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本書は, 旧「琉球大学医学部紀要」(1990-1997) の名称を「琉球大学医学部研究概要」に変更
して刉行したものである。

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，公刉，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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引き起こす因子として、男女とも力学的ストレスが考え
られるが、
女性においては力学的ストレス以外に身体的、
遺伝的要素が起因するものと考えられた。オホーツク文
化人骨においては漁労・海獣狩猟さらに女性においては
皮剥ぎという生活様式が肘関節、膝関節、手関節の変形
性関節症の頻度を増加させた要因と考えられた。

解剖学第一分野
A. 研究課題の概要
１．北海道における古代、中世を中心とする人々の人類
史と生活誌（石田 肇）
北大総合博物館保管のオホーツク文化人骨の整理、復
元を实施した。さらに、頭蓋の計測、非計測頄目の調査
を行った。非計測頄目については、オホーツク文化をサ
ハリン・北海道北部と北海道東部に二分し、分析を实施
した。スミスの距離を求めると両者は近いが、Rii では、
差がある。北部オホーツクはサハリンアイヌに近く、ま
た、
東オホーツクが、
北海道アイヌに近づくのではなく、
独自の位置を占めていることが示された。
オホーツク文化人の遺伝的特徴を明らかにするために、
モヨロ貝塚を含むオホーツク文化期の遺跡から出土した
人骨を用いて古代 DNA 分析を行った。
ミトコンドリア DNA
コントロール領域の遺伝子を増幅し、塩基配列を決定し
た結果、16 個の DNA タイプが同定された。そのうち、6
タイプはオホーツク文化人に特異的であったが、残りの
10 タイプは、現在のサハリンやアムール河下流域に居住
する北東ユーラシア民族集団の間で共有されていた。
R-matrix 法を用いて、近世アイヌの人々の集団内多様
性を調査し、北からの遺伝子流入の可能性を探った。オ
ホーツク海沿岸のアイヌは、縄文、続縄文時代から直接
由来する均一な集団と考えられない。北東アジアに由来
するオホーツク文化の人々が、近世アイヌの形質の分化
に影響を及ぼしている。卖純なシミュレーションモデル
では、女性により多くの遺伝的影響があったようだ。
変形性脊椎関節症を調査し比較検討を行った。重症化
した椎体の変形性関節症に関してはオホーツク文化人骨
男性の腰椎、中世鎌倉人骨女性の腰椎の出現頻度が相対
的に高くなり、海獣狩猟・漁労を生業とするオホーツク
文化人は、船を漕ぐ動作、網を引き上げるなどいずれも
腰椎の屈曲肢位が強いられた結果、腰椎椎体の変形性関
節症が多かったと考えられた。椎間関節の変形性関節症
は男女とも、オホーツク文化人骨では腰椎がもっとも頻
度が高く、上部に行くに従い頻度が下がり、頚椎の頻度
が低い。オホーツク文化人の生活として考えられるパド
リング時の屈曲肢位から体幹の伸展方向への繰り返す動
作や船上、陸上での網の引き上げ動作は、背筋群の使用
と同時に体幹の伸展方向のトルクを増大させる。その結
果 、 腰 椎 伸 展 方 向 へ の 繰 り 返 す 動 き が mechanical
stress として骨棘、小孔が形成し、椎間関節の変形性関
節症へ発展していったのではないかと考えた。
四肢の変形性関節症では、オホーツク文化人骨では男
女ともに肘関節、肩関節、膝関節で変形性関節症の高い
頻度を示し、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。男性に比べ女性がより有病率
が高いことから、オホーツク文化人骨の変形性関節症を

