いを明

らかにするため，形質転換に関わるシグナル伝達を検討す

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

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（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細胞を過酸化酸素水や懸濁培養によって分

化誘導し，それぞれ中･内胚葉系幹細胞(HP細胞)と外･中胚

葉系幹細胞(HD細胞)を作製した。ES細胞と前記の幹細胞に

Taxを発現させ，増殖能やアポトーシスへの抵抗性を検討し

たところ，予想に反してTaxを発現する幹細胞はTax発現

ES細胞より増殖能が高く，アポトーシスへの抵抗性を示し

た。ウイルス発現による様々な形質の変化は細胞の分化段

階により異なる事が示された。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) 
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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

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 

 

症 例 報 告     

CD12001: 

仲西貴也, 大城真理子, 又吉宣, 増田昌人, 金城貴夫, 荒川文子, 高野（清水）桂, 新野大介, 

大島孝一, 加藤誠也: CD3+ CD4+ CD8- TIA-1陽性の免疫学的表現型を示したLennertリンパ

腫の一例. 診断病理 29: 71-75,  2012. 

(B) 

 
国内学会発表     

PD12001: 
島袋哲也, 玉那覇歩未, 北村文太, 金城貴夫: HPVとEBV二重感染モデルによる形質転換の検

討．第101回日本病理学会総会,  東京,  2012.4.26． 

  

PD12002: 
玉那覇歩未, 島袋哲也, 北村文太, 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101回日本病理学会総会, 東京, 2012.4.28． 

  

PD12003: 
林昭伸, 金城貴夫, 都築豊徳, 小林則豪, 青山肇, 松崎晶子, 齊尾征直, 吉見直己: 

Rhabdoid featureを伴う膀胱癌の一例．第101回日本病理学会総会, 東京, 2012.4.26． 
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病原体検査学分野 

 

A. 研究課題の概要 

 

１．大腸がん発症に関与するヒト腸管内細菌の探索と腸管

常在菌による胆汁酸代謝の解明（高嶺） 

近年，わが国において大腸がんを含む大腸疾病が増加し

ており，大きな健康問題となっている。大腸がんの主要な

要因として高脂肪，高カロリー，低食物繊維の欧米型食生

活が挙げられている。大腸がん発症の代表的機序の一つは，

大腸内へ排泄される胆汁酸の増加によるものであり，特に，

高脂肪食は胆汁酸の排泄を増加させることにより大腸がん

を誘発すると考えられている。腸内に排泄された一次胆汁

酸は，腸内細菌の持つ酵素により二次胆汁酸に変換される。

二次胆汁酸の中には大腸がんプロモーター活性や胆石形成

能をもつもの，胆石溶解剤として作用するもの，シグナル

分子として働くものなどがあり，宿主の健康と深く関わっ

ていることが知られている。一方，腸管には糞便1gあたり

1012 の細菌が生息しているが，その多くは嫌気性菌であり

培養が難しく，二次胆汁酸生成菌についても未だ詳細は不

明である。そこで，当研究室では，二次胆汁酸生成菌を明

らかにすべく探索を行うとともに腸管内細菌による胆汁酸

変換機構を明らかにする目的で研究を行っている。 

本年度はヒト腸内常在菌によるコール酸の 5α⁻異性体で

あるアロコール酸の代謝を明らかにする目的でコール酸と

アロコール酸を用いて検討を行った。アロコール酸はヒト

ではマイナーな胆汁酸であるが，その 7α⁻脱水酸化産物の

アロデオキシコール酸は胆石形成作用がデオキシコール酸

よりも強いことがウサギにおいて報告されている。多くの

ヒト腸管内常在菌はアロコール酸を脱水素化するが 7α-脱

水酸化活性を有せず，わずか 2 種の菌種みがアロコール酸

とコール酸を 7α⁻脱水酸化でき，4 種の菌種はコール酸の

みを7α-脱水酸化できることを確認した。 

２．発酵モズクの健康食品素材としての開発―腸内細菌叢

への影響（高嶺） 

 本年度は沖縄産モズクを 3 種の麹菌で発酵させ，発酵

モズクの腸内細菌叢構成菌種及び食中毒菌に及ぼす影響を

下記の項目についてin vitroで検討した。 

 

３．沖縄県内の環境中のAeromonas 属菌の分布と病原因子

に関する研究（宮城） 

◎Aeromonas 属菌は河川，湖沼，沿岸部等に生息する水系

細菌である。本菌の分類は複雑で現在31遺伝種に分類され

ており，その内の約10菌種がヒトに腸管内感染症および敗

血症，創傷感染症，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。沖縄県においても重篤な

Aeromonas 感染例が報告されているが，本県における

Aeromonas 属菌の環境調査は十分とは言えないため現在の

細分化された分類に対応した調査が必要である。そこで，

当研究室ではAeromonas 属菌について，環境中の本菌属の

分布と病原因子に関する調査研究を実施している。これま

で，ダム，湧き水，井戸水等からAeromonas 属菌の分離を

行い，既知の報告と同様に沖縄県の水系にもAeromonas 属

菌が生息している状況を明らかにした。また，沖縄県は多

くの家庭が渇水対策のために屋上に貯水タンクを設置して

いるが，塩素濃度の低下や定期的清掃の未実施等により，

衛生的な利用がなされているかどうか危惧される。そのた

め，貯水槽水道水のAeromonas 属菌及びその他水系細菌の

汚染状況についても調査を実施した。

 

 

B. 研究業績 

 

国内学会発表     

PD12001: 
高嶺房枝: ヒト糞便由来胆汁酸7α-脱水酸化菌の性状及び胆汁酸変換. 第85回日本細菌学会

総会, 長崎, 日本細菌学会誌 67: 139, 2012. 