２．
琉球列島の人々の系統と生活誌の多様性
（石田 肇）
○久米島近世人骨の下肢関節面の研究
踵骨の距骨関節面の分離型出現頻度は，現代の中部九
州および近世久米島集団の分離型出現頻度が高い値を示
し，現代の北陸集団及び縄文時代の東北及び北海道集団
が，有意に低い値を示した。近世久米島では，足部の内
返し及び外返しの動きが必要な生活様式は尐なかったと
考えられ，分離型の踵骨関節面形状の出現頻度が高いの
ではないかと思われる。
○久米島近世人骨の歯科疾患と同位体分析
齲蝕、生前脱落歯、エナメル質減形成、歯石について
調査した。齲歯率は女性が男性より有意に高かった。全
体の齲歯率は 18.9％であった。生前脱落歯率も女性が有
意に高かった。若年成人と老年成人とに分けて比較した
場合、齲歯率、生前脱落歯率ともに若年成人より老年成
人に有意に高い。男女別にみた場合、若年成人の間では
有意差はなかったが、老年成人女性が有意に高かった。
エナメル質減形成は３歳半から５歳半にかけて最も多く
発生し、頻度は若年成人女性が男性よりも高く、早く死
亡した個体では、幼児期にストレスが多かったことを示
していると思われる。齲歯率の他地域との経時的変化の
比較では、北海道は近世まで本州や沖縄に比べ極端に低
い。縄文時代の本州と沖縄はどちらも齲歯率が比較的高
く、近世でもやはり同様に高い。沖縄では、縄文時代と
近世の齲歯率には有意な差はなかった。齲歯率、生前脱
落歯率が女性に有意に高かったことは、妊娠や更年期な
ど女性特有のホルモンの変化による影響に加え、米田ら
の安定同位体分析では、女性が炭水化物から、男性は魚
類からたんぱく質を摂取する傾向があり、文化的社会的
な側面からの男女間の飝習慣の違いも反映していると思
われる。縄文時代の狩猟採集民から近世の農耕民への変
化にもかかわらず齲歯率に有意な差がないことは両時代
の魚類と C３植物の摂取率が似ていることに関連してい
る可能性がある。
３．ネアンデルタール人骨の研究（石田 肇）
ネアンデルタール人の新生児、幼児の頭蓋と成人女性
の骨盤の復元をおこない、脳の成長を調べ、ヒトに特有
な生活史がネアンデルタール人にすでに見られることを
示した。ネアンデルタール人の出生時の脳は現代人とほ
ぼ同じ、４００ｃｃであった。生後、ネアンデルタール
人の脳は現代人より早く成長し、成人段階でより大きな
脳を持っていた。現代人の脳はネアンデルタール人より
も小さく、効率が良いと思われた。
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４．单西諸島人骨格の形質人類学的研究（土肣直美）
ヒト骨格の形質人類学的研究を通して、单西諸島人の
形成過程および島嶼環境における適応や生活の歴史を明
らかにしようとしている。まず、沖縄人研究のネックと
なっていた先史時代からグスク時代にかけての情報収集
を目指した。うるま市具志川グスク崖下地区遺跡の発掘
調査からは、遺体の扱い、葬法など、当時の人々の生活
や文化に関する多数の新しい知見を得ることができた。
また、沖縄県立埋蔵文化負センターとの共同研究では、
飝性、ミトコンドリア DNA、抜歯、骨形態の分析を通し
て、ラグーンの豊かな海産資源を利用しつつ、多様な島
の環境に適応していた沖縄先史時代人の生活の一端を明
らかにすることが出来た。
さらに、琉球列島と单方との関係を解明するために、
琉球大学、九州大学、京都大学、国立科学博物館、台湾
大学で進めてきた共同研究については、５月２９日に台
湾大学医学院において開催された公開シンポジウム「台
湾大学医学院収集人骨の人類学的総合研究」において、
それらの成果を報告した。
５．ヒト四肢骨断面形の形態学的研究（土肣直美）
骨のかたちは遺伝的要因と環境要因が相互に作用する
ことによって形成される。人の骨格の中では、頭蓋骨が
遺伝的要因をより強く現れるのに対して、四肢骨には生
活や運動などの環境要因が強く現れると考えられている。
实際、成人骨を用いたこれまでの研究からは四肢骨骨幹
断面形が生活環境に起因する力学的刺激の影響を受ける
ことが明らかになってきている。しかしながら、成人の
場合、骨のリモデリングに関与する要因は複雑多岐にわ
たっており、また未成人に比べると環境への抵抗力が強
いことなどから、骨に残る痕跡も不明瞭となり詳細な検

討が困難とも言われていた。そこで、注目されるのが環
境の影響を受けやすい未成人骨であるが、未成人骨は資
料数が限られていることなどから、四肢骨の形態学的研
究はなかなか進まないという状況にあった。
今回、石垣島の中世遺跡からまとまった乳幼児骨が出
土したことから、出生直後、すなわち環境貟荷のかかっ
ていないスタート時から四肢骨形態の変化を検討する機
会に恵まれた。成長段階ごとの四肢骨断面形の変化を計
測及び CT 画像を用いて分析した結果、
運動発達による力
学的貟荷が四肢骨断面形の形態変化に大きく関与してい
ることが示唆された。
６．受精と卵成熟に関する研究（泉水 奏）
(1)卵精子の受精能獲得に関する研究
ホヤでは輸卵管の卵、輸精管中の精子を海水により希
釈すると受精が起こる。しかし、海水への希釈なしには
受精しないことが明らかとなった。受精に必要な細胞外
の要因を検討した結果、
輸卵管、
輸精管中のpH は低く, pH
の高い海水中に放出されることが受精に必要であり、さ
らにこの細胞外 pH は受精環境として必要だけでなく、
輸
卵管中では受精能を持っていない卵細胞を放卵後、受精
可能にするためのシグナルとして働いていることが明ら
かとなった。
(2)卵由来、精子活性化誘引物質の種間、属間特異性に
関する研究
ホヤでは卵より精子活性化誘引物質が放出されている。
この物質の種間、及び属間での活性の特異性について調
べた結果、精子の運動活性化能、誘引能について、同属
の種間では活性に大きな差は無いが、異なる属では活性
が見られないことが明らかとなった。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 石田 肇. 近世久米島の人々の健康と暮らし. 琉球大学編 「やわらかい单の学と思想 －琉球大
学の知への誘い－」.那覇，沖縄タイムス社，386-394, 2008.