  

PD12002: 

高嶺房枝: ヒト糞便分離株によるコール酸およびアロコール酸の7α-脱水酸化反応. 第65回

日本細菌学九州支部総会, 第49回日本ウイルス学会九州支部総会, 沖縄, プログラムおよび

抄録 35, 2012. 

  

 
 
その他の刊行物     
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MI12001: 
石原美紀, 大城郁子, 高嶺房枝: 腸管内細菌によるアロコール酸の代謝について. 琉球大学

医学部保健学科卒業研究論文集, 40: 189-192, 2012. 

  

 
その他・   

教育講演 

    

D12001: 
高嶺房枝: ヒト糞便細菌による胆汁酸代謝 －胆汁酸7α-脱水酸化菌およびの7α-脱水酸化

機構－. 第21回日本小児胆汁酸研究会 プログラム･講演要旨集 20-21, 東京, 2012.   
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生理機能検査学分野 

 

A．研究課題の概要 

 

A12001: 幼児の土踏まず形成に対する身体活動の影響 

幼児の足裏撮影による足長，足幅，土踏まず，浮 

き指等の分析･評価を行い，足の発達に及ぼす身 

体活動の影響を評価 

 

A12002: ミニトランポリン運動のエネルギー消費に関す 

る研究 

直径90ｃｍ弱の小さなトランポリンのマット上 

で各種運動を行った際のエネルギー消費を測定 

し，床での運動と比較検討する。 

 

A12003: 裸足ランニングの運動学的特徴および影響に関 

する研究 

裸足ランニングの運動学的動作解析を行い，シュ 

ーズランニングとの違いを検討し，裸足ランニン 

グ継続による影響を調べる。

 

 

B. 研究業績 
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血液免疫検査学分野 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 沖 縄 県 に お け る aggressive ATL(adult T-cell 

leukemia-lymphoma)の臨床病態の解明および効果的治療法

の開発 

 本研究課題は，沖縄県のaggressive ATLの臨床像，治療

の実態を明らかにすることにより，沖縄県の ATL の治療成

績向上を目指すものである。沖縄県内で血液内科を有する7

病院において 2002〜2011 年に発症した aggressive ATL に

ついて後方視的解析を行い，沖縄県特有の臨床病態，治療

成績を明らかにする。また沖縄県で施行された同種造血幹

細胞移植症例について治療成績を明らかにするとともに，

移植後長期生存例について分子生物学的解析を行い，生体

内動態を明らかにする。さらに 近発表された 2 つの予後

予測モデルについて沖縄県の症例を用いて検証する。 

 さらに初発aggressive ATLについて，有用な微小残存病

変(MRD)検出法を確立するため，治療反応性を反映すると思

われるHTLV-I プロウイルス DNA 定量，細胞表面マーカー，

HTLV-I 中和抗体価などを経時的に測定し臨床経過と比較す

ることにより，MRD検出法としての有用性を検討する。また

aggressive ATL に対するより有効な治療法の開発を目的と

して，モガムリズマブ併用化学療法の臨床試験を行うとと

もに，治療によるウイルス学的生体内動態の解明も目指す。

先の MRD 検出法に関する臨床研究，およびモガムリズマブ

併用化学療法に関する臨床研究で得た検体の一部は保存し，

将来の有用な分子生物学的マーカーを見出すための研究に

生かされる。 

 

2.ATL 患者/HTLV-Ⅰキャリアからの末梢血液細胞と血清バ

ンクの立ち上げと運営 

 ATL対策の推進には，詳細なATL臨床情報と共に，患者の

末梢血液単核球･血清など臨床検体の経時的な収集と保存

が必要不可欠である。本課題では臨床研究倫理審査委員会

にて承認された同意書を用いて患者からの同意取得の下に

検体を採取し，保存するバンク体制の確立を行う。これら

の臨床検体は，専門的なウイルス･免疫学的解析を行うため

のリソースとなり，ATL の新規治療法･発症予防法の開発に

資することが期待される。 

 平成24年度は，本研究を琉球大学臨床研究倫理審査委員

会に申請･承認され，ATL 患者の血液細胞と血漿保存が開始

された。琉大病院を含め他の関係病院の協力も得て，引き

続きできるだけ多くの試料を採集し，バンク作りの充実に

努める。 

 

3.indolent ATLに対する効果的治療法の開発 

 欧米においてindolent ATLに対して高い有効性が報告さ

れているアザシチジンとインターフェロンの併用療法につ

いて，臨床試験を立案し，多施設共同臨床試験を行う。本

研究は Japan Clinical Oncology Group (JCOG)臨床試験と

して遂行される。また先進医療 B 申請し，医師主導で行わ

れ，本研究の成果を用いて保険承認を目指す。 

 

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。

 

 

B. 研究業績 

 

原   著     

OI12001: 

Kuba-Miyara M, Agarie K, Sakima R, Imamura S, Tsuha K, Yasumoto T, Gima S, Matsuzaki 

G, Ikehara T. Inhibitory effects of an ellagic acid glucoside, okicamelliaside, on 

antigen-mediated degranulation in rat basophilic leukemia RBL-2H3 cells and passive 

cutaneous anaphylaxis reaction in mice. Int Immunopharmacol 12: 675-681, 2012. 

(B) 
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症例報告   

CI12001: 

Itonaga H, Tsushima H, Hata T, Matsuo E, Imanishi D, Imaizumi Y, Kawaguchi Y, Fukushima 

T, Doi Y, Mori S, Kamihira S, Tomonaga M, Miyazaki Y. Successful treatment of a chronic 

phase T-315I-mutated chronic myelogenous leukeimia patient with a combination of 

imatinib and interferon-alfa. Int J Hematol 95: 209-213, 2012. 

(B) 

 
総   説     

RI12001: 
Kuba-Miyara M, Yasuda M. Bioorganic compounds produced by the Fungus Monascus and their 

use in health sciences and medicine. Mini-Rev Org Chem 9: 11-19, 2012. 

(B) 

RI12002: 
Yasuda M, Tachibana S, Kuba-Miyara M. Biochemical aspects of red koji and tofuyo prepared 

using Monascus fungi. Appl Microbiol Biotechnol 96: 49-60, 2012. 

(B) 

 
国際学会発表   

PI12001: 

Kusumoto S, Tanaka Y, Suzuki R, Watanabe T, Nakata M, Takasaki H, Fukushima N, Fukushima 

T, Moriuchi Y, Itoh K, Nosaka K, Choi I, Sawa M, Okamoto R, Tsujimura H, Uchida T, Suzuki 

S, Okamoto M, Takahashi T, Sugiura I, Onishi Y, Kohri M, Yoshida S, Sakai R, Kojima M, 

Takahashi H, Tomita A, Maruyama D, Atsuta Y, Tanaka E, Suzuki T, Kinoshita T, Ogura M, 

Mizokami M, Ueda R. Prospective nationwide observational study of hepatitis B virus (HBV) 

DNA monitoring and preemptive antiviral therapy for HBV reactivation in containing 

chemotherapy: results of interim analysis. 54th Annual Meeting of the American Society 

of Hematology, 2012. 

  

 
国内学会発表   

PD12001: 

Moriuchi Y, Fukushima T, Nomura S, Shimoyama M, Utsunomiya A, Shibata T, Tamura K, 

Ishitsuka K, Yoshida S, Uike N, Hata H, Kawano F, Fukushima N, Uozumi K, Masuda M, Yamada 

Y, Kaba H, Watanabe Y, Fukuda H, Hotta T, Tobinai K, Tsukasaki K. An ancillary study 

for aggressive ATL by the Japan Clinical Oncology Group, JCOG0902A. 第74回日本血液

学会学術集会, 京都, 2012年10月21日. 

  

PD12002: 

Taguchi M, Taguchi J, Sasaki D, Kato T, Hourai M, Itonaga H, Imaizumi Y, Imanishi D, 

Tsushima H, Hata T, Fukushima T, Tsukasaki K, Kamihira S, Miyazaki Y. Proliferation of 

donor-derived HTLV-1 infected cells in an ATL patient after allogeneic PBSCT. 第74

回日本血液学会学術集会, 京都, 2012年10月19日. 
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附属病院実験実習機器センター 

 

A. 研究課題の概要 

 

1. 医療情報に関する研究（江口幸典） 

 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行っている。  本システムは, 訪

問看護師が訪問先で容易に個人差が無く入力出来るよう看

護標準用語データベースを収容し基本的に選択する事で入

力出来るシステムで, 平成24年度中に基本システムの構築

を行った。さらに平成25年度中には実際に訪問看護ステー

ションで試用してもらい, 更なる完成度を目指している。 

 

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。 

 

3.  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。 

 

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） 

 

 

科学研究費 

１．江口幸典(代表)  挑戦的萌芽 3640千円 

 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

システムの開発 

 

 

B. 研究業績 
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附属動物実験施設 

 

A. 研究課題の概要 

 

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血球の変

形能について基礎的な検討を行っている。 

 

2.生殖工学技術に関する研究 

 平成24年9月より生殖工学研究支援業務（胚･精子凍結，凍

結胚･精子からの個体作出）を始めた。この業務に必要な技

術について情報収集と研鑽に務めている。 

 

3. 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。

 

 

B. 研究業績 

 

国際学会発表     

PI12001: 

Nishijima S, Sugaya K, Kadekawa K, Ashitomi K, Ueda T, Yamamoto H. Mechanism  

of urinary frequency caused by noradrenalin injection into the medial frontal  

lobe in rats. 42th Annual meeting of the International Continence Society, Beijing, 

October 2012. 

  

PI12002: 

Kadekawa K, Nishijima S, Ashitomi K, Ueda T, Yamamoto H, Sugaya K. Effects  

of alpha1D/A-adrenoceptor antagonist on urinary bladder in spinal cord  

injured rats. 42th Annual meeting of the International Continence Society, Beijing, 

October 2012. 
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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) 6,110 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) 900 アイヌ民族文化の形成過程の解明に向けた総合的研究

石田 肇(分担) 基盤研究(A) 300 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 50 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 

代表 高山千利 基盤研究C 1,690 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） 2,500 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 新学術領域研究 3,600 代謝変化によるeEF1BδLの転写活性御機構の解明 

砂川昌範 基盤研究（C) 500 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) 1300

（内間接経費

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) 1,690 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 

仲嶺三代美 若手研究(B) 2,340 神経細胞におけるErbB4受容体の切断機構の解明 

等々力英美 基盤研究(B) 3,640 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 

宮崎哲次 基盤研究(C) 910 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 

井濱容子 若手研究(B) 400 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） 新学術領域研究事業 6,500 がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動(HTLV-I) 

成富研二 基盤研究（Ｃ） 1,430 奇形症候群診断補助プログラムと遺伝子解析ＨＲＭ法
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との融合によるパーソナル診断 