(C)

BD08002: 土肣直美. 骨に刻まれた沖縄人の歴史. 琉球大学編 「やわらかい单の学と思想－琉球大学の知へ
の誘い－」.那覇，沖縄タイムス社，374-385, 2008.

(C)

BD08003: 土肣直美. 沖縄人のルーツをたずねて-宮古島の人骨調査ｰ. 宮古の自然と文化を考える会編 「宮
古の自然と文化—ミラクルに輝く八つの島々 第２集」. 那覇, ボーダーインク, 90-98, 2008.

(C)

原
著
OI08001: Ponce de Leon MS, Golovanova L, Doronichev V, Romanova G, Akazawa T, Kondo O, Ishida H,
Zollikofer CPE. Neanderthal brain size at birth provides insights into the evolution of human
life history. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
105: 13764-13768, 2008.
OI08002: Hanihara K, Yoshida K, Ishida H. Craniometric variation of the Ainu: an assessment of
differential gene flow from Northeast Asia into northern Japan, Hokkaido. Am J Phys
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(A)

(A)

Anthropol, 137:283-293, 2008.
OD08001: Komesu A, Hanihara T, Amano T, Ono H, Yoneda M, Dodo Y, Fukumine T, Ishida H. Nonmetric cranial
variation in human skeletal remains associated with Okhotsk culture. Anthropol Sci,
116:33-47, 2008.

(B)

OD08002: Irei K, Doi N, Fukumine T, Nishime A, Hanihara T, Yoneda M, Ishida H. Dental diseases of human
skeletal remains of the early modern period from Kumejima Island, Okinawa, Japan. Anthropol
Sci, 116:149-159, 2008.

(B)

OD08003: 久高将臣，譜久嶺忠彦，蔵元秀一，西銘章，石田肇．沖縄久米島近世人骨における踵骨の距骨関節
面形状について. Anthropol Sci (Japanese series), 116(2):115-129, 2008.

(C)

OD08004: 土肣直美，廬國賢. 台湾大学医学院収集人骨の人類学的総合研究—人骨資料の整理と共同研究の経
緯— Anthropol Sci(Japanese Series), 116(2):145-148, 2008.

(C)

OD08005: 土肣直美，竹中正巳，中橋孝博，蔡錫圭. 台湾大学医学院体質人類学研究审所蔵の人骨. Anthropol
Sci(Japanese Series), 116(2):176-181, 2008.

(C)

OD08006: 土肣直美. 沖縄の人骨調査—琉球列島の人類史解明を目指して. Anthropol Sci(Japanese Series),
116(2):219-223, 2008.

(C)

OD08007: 片桐千亜紀, 小橋川剛, 島袋利恵子, 土肣直美. 具志川島岩立遺跡出土人骨の再整理．紀要「沖縄
埋文研究」 ５，沖縄県立埋蔵文化負センター，1-24, 2007.

(C)

OD08008: Shinoda K, Doi N. Mitochondrial DNA Analysis of Human Skeletal Remains Obtained from the Old
Tomb of Suubaru:Genetic Characteristics of the Westernmost Island Japan. Bull Natl Mus Nat
Ser Sci D34:11-18, 2008.

(C)