小川 和彦 基盤研究（C） 130 中咽頭癌の放射線治療効果予測における低酸素状態に

関する遺伝子群の意義 

苅谷 研一 基盤研究（C) 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 

加藤誠也 基盤研究(C)  2,600 血管平滑筋細胞の多彩な形質転換を制御するリゾフォ

スファチジン酸シグナリングの解析 

松本裕文 基盤研究(C)  1,430 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 

大屋 祐輔 基盤研究（C） 1,594 沖縄野菜を多様する食事による血圧等の健康指標改善

とその持続に関する無作為割付研究 

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） 416 高血圧の中枢性機序における骨髄由来細胞の役割の検

討 

井関 邦敏 基盤研究（C） 650
地域(沖縄県浦添)における慢性腎臓病患者診療の実態:

自然歴, 治療経過に関する研究 

又吉 哲太郎 若手研究（B) 650 ビタミン K 高含有沖縄野菜の摂取制限がワルファリン

の薬効に与える影響の調査 

村山貞之 基盤研究(C) 2,470 フェーズコントラストシネ MRI による肺高血圧症の治

療効果評価法の開発 

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の確立と適応

決定に関する研究 

與儀彰(分担) 挑戦的萌芽研究 400 ヒト発声器官の三次元形状解析技術の確立 

仲宗根 勇 奨 励 研 究 （ 課 題 番 号

24931028） 

500 グラム陽性球菌バンコマイシン耐容株の解析と抗菌薬

治療レジメの提案 

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 

野口克彦 基盤研究（C） 1,300
ジヒドロビオプテリンによる内皮機能障害機序の解明

と病態生理学的意義の評価 

坂梨まゆ子 基盤研究（C） 900
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 

國吉 幸男 基板研究（C) 1,300 術中発症脳梗塞の迅速診断法の開発 

垣花学 基盤研究 (B)  4,200 マウス遅発性脊髄傷害への硫化水素吸入の治療効果 
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須加原一博 基盤研究 (B)  7,020 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 

斎川仁子 基盤研究 (C) 1,040 虚血性脊髄傷害に対するエピゲネティック的治療戦略

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 

照屋孝二 基盤研究 (C) 2,340 敗血症における硫化水素吸入による治療効果に関する

研究ー分子細胞学的検討ー 

久保田陽秋 若手研究 (B) 1,300 脳梗塞における NO 合成酵素系の役割の解明と次世代治

療戦略の確立 

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ー初代神経細胞

での検討 

益崎裕章（代表） 基盤研究（C) 2,080 高脂肪食に対する嗜好性に関わる視床下部･脳内メカニ

ズムの解明と医学応用 

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) 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 

益崎裕章（分担） 基盤研究（C) 100 若齢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 

益崎裕章（分担） 基盤研究（C) 300 肥満に伴う血管内皮機能障害の新規メカニズム解明と

臨床的検証 

屋比久浩市（代表） 基盤研究（C) 910 若齢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 

山川研（代表） 基盤研究（C) 2,080 肥満に伴う血管内皮機能障害の新規メカニズム解明と

臨床的検証 

高橋健造 基盤研究（C) 2,470
沖縄に多発する頭部血管肉腫の発症に関する病因ウイ

ルス•外来遺伝子断片の探索 

平良清人 若手研究（B) 1,560
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) 260 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) 1,040 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 

木村太一 基盤研究（C） 1,690 尿路上皮癌の新規尿中マーカー80KDa糖蛋白の臨床的意
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義と生物学的役割 

宮里実 萌芽 2,600 加齢にともなう排尿障害への早期薬物リハビリテーシ

ョン介入 

普天間朝上 基盤研究（C) 650 屈筋腱縫合後早期運動療法に対する基礎的研究 

岸本幸明 基盤研究（C) 10 抹消動脈疾患の包括的テーラーメイドリハビリテーシ

ョンの確立 

鈴木 幹男 基盤研究(C) 1,560 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 

真栄田 裕行 基盤研究(C) 650 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) 780 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) 1,950 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) 1,040 脳機能画像を用いた痙攣性発声障害の病態解明 

又吉 宣 若手研究(B) 2,210 頭頸部扁平上皮癌におけるリゾフォスファチジン酸経

路: 新規非EDG型受容体の意義 

砂川 元 基盤研究C 4,300 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 

喜名 振一郎 若手研究B 3,400 癌治療後に誘起される後発転移活性化機構の解明 

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 挑戦的萌芽研究 1,950 細菌感染によって誘導される活性化カスパーゼ-1 を可

視化する 

鈴木 敏彦 基盤研究(B) 5,980 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) 780 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) 2,210 病原性レプトスピラの宿主細胞への侵入機構 

小泉 由起子 特別研究員奨励費 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 

苅谷研一 基盤研究(C) 1,560 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) 1,560 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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藤田次郎 補助金 2,300 医学部･大学病院の教育･研究活性化及び地域･僻地医療

技術支援人材の確保 

植田真一郎 
文部省科学研究費補助金一

般研究C 
2,990

心血管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 

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 

加藤誠也 基盤研究(C)  2,600 血管平滑筋細胞の多彩な形質転換を制御するリゾフォ

スファチジン酸シグナリングの解析 

松本裕文 基盤研究(C)  1,430 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 

井関 邦敏 基盤研究 C 650
地域(沖縄県浦添)における慢性腎臓病患者診療の実態:

自然歴, 治療経過に関する研究 

垣花 シゲ 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

2,080 発展途上国における多施設参画型院内感染対策ネット

ワークシステムの構築 

垣花 シゲ（分担） 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

50 開発途上国における日本型助産技術研修の継続的開催

および受講者情報システム構築 

眞榮城 千夏子（分担）科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

250 発展途上国における多施設参画型院内感染対策ネット

ワークシステムの構築 

高倉実 基盤研究(B) 3,250 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 

松浦 賢長(福岡県立大

学） 

基盤研究(A) 1,000 「卒後 1 年目看護師の定着率向上を目的とした広域包

括支援プログラムの開発」 

古謝 安子 基盤研究（C) 1,000 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 

古謝 安子(分担者） 基盤研究（B)  50 「山口県遺伝看護卒後教育推進プロジェクト」構築に関

する実践的研究 

國吉 緑 基盤研究(C)  1,170 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 

東恩納 美樹 若手研究(B) 910 簡易転倒転落アセスメントツールの開発 

大嶺ふじ子 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

1,450 開発途上国における日本型助産技術研修の継続的開催

および受講者情報システム構築 

遠藤由美子 科学研究費補助金 基盤研 1,000 孫育て世代に対する包括的な健康支援の検討-孫育てに
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究（C) かかわる心身の負担の検討- 

遠藤由美子（分担） 科学研究費補助金 基盤研

究（B) 

250 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 

遠藤由美子（分担） 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

50 開発途上国における日本型助産技術研修の継続的開催

および受講者情報システム構築 

玉城陽子(分担) 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

50 開発途上国における日本型助産技術研修の継続的開催

および受講者情報システム構築 

辻野久美子 科学研究費補助金 基盤研

究（B) 

16900

(H20-24)

｢山口県遺伝看護卒後教育推進プロジェクト｣構築に関

する実践的研究 

辻野久美子(分担) 科学研究費補助金 基盤研

究（B) 

13600

(H21-24)

遺伝的疾患を対象とした看護実践能力向上プロジェク

ト 

辻野久美子(分担) 科学研究費補助金 基盤研

究（C) 

4160

(H22-25)

周産期看護職の遺伝看護スキルアップ･モデル高年妊娠

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 

宇座美代子(分担） 基盤研究(A） 130 卒後 1 年目看護師の定着率向上を目的とした広域包括

支援プログラムの開発研究 

與古田孝夫 基盤研究(C) 2,210 地域高齢者のスピリチュアリティとその影響要因およ

び生きがい感に関する調査研究 

豊里竹彦 若手研究(B) 1,170 地域住民の心身の健康とソーシャル･キャピタルとの関

連及び地域支援介入モデルの構築 

田中 康春 基盤研究（C)  200 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誘導 

作道 章一 新学術領域研究 3,900 プラズマとプリオン病原体のナノ粒子･構造体相互作用

作道 章一 若手研究（B) 1,820 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 

作道 章一(分担) 挑戦的萌芽研究 500 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 

中尾浩史 科学研究費補助金 (基盤研

究(C)) 

650 腸炎ビブリオの鉄獲得機構･シデロフォア受容体に対す

る研究 

今泉直樹 科学研究費補助金 (若手研

究(B)) 

1,430 酸化ストレス性ミトコンドリア障害に対するグルタチ

オントランスフェラーゼの役割 

福島卓也 基盤研究(B) 650 ATLに対する同種造血幹細胞移植後抗腫瘍効果と抗ウイ

ルス効果の実態解明 
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宮良恵美 若手研究(B) 2,730 沖縄伝統食材｢田芋｣の疾病予防･健康増進作用 

江口幸典（代表） 挑戦的萌芽 3,640 入力支援に看護標準用語データベースを用いた訪問看

護システムの開発 

 
 
2. 厚生労働省からの受託研究 
 

研究代表者 研究事業 助成金額(千円) 研 究 課 題 

石田 肇 厚生労働省 社会・援護局 766 沖縄戦没者遺骨収集に伴う遺骨の鑑定 

野中大輔（分担） 国際医療研究開発費 2,500
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 

主任研究者近藤克則

(分担研究者：等々力英

美) 

平成22年度厚生労働科学研

究費補助金（長寿科学総合研

究事業）指定研究 

100 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  H22-長寿-指定-008 

田中勇悦 新型インフルエンザ等新

興・再興感染症研究事業 

28,005 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 の潜伏･再活性化および慢性的免疫活性化を左右す

る細胞因子･免疫応答の解明とその制御 

齊 藤 峰 輝 ( 高 橋 良

明)(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 

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 難病･がん等の疾患分野の医

療の実用化研究事業 

23,000 地域蓄積･収集した稀少疾患の系統的原因究明 

吉見 直己 琉球大学 21,576 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 H23-化学-指定-007 

千葉俊明(分担) 難治性疾患克服研究事業 2,500 中性脂肪蓄積心筋血管症に対する中鎖脂肪酸を含有す

る医薬品の開発 

山縣 邦弘 井関 邦敏 400

かかりつけ医/非腎臓専門医と腎臓専門医の協力を促進

する慢性腎臓病患者の重症化予防のための診療システ

ムの有用性を検討する研究  

渡辺 毅   井関 邦敏 700

特定健康診査による個人リスク評価に基づく,保健指導

と連結した効果的な慢性腎臓病(CKD)地域医療連携シス

テムの制度設計 

戸板孝文(分担) 第3次対がん臨床研究事業 250 がんの診療科データベースとJapanese National Cancer
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Database(JNCDB)の構築と運用 

戸板孝文(分担) 第3次対がん臨床研究事業 200 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) がん臨床研究事業 1,000 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 