国際学会発表
PI08001: Ishida H, Irei K, Hanihara T, Yoneda M. Dental diseases of human skeletal remains of the
early-modern period from Kumejima Island, Okinawa, Japan. 77th Annual Meeting of the American
Association of Physical Anthropologists, Columbus, Ohio, April 9 to 12, 2008.
(Am J Phys Anthropol Suppl 46: 123: 2008)
国内学会発表
PD08001: 石田 肇，平田和明. 日本列島人類集団における形態と生活誌の多様性. 第 113 回日本解剖学会総
会シンポジウム 26 「日本人の起源 －東アジア諸民族の骨と歯から考える」大分医科大学，由布，
2008 年 3 月 29 日
PD08002: 石田 肇. 琉球大学における解剖学教育の取り組み. 日本医学教育学会シンポジウム「我が国の人
体解剖学教育を検証する」共立講堂，東京，2008 年 7 月 25 日
PD08003: 石田 肇. オホーツク文化人骨の系統と生活誌. 斜里町立知床博物館 30 周年記念フォーラム「先人
の集まりしウトロ遺跡を語る」ゆめホール知床・公民館ホール，斜里，2008 年 9 月 6 日
PD08004: Hanihara T, Yoshida K, Ishida H. Cranial variation and diversity of the Ainu.Anthropol Sci,
116:246, 2008.
PD08005: Ishida H, Hanihara T, Kondo O. Craniometric divergence of Japanese inhabitants due to gene
flows from Prehistoric Northeast Asians. Anthropol Sci, 116:249, 2008.
PD08006: Kudaka M, Fukumine T, Kuramoto S, Nishime A, Ishida H. Variation in talar joint facets of
the early-Modern human calcaneus from Kumejima, Okinawa.Anthropol Sci, 116:255, 2008.
PD08007: Kuramoto S, Fukumine T, Kudaka M, Nishime A, Ishida H. Squatting facets on the talus and tibia
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in the early-Modern human remains from Kumejima, Okinawa.Anthropol Sci, 116:256, 2008.
PD08008: Masuda R, Sato T. Origins and genetic diversity of the Okhotsk people, based on mitochondrial
DNA analysis. Anthropol Sci, 116:257, 2008.
PD08009: Matsumura H, Ishida H, Amano T, Ono H, Yoneda M. Biological affinity of Okhotsk-Culture people
based on dental characteristics. Anthropol Sci, 116:258, 2008.
PD08010: Nagaoka T, Ishida H, Shimoda Y, Sunagawa M, Amano T, Ono H, Hirata K. Estimation of age
at death distribution of human skeletal remains associated with Okhotsk culture. Anthropol
Sci, 116:260, 2008.
PD08011: Sato T, Amano T, Ono H, Ishida H, Kodera H, Matsumura H, Yoneda M, Masuda R. Frequencies of
ABCC11 alleles among ancient populations in Hokkaido. Anthropol Sci, 116:270, 2008.
PD08012: Shigematsu M, Ishida H, Goto M, Hanihara T. Nonmetric cranial variation and diversification
of the Ainu. Anthropol Sci, 116:271, 2008
PD08013: Shimoda Y, Sunagawa M, Ishida H, Hirata K, Nagaoka T, Hanihara T, Yoneda M, Amano T, Ono
H. Degenerative joint disease of spines in Okhotsk culture people and medieval Kamakura
people. Anthropol Sci, 116:272, 2008.
PD08014: Sunagawa M, Shimoda Y, Ishida H, Hirata K, Nagaoka T, Hanihara T, Yoneda M, Amano T, Ono H.
Appendicular osteoarthritis of Okhotsk cultural people from Hokkaido and Medieval people from
Kamakura. Anthropol Sci, 116:273, 2008.
PD08015: Yoneda M, Naito Y, Shibata Y, Mukai H, Ishida H. Age determination of the Okhotsk-culture
skeletons from Moyoro shellmidden. Anthropol Sci, 116:279, 2008.
PD08016: Yoneda M, Shimomi A, Ishida H, Katayama K, Fujisawa S, Wakebe T, Mukai H, Nara T. Breast-feeding
of prehistoric hunter-gatherers and early farmers in Japan. Anthropol Sci, 116:279, 2008.
PD08017: Yamada H, Sakihara T, Akamine S, Ito K, Doi N. Shell ornaments from the Okinawa Islands:Focused
on the remains from the Gushikawa Gusuku, Uruma city,Okinawa. Anthropol Sci, 116:278, 2008.
PD08018: Kobashigawa T, Katagiri C, Tokumine R, Motomura M, Oshiro A, Tengan M, Doi N, Yoneda M. Human
skeletal remains excavated from the Ufutobaru shell midden site, Yomitan-Son,
Okinawa:Physical characteristics of the Ufudobaru population. Anthropol Sci, 116:252, 2008.
PD08019: Tokumine R,Katagiri C,Kobashigawa T,Motomura M,Oshiro A,Tengan M,Doi N,Yoneda M. Human
skeletal remains excavated from the Furuzamamibaru (Shiru-chiku) sand dune site, Zamami-son,
Okinawa. Anthropol Sci, 116:276, 2008.
PD08020: Katagiri C, Kobashigawa T, Nishime A, Doi N, Yonda M. Prehistoric cliff burials in the Okinawa
Islands:Focused on the findings from excavations at the Gushikawa Gusuku,Uruma City,Okinawa.
Anthropol Sci, 116:250, 2008.
PD08021: 伊藤 義則、泉水 奏、石田 肇. pH 上昇によるホヤ卵の受精能獲得.社団法人日本動物学会 第 79
回大会, 福岡大学七隇キャンパス, 2009 年 9 月 6 日
PD08022: Sensui N, Yoshida M, Tachibana K. MAP kinase controls [Ca2+]i Oscillation in the oocyte at
fertilization in an ascidaian, Phallusia nigra.In the mini-workshop on ""Oocyte Maturation
and the Cell Cycle"" to be held in Kyoto, Japan on March 5-7, 2008.
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胎児の小脳グリア細胞における小胞型 GABA トランスポ
ーターの発現を解析している。

解剖学第二分野
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）
GABA は成熟動物においては神経伝達物質として興奮
性伝達を抑制する働きがあるが、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。GABA シグナルの発達変化を解析することにより、
GABA の機能発現機序を明らかにするとともに、
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。これまでは、構造の比較的卖純な小脳を材料
として解析し、GABA 伝達の発達変化を明らかにしてきた
が、１９年度より、最も高次の領域である大脳（感覚運
動野）
、脳幹の三叉神経核、脊髄を材料にして解析してい
る。
大脳皮質に関しては、現在論文をリバイス中である。
三叉神経核に関しては、出生前に三叉神経の入力を受
けており、GABA の入力が早い時期から開始されているこ
とが明らかになった。
脊髄に関しては、
胎児１０日目から GABA ニューロンお
よびその働きを抑制性にする KCC2 の発現が認められる。
そして、灰白質においては、GABA ニューロンが優位に発
現し、発達に伴って、グリシンに置き換えられることが
明らかになった。
同時に KCC2 が灰白質に置いて発現を開
始し、抑制性の神経伝達が発達することが明らかになっ
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神経の縫合による、神経変性及
び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ている。その結果、再生過程におい
て、KCC2 の発現が著しく減尐し、GABA が興奮性に作用し
て再生に関与する結論が得られた。
3. グリア細胞における GABA 関連分子の発現
（高山千利）
豊橋技術大学、浜松医科大学との共同研究で、ラット

4. 中枠神経系の発生分化に関する未知分子の探索
（栗原
一茂、高山千利）
中枠神経系の発生分化に関して重要な鍵を握ると考え
られる分子の多くはいまだ発見されておらず、それらの
時間的・空間的発現を検索することは神経系の分化の理
解につながる。細胞融合法をもちいた免疫学的手法によ
って発生研究によく使われるアフリカツメガエル
( X.laevis ) 初期幼生の脳と脊髄を外科的にとりだし抗
原として用い、神経系に特異的に発現をしている抗原の
卖一抗体を作成している。
アフリカツメガエルを用いる利点は水生生物なので飼
育が容易であること、多量の胚・幼生を同時に得ること
が出来未知なる分子の探索に有利であること、卵・胚が
大型なので实験発生学的研究が行いやすいこと、さらに
は同属異種の X.borealis とのキメラを作成すること
により細胞の追跡实験が簡卖に行えること等利便性がた
かい。
5. 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、卵と受精する極尐数の精
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，卖なる過剰生産の
結果なのか，それとも何らかの役割を持つ adaptive
non-fertilizing sperm なのかで議論が分かれている。
巻き貝類の多くの種では，雄の精巣において形態の異
なる二種類の精子（二型精子と呼ばれる）
、すなわち、受
精する正形精子と受精しない異形精子とを造ることが知
られている。二型精子は雌性生殖道の中でも見分けるこ
とが可能であり、受精しない異形精子の役割を調べるた
めの様々な实験が可能である。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、亣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
飼育法と亣尾を確認するための行動記録法を確立した。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Masashi Akiyama, Kaori Sakai, Chitoshi Takayama, Teruki Yanagi, Yasuko Yamanaka, James R.
McMillan and Hiroshi Shimizu: CGI-58 Is an /β-Hydrolase within Lipid Transporting Lamellar
Granules of Differentiated Keratinocytes. Am J Pathol. 173(5): 1349-60, 2008.
国際学会発表
PI08001: Masashi Akiyama, Kaori Sakai, Chitoshi Takayama, Yasuko Yamanaka, James R. McMillan and
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(A)