戸板孝文(分担) がん研究助成金指定研究 300 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 難治性疾患克服研究事業 400 Budd-Chiari syndromeの治療法に関する研究 

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 

1,500 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

法の有効性および安全性に関する研究  

長谷川 泰久 厚生労働科学研究費補助金

（がん臨床研究事業） 

600 N0 口腔癌における選択的頸部郭清術とセンチネルリン

パ節ナビゲーション手術の無作為化比較試験 

藤田次郎（分担） 難治性疾患克服研究事業 1,000 HTLV-1 感染に関連する非 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 沖縄県における薬剤耐性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｣ 

2,000 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 感染症対策特別事業 12,478 肝炎対策 

植田真一郎 
循環器疾患・糖尿病等生活習

慣病対策綜合研究 
8,720

ハイリスク糖尿病患者における糖尿病薬血糖管理と大

血管障害発症に関する Comparative Effectiveness

Research 

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

法の有効性および安全性に関する研究  

千葉俊明(分担) 難治性疾患克服研究事業 2,500 中性脂肪蓄積心筋血管症に対する中鎖脂肪酸を含有す

る医薬品の開発 
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山縣 邦弘 井関 邦敏 400

かかりつけ医/非腎臓専門医と腎臓専門医の協力を促進

する慢性腎臓病患者の重症化予防のための診療システ

ムの有用性を検討する研究  

渡辺 毅   井関 邦敏 700

特定健康診査による個人リスク評価に基づく, 保健指

導と連結した効果的な慢性腎臓病(CKD)地域医療連携シ

ステムの制度設計 

増田 昌人(分担) がん研究開発費 500 がん対策とその推進に資する国立がん研究センターの

新たな機能のあり方に関する研究 

増田 昌人(分担) 厚生労働省 

(厚生労働省科学研究費補助

金） 

200 地域におけるがん対策の推進と患者支援に資する介入

モデルの作成に関する研究 

増田 昌人(分担) 厚生労働省 

(厚生労働省科学研究費補助

金） 

400 院内がん登録の標準化と普及に関する研究 

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  

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 

福島卓也(分担) 国立がん研究センター東病

院 

1,200 成人 T 細胞白血病リンパ腫に対するインターフェロン

αとジドブジン併用療法の有用性の検証 

宮良恵美(分担) 長崎大学 3,000 食品中の毒素産生微生物及び試験法に関する研究 

 

 
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 助成金額(千円) 研 究 課 題 

石田 肇 国立大学法人北海道大学 3,100 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 

岡部明仁 琉球大学 1,000 乳幼児突然死症候群の病因探索:Cl-トランスポーター

が調節する呼吸リズムのメカニズム  

清水千草 琉球大学後援財団 500 延髄及び脊髄の発達過程における CI-トランスポーター

KCC2の役割 

高山千利 一般財団法人 

南西地域産業活性化センタ

ー 

3,276 沖縄県知的･産業クラスター形成推進事業 

生活習慣病を予防･改善する沖縄県産高機能米開発 

山本秀幸 サザンナイトラボラトリー 420 下部尿路機能障害に関する基礎研究 
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有限責任事業組合 

田中勇悦 沖縄感染症医療研究ネット

ワーク基盤構築事業 

13,200 ATL の予防･治療を目的とした研究検査薬，臨床診断技

術ならびに新規医薬品の開発基盤形成,および沖縄県独

自のATL研究拠点の構築 

要 匡 国立遺伝学研究所（共同研

究） 

190 次世代シーケンサを利用した，パーソナルゲノム解析に

基づくヒト遺伝性疾患の原因解明 

小川 和彦 文部科学省 3,000 琉球大学概算要求･特別研究費 「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」 

村山 貞之 沖縄県 30,281 遠隔読影及び循環器検査支援システム整備事業 

大屋 祐輔 沖縄県 22,324 健康行動実践モデル実証事業 

聖マリアンナ医科大

学 

山野 嘉久 

渡嘉敷 崇 390
HTLV-1関連脊髄症（HAM）の新規医薬品開発に関する研

究 

獨協医科大学 

安 隆則 
大屋 祐輔 50

末梢動脈疾患の包括的テーラーメイドリハビリテーシ

ョンの確率 

獨協医科大学 

安 隆則 
石田 明夫 1

末梢動脈疾患の包括的テーラーメイドリハビリテーシ

ョンの確率 

獨協医科大学 

安 隆則 
伊敷 哲也 1

末梢動脈疾患の包括的テーラーメイドリハビリテーシ

ョンの確率 

村山貞之 琉球大学 特別経費 12,000 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 

戸板孝文 琉球大学 中期計画達成プ

ロジェクト経費 

7,340 沖縄県におけるがん臨床研究･治験推進プログラム 

戸板孝文 琉球大学 中期計画達成プ

ロジェクト経費 

1,295 九州がんプロフェッショナル養成プラン-学生支援事業

- 

益崎裕章 文部科学省特別経費 5,530
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 

筒井正人 
琉球大学中期計画達成プロ

ジェクト経費 
1,000

創薬に有用な世界初の自然発症 急性心筋梗塞モデルの

開発 

橋本信夫 循環器病研究開発事業 1,000 感染性疾患における大動脈外科治療の検討 

益崎裕章（代表） 文部科学省特別研究経費 33,200 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（代表） (財)沖縄科学技術振興セン 22,050 健康長寿改善の技術開発のための有効成分の経皮吸収
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ター研究助成 等の新手法を利用したメタボロミックな基盤的研究 