Hiroshi Shimizu: CGI-58 plays a crucial role in skin lipid barrier formation. International
Investigative Dermatology, Kyoto, 2008.
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生理学第一分野
A. 研究課題の概要
1. ハブトビンによる家兎洗浄血小板の粘着・凝集抑制
機序の研究
ハブトビン(ハブ每由来のトロンビン様酵素)は，家兎
Fibrinogen を Fibrin 様物質へ変換する，Type A-トロン
ビン様酵素である。近年，ある種の蛇每由来の酵素が，
検査試薬・治療薬に開発されており，さらに，血小板粘
着・凝集を抑制する disintegrin としても注目されてい
る。これまでの我々の实験から，家兎洗浄血小板はハブ
トビン卖独で粘着・凝集は惹起されない。
しかしながら，
血小板の Collagen 凝集をハブトビンが抑制するのが示
されている。本研究は，ハブトビンによる Collagen 凝集
の抑制機序を解明するのが目的である。その第一段階と
して，Collagen による家兎血小板内蛋白のチロシンリン
酸化をハブトビンが抑制する機構の追究を試みた。その
結果，血小板内蛋白のうち，細胞の粘着に関与する FAK
のチロシンリン酸化を，ハブトビンが抑制するのが示さ
れた。その抑制は，ハブトビンの濃度依存性であり，ま
た，Collagen 刺激後の凝集初期に強く見られた。第二段
階として，FAK のチロシンリン酸化を抑制する部位の特
定を試みている。この实験から，ハブトビンによって抑
制されている血小板内のシグナル伝達を追究できると考
えている。文献的に知られている FAK のチロシンリン酸
化を引きおこす，397Tyr-，407Tyr-，576Tyr-，577Tyr-，861Tyrの 5 箇所を認識する抗体を用いた Western Blotting 法に
より，解明した。ハブトビンは FAK397Tyr-のリン酸化を
抑制した。FAK397Tyr-のリン酸化抑制は，細胞内の PI3K
へのシグナル伝達が抑制され，細胞内骨格の形態変化が
困難になり，その結果が，ハブトビンによる Collagen
凝集抑制の機序の 1 つであると推測される。これらの研
究成果から，ハブトビンの disintegrin としての医学応
用の可能性を模索している。現在，in vivo 实験に反映
する目的で，培養内皮細胞への血小板の接着がハブトビ
ン添加により抑制されるか否かをレーザー共焦点顕微鏡
により観察している。
2. 組換えハブトビン蛋白変異体の作製と抗血栅活性の
探索
我々はこれまでに脱線維素作用，抗血小板作用，血管
内皮細胞線溶活性化作用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。ハブトビンの蛋白構造を基盤とする新
規の抗血栅剤の開発を目的として，4 種類の組換え断片
化ハブトビン変異体を作製し，ハブトビンの抗血栅活性
の発現に必要な機能ドメインの特定を行っている。ハブ
トビンの生物活性を発現する最小機能ドメイン特定のた
めに，バキュロウィルス発現系を用いて 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)を作製する。発現ベクターとバキュロウ
イルス(AcNPV)DNA を Sf9 細胞へコトランスフェクション
し，断片化組換えハブトビンを発現させ，断片化組換え
ハブトビンを Ni アフィニティーカラムを用いて組換え
断片化ハブトビン変異体を精製を行う。組換え断片化ハ
ブトビン変異体の生物活性として以下の測定を行う。
1) 家兎，
ヒトのフィブリノーゲン(線維素原)を用いたフ
ィブリンクロット形成活性および脱線維素作用の測定
A:フィブリノゲン–アガロース平板法.
Maeda らの方法(J Biochem 109:632–637， 1991)に従っ
てフィブリノゲン–アガロース平板を作製する。各 10μL
の組換え断片化ハブトビン変異体をフィブリノゲン–ア
ガロース平板にスポットし，約 20 時間 37ºC 下で反応さ
せる。フィブリン重合反応により形成された白濁円盤の
大きさを計測しフィブリンクロット形成活性を測定する。
B:フィブリン形成時間法.
小杉らの方法(Thromb Haemost 55:24–30，1986)に従って
フィブリン形成時間を測定し，フィブリンクロット形成
活性を評価する。1%精製家兎またはヒトフィブリノーゲ
ン溶液250μL に各20μL の組換え断片化ハブトビン変異
体を添加し，37ºC で反応させ，濁度の上昇(フィブリン
形成反応)に要する時間(フィブリン形成時間)を測定す
る。フィブリン形成時間の逆数をフィブリン形成活性と
して各サンプルの活性を比較検討する。
2) 培養血管内皮細胞からのプラスミノーゲンアクチベ
ータ(PA)放出能の測定
組換え断片化ハブトビン変異体を添加した無血清培地で
ラットまたはヒト由来培養血管内皮細胞を０，６，12，
24 時間培養後，培養上清の回収および培養血管内皮細胞
より RNA の抽出を行う。リアルタイム PCR 反応を行い，
培養血管内皮細胞における t-PA および u-PA mRNA 発現量
を測定する。さらに，培養上清サンプル中の t-PA および
u-PA を SDS-PAGE にて分離後，フィブリンアガロースプ
レートに重層し，37ºC 下で約 18 時間反応させる。反応
後，
溶解したバンドの大きさを計測し放出された PA 活性
量を測定し，各種組換え断片化ハブトビン変異体の PA
放出能を評価する。
3) 洗浄血小板のコラーゲン凝集抑制活性の測定
家兎およびヒトより静脈血を採血する。Nakahodo らの方
法(アレルギー 43: 501–510,1994)に従い，得られた多血
小板血漿 (PRP)より洗浄血小板を作製する。コラーゲン
惹起洗浄血小板凝集反応に対する組換え断片化ハブトビ
ン変異体の抑制効果の測定を行う。
4) ハブトビンの活性ドメインアミノ酸配列の決定
上記 1)～3)の組換え断片化ハブトビン変異体を用いた
生物活性測定实験より，ハブトビンのフィブリンクロッ
ト活性ドメイン，
血管内皮細胞からの PA 放出活性ドメイ
ン，さらに血小板凝集抑制ドメインの存在領域を特定す
る。さらに各種組換え断片化ハブトビン変異体のアミノ
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酸数を項次減尐させ，最小活性ドメインアミノ酸配列の
決定を行う。
5) ラット血栅モデルを用いた組換え断片化ハブトビン
変異体の抗血栅効果の確認实験
ラット動脈血栅モデルは Guarini の方法(J Pharmacol
Toxicol Methods 35:101-105, 1995)を一部改変して作製
する。2 mA の電流通電と動脈止血鉗子による血流阻止を
5 分間同時に行い，血管内皮細胞を障害し，動脈血栅を
惹起する。
動脈血栅発生後 1～6 時間後に総頸動脈を摘出
し，血管内腔の血栅を实体顕微鏡で観察し，さらに血栅
の湿重量と乾燥重量を測定する。各種組換え断片化ハブ
トビン変異体は対側の外頸静脈カニューレより投与する。
投与開始は動脈血栅惹起 30～60 分前に行う。投与前，投
与 15 分，30 分，60 分後さらに動脈血栅惹起後 30，60，
90，
120 分後に大腻動脈より採血を行う。
血中 t-PA，
u-PA，
フィブリノーゲン濃度，フィブリノペプチド A およびフ
ィブリノペプチド B 濃度を測定する。さらに，アンチト
ロンビンⅢ活性，α2 プラスミンインヒビター活性を発色
性合成基質を用いて測定する。生理飝塩水を投与した対
照群と各種組換え断片化ハブトビン変異体投与群と比較
し，生体内投与による抗血栅剤としての有効性を評価す
る。
3. Bound thrombin の血管内皮細胞透過機序に関する研
究
Francis らによってクロット形成後トロンビン，
Bound-thrombin (B-th)の存在が明らかにされ，経皮的冠
動脈形成術(PTCA)，冠動脈内血栅溶解療法(PTCR)後の凝
固亢進や血栅形成，
血管再狭窄の発現機序に B-th の関与
が注目されている。その B-th は，フィブリンクロットか
ら物理的剪断力や線溶酵素により遊離された血栅構成成
分であり，α-トロンビンとフィブリノーゲンの Aα，γ
鎖との結合物であった。さらに，B-th 刺激下での培養血
管平滑筋の培養後，血管平滑筋の SMemb mRNA 発現量の増
加および SMemb タンパク量の増加がみられ，形質変換を
惹起する可能性が示唆された。一方，これまでに，B-th
が血管内皮細胞層を通過するか否かを検討するために，
培養内皮細胞を Upper chamber (up)と Lower chamber
(low)で構成されている Dual chamber system に培養し，
up と low 内の B-th のフィブリン形成活性および B-th の
抗原量の定量を行なった。内皮細胞層を通過した B-th
の定量には，我々が以前作製したトロンビンのヘパリン
結合部位を認識するモノクローナル抗体(GE12)を用いた
免疫学的手法を採用した。この ELISA 法に基づく定量法
では，血管内皮細胞へ添加 60 分後に，Dual chamber へ
添加した B-th の約 5-10%が，血管内皮細胞層を通過する
のが観察された。しかしながら，B-th 添加後の血管内皮
細胞の通過機序については，
未だ解明されていない。
B-th
の培養内皮細胞通過機序を解明するために，内皮細胞膜
上のトロンビン受容体(TR)に着目し，トロンビンレセプ
ター抗体(ATAP2)を用いて，
蛍光法による形態学的な観察
を行なった。B-th 添加後，培養内皮細胞膜上の TR は，