友寄毅昭（分担） (財)沖縄科学技術振興セン

ター研究助成 

5,052 沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事業「ATLの

予防･治療を目的として研究検査薬，臨床診断技術なら

びに新規医薬品の開発基盤形成，および沖縄県独自の

ATL拠点の構築」 

眞鳥繁隆 琉球大学研究プロジェクト

支援事業（若手研究者支援）

1,000 新規融合遺伝子の発見を経緯とした隆起性皮膚線維肉

腫の腫瘍化プロセスの理解 

林健太郎 琉球大学後援財団教育研究

奨励事業 

500 マイクロRNA発現の違いを基にした、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

鑑別アルゴリズムの開発 

青木陽一 

   （代表） 

公益財団法人喫煙科学研究

財団 

2,000 子宮頸部発癌における喫煙の関与とそのしくみ HPV 胞

への喫煙関連物質の作用 

青木陽一 

   （分担） 

公益剤第法人国際科学振興

財団 

353 思春期女性への HPV ワクチン公費助成開始後における

子宮頸癌の HPV16/18 陽性割合の推移に関する長期疫学

研究 

當銘保則 琉球大学 1,000 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 

鈴木 敏彦 沖縄県 5,250 沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事業におけ

る｢沖縄県における感染症防御を目的とした次世代ゲノ

ム解析技術による迅速診断方法の開発並びに対策拠点

の形成｣の分担課題｢ゲノム解析によるレプトスピラ高

病原性･低病原性株変異遺伝子の解明｣ 

杉本 潤 

平成24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
新規細胞融合抑制タンパク･サプレ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 沖縄県 8,270 沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事業 

藤田次郎 沖縄県 690 沖縄県エイズ治療拠点病院研究研修委託事業 

健山正男 エイズ予防財団 800 HIV感染者等保健福祉相談事業 

健山正男 エイズ予防財団 80 エイズ患者の住宅医療･介護の環境整備事業 

青木陽一 

   （代表） 

公益財団法人喫煙科学研究

財団 

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 

青木陽一 

   （分担） 

公益剤第法人国際科学振興

財団 

353 思春期女性への HPV ワクチン公費助成開始後における

子宮頸癌の HPV16/18 陽性割合の推移に関する長期疫学

研究 
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増田 昌人 沖縄県 11,000 がん医療連携体制推進事業 

増田 昌人 沖縄県 5,500 がん医療の質の向上センターの設置事業 

増田 昌人 沖縄県 3,100 地域の療養情報おきなわがんサポートハンドブック作

成事業 

増田 昌人 公益財団法人在宅医療助成

勇美記念財団 

1,000 在宅医療のための研究会，研修会への助成および学会へ

の共催 

戸板 孝文 文部科学省「九州がんプロ養

成基盤推進プラン」 

4,800 がん専門医療人養成 

松浦 賢長(福岡県立大

学） 

文部科学省「大学間共同教育

連携推進事業」 

4,700 「多価値尊重社会の実現に寄与する学生を養成する教

育共同体の構築」 

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

11,068 ガスプラズマを用いた農作物の殺菌･消毒法の開発 

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 

中尾浩史(分担) 

今泉直樹(分担) 

沖縄県補助金事業 750 泡盛の付加価値向上に資する総合調査研究 

福島卓也(分担) 財団法人 沖縄科学技術振

興センター 

6,048 沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事(区分:ATL

対策研究拠点構築事業):ATL の予防･治療を目的とした

研究検査薬，臨床診断技術ならびに新規医薬品の開発基

盤形成，および沖縄県独自のATL研究拠点の構築 

 
 
 
  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 

松下正之 武田科学振興財団 5,000 人工ペプチドが拓く次世代医療技術 

松下正之 テルモ科学技術振興財団 1,000 細胞選択的侵入ペプチドを用いた神経疾患治療法の開

発 

田中勇悦 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 共同研究 株式会社琉球免疫

研究所 

1,040 ウイルス感染症に関する新規特異的単クロン抗体の作

製とホロファイバー培養システムの確立 

田中勇悦 共同研究 株式会社免疫生物 1,500 HTLV-I および HIV-1 感染を阻止する齧歯類単クロン抗



 310

研究所 体のヒト化 

要 匡 株式会社バイオジェット（共

同研究） 

840 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 840 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 

吉見 直己 社団法人中部地区医師会立

成人病検診センター 

840 新たな病理診断技術の開発 

吉見 直己 財団法人 平和中島財団 1,500 ラオス国における自己採取型細胞診器具による子宮頸

癌検診 

加藤誠也 臨床病態医学研究所 2,480 病理形態学的視点と着想に立脚した実験医学的病態生

理の解明 

加藤誠也 臨床病態医学研究所 2,210 病理組織学ならびに実験病理学的アプローチによる病

因、病態の解明 

村山貞之 
東芝メディカルシステムズ

(株) 

1,500 320 列エリアディテクターCT における被ばく低減技術

の研究 

戸板孝文 シンバイオ(株) 1,400 放射線療法(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 

村山貞之 (株)ネット･メディカルセン

ター 

315 沖縄地区での遠隔画像診断の運用に関する研究 

神谷尚 バイエル薬品(株) 840 イオパミロン注を使用した腹部CTおよび冠動脈CTにお

ける投与ヨード量と造影効果に関する観察研究(IOPAC

study) 

伊良波裕子 (株)ユー･ティー･エム 120 血管内処置診断用マイクロカテーテル｢Carry Gaia｣及

び微細血管用ガイドワイヤー｢Carry｣の性能評価 

山根 誠久 塩野義製薬株式会社 1,000 各種細菌の2012年臨床分離株の収集 

筒井正人 全日本コーヒー協会 1,500
健常者の微小血管機能に対するコップ１杯のコーヒー

の急性作用の解明 

久木田一朗 田辺三菱製薬株式会社 400 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 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