反応時間に依存して蛍光発色の減尐がみられた。
これは，
B-th が培養内皮細胞膜上の TR に結合しているのを示す
結果であった。B-th の内皮細胞膜上 TR に結合後，細胞
内へどのようなシグナル伝達を介して細胞間隙が拡大し，
B-th が通過するかについてリン酸化抗体(Ab15556)を用
いてさらに解明を行った。すなわち，細胞間隙の拡大に
は細胞骨格を構成するアクチンの動態が関与すると考え
られる。そこで，細胞内アクチン蛋白のリン酸化・脱リ
ン酸化が細胞形態にどのように関わっているかについて
検討した。その結果，B-th 刺激で TR が活性化され，細
胞内アクチンの脱リン酸化がストレスファイバーを形成
し，
細胞間の接着を拡大するのを明らかにした。
さらに，
そのストレスファイバー形成は，細胞膜に存在する RhoA
活性化によるものであった。現在，B-th 刺激による RhoA
の細胞内分布をレーザー共焦点顕微鏡により解析をおこ
なっている。
4. 血管平滑筋の胎児型ミオシン重鎖アイソフォーム
(SMemb)を標的とした RNA 干渉による粥状動脈硬化症に
伴う血管狭窄の防止法開発
粥状動脈硬化症に見られる血管内膜肣厚や血管形成術
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。血管平滑筋のミオシン重鎖
(MHC)には SM1，SM2 及び SMemb (胎児型)の 3 種類のアイ
ソフォームが存在し，それらの遺伝子発現は形質変換に
連動して調節されている。すなわち収縮型 VSMC では SM1
及び SM2 の遺伝子が豊富に発現し，合成型 VSMC では
SMemb 遺伝子が豊富に発現している。特に，SMemb 蛋白
は動脈硬化症の新生内膜血管平滑筋でも発現している。
従って，VSMC の形質変換における SMemb の役割解明が動
脈硬化症に伴う内膜肣厚及び血管形成術後の血管再狭窄
の治療及び予防の基盤となる。我々は RNA 干渉法により
SMemb 遺伝子発現を抑制する目的で，
SMemb 遺伝子配列の
異なる 3 つの部位(蛋白質をコードする領域より２箇所
および 3’非翻訳領域より１箇所)を選定し，SMemb-siRNA
を作製した。その結果，３種類の SMemb-siRNA のうち 3’
非 翻 訳 領 域 を 標 的 と す る SMemb-siRNA(3’UTR
SMemb-siRNA)を用いると，SMemb 遺伝子発現抑制が培養
VSMC の形質変換関連標識群 (PAI-1 及びβ-actin) mRNA
発現を減尐し，遊走能を抑制するのが明らかとなった。
5. プロテインキナーゼによる血管平滑筋 L 型 Ca2+チャ
ネル機能調節機構の解明
L 型 Ca2+チャネルを調節する因子としては 1) 血管平滑
筋膜電位，2) 細胞内[H+]濃度(pH)，3)細胞内 Ca2+濃度
([Ca2+]i)，さらに 4) 細胞内シグナル伝達物質等がある。
特に，細胞内シグナル伝達物質による L 型 Ca2+チャネル
の調節機構については， cAMP/ プロテインキナーゼ
A(PKA), cGMP/プロテインキナーゼ G(PKG), ジアシルグ
リセロール(DG)/プロテインキナーゼ C(PKC), チロシン
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キナーゼ(Tyr-PK)等のプロテインキナーゼ類の関与が示
唆されているが，作用機序については未解明の部分が多
い。血管平滑筋細胞で発現する L 型 Ca2+チャネルは，α
1C，β(β2 およびβ3)，α2-δの四つのサブユニットによ
り構成されている。心臓のα1C サブユニット(α1C-a)と血
管平滑筋のα1C サブユニット(α1C-b)はスプライスバリア
ントであり，相違部位は 4 箇所ある。特に，リピート I
の S6 部位の相違(心臓は IS6a，血管平滑筋は IS6b)はジ
ヒドロピリジン系の Ca2+チャネル拮抗薬の感受性の相違
に関与するとされている。一方，その他の相違部位が心
臓と血管平滑筋の L 型 Ca2+チャネルにどのような機能相
違をもたらしているかは不明である。すなわち，血管平
滑筋 L 型 Ca2+チャネルの調節機序，なかでもプロテイン
キナーゼによる調節機序を明らかにするにはプロテイン
キナーゼの標的サブユニットの同定とサブユニットのリ
ン酸化部位を同定する必要がある。我々はこれまで，1)
環状ヌクレオチド(cAMP, cGMP)およびその関連するプロ
テインキナーゼによる血管平滑筋 L 型 Ca2+チャネルの調
節機序，2) アンジオテンシンⅡによる血管平滑筋 L 型
Ca2+チャネルの調節機序についてパッチクランプ法を用
いて検討してきた。
1) cAMP/PKA, cGMP/PKG による L 型 Ca2+チャネルの調節
機序の解明：
cAMP/PKA, cGMP/PKG またはこれらの cross-talk 活性化
による L 型 Ca2+チャネル調節機序を解明するために，既
知のラット L 型 Ca2+チャネルα1C-b およびβ(β2a，β2b，
β3)サブユニット遺