しい治療医学の創成 

益崎裕章（代表） 公益財団法人 臨床研究奨

励基金 

9,700 二型糖尿病患者に対するシタグリプチンおよびメトフ

ォルミン投与による有用性の検討 

益崎裕章（代表） 第 9 回メタボリックシンド

ローム研究会 

3,000 食行動変容に関わる新規脳内メカニズムの解明とメタ

ボリックシンドローム予防を目指した医学応用 
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小塚智沙代(代表） 公益財団法人 金原一郎記念

医学医療振興財団 

300 玄米由来物質による抗肥満･抗糖尿病効果の新規メカニ

ズム解明と肥満2型糖尿病に対する医療応用 

青木陽一 

   （代表） 

ヤンセン ファーマ㈱ 315 ドキシル注20mg 長期使用に関する特定使用成績調査

青木陽一 

   （代表） 

持田薬品㈱ 42 ディナゲスト錠1 mg 使用成績調査 

青木陽一 

   （代表） 

日本化薬㈱ 932 NK211/CDDp併用の子宮頸癌に対する臨床評価 

青木陽一 

   （代表） 

ヤンセン ファーマ㈱ 315 ドキシル注20mg 長期使用に関する特定使用成績調査

宮里実 やずや食と健康研究所 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 

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，児難聴患者における言語発達に関する研

究 

木村竜一朗 平成24年度 社団法人 日本

アロマ環境協会研究助成金

1,000 精油による抗成人T細胞白血病効果 

比嘉 直美 琉球大学後援財団 女性研究

者による研究への支援 

500 腸炎ビブリオ感染におけるカスパーゼ-1 活性化抑制因

子の機能解明 

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 

Toma Claudia 財団法人武田科学振興財団

医学系研究奨励(感染症) 

3,000 病原性レプトスピラの細胞内生存に関連する因子の同

定と機能解析 

海川正人 公益財団法人 

アステラス病態代謝研究会

1,000 アンギオポエチン様蛋白質による免疫細胞活性制御 

海川正人 公益信託 

日本白血病研究基金 

500 急性骨髄性白血病発症機構における抑制性免疫グロ

ブリン様受容体の機能解析と，これを基礎とした急性骨

髄性白血病新規治療法の開発 

藤田次郎 うるま バイオ（株） 2,556 オキナワモズク由来のフコイダンの腸管免疫系に及ぼ

す影響に関する研究 

藤田次郎 古河電気工業（株） 8,715 細胞治療技術の臨床研究 

藤田次郎 第一三共（株） 500 キノロン薬の誤嚥性肺炎起炎菌に対する抗菌活性評価

松下（武藤）明子 公益財団法人循環器学研究

振興基金 

2,000 ヒト血中マイクロパーティクルと血管内皮機能 

松下（武藤）明子 財団法人地域医学研究基金 50 血中マイクロパーティクルの細胞間炎症性シグナルと血管
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機能への役割 

松下明子 琉球大学 若手研究者支援研

究費 

1,000 ヒト細胞マイクロパーティクルの機能解析 細胞間

炎症性シグナル活性化への役割 

根津 潤 公益財団法人 臨床薬理研

究振興財団 

2,000 2型糖尿病におけるCDKAL1のSNPと個別化医療 

青木陽一 

   （代表） 

ヤンセン ファーマ㈱ 315 ドキシル注20mg 長期使用に関する特定使用成績調査

青木陽一 

   （代表） 

持田薬品㈱ 42 ディナゲスト錠1 mg 使用成績調査 

青木陽一 

   （代表） 

日本化薬㈱ 932 NK211/CDDp併用の子宮頸癌に対する臨床評価 

加藤誠也 臨床病態医学研究所 2,480 病理形態学的視点と着想に立脚した実験医学的病態生

理の解明 

加藤誠也 臨床病態医学研究所 2,210 病理組織学ならびに実験病理学的アプローチによる病

因，病態の解明 

作道 章一 森永奉仕会 500 小児ウイルス感染症の高感度検査のための簡便なウイ

ルス濃縮法の開発 

作道 章一 沖縄県医科学研究財団 300 近赤外分光法を用いた臨床検査技術の開発 

作道 章一 大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生化学解析

作道 章一 株式会社メディエート 3,791 ホルムアルデヒドガス滅菌装置によるプリオン不活化

の研究 

北村文太 （財）琉球大学後援財団 500 マウスES細胞におけるHTLV-I Taxの発現と形質転換の

関連について 

玉那覇歩未 （財）琉球大学後援財団 500 KSHV K1遺伝子の変異とカポジ肉腫の病像の違いについ

て 

高嶺房枝 （株）シュアナチュラル 200
モズク発酵食品が腸内有用菌･悪玉菌の増殖に及ぼす影

響に関する研究 
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患者移送用寝台及び患者移送システム 戸板孝文, 

松本和樹 

株式会社千代田テ 

クノル 

特願, 2012-091461 

12日 

組成物及び飲食物 益崎裕章, 

小塚智沙代, 

江頭健輔 

琉球大学, 沖縄県, 

九州大学 

特願,2012-280303 

21日 

高脂肪食への嗜好性を軽減させるため 

の医学組成物, 飲食品組成物または 

飲食品添加物 

益崎裕章, 

小塚智沙代, 

島袋充生, 

田仲秀明, 

屋比久浩市, 

比嘉盛丈 

琉球大学 

16日 
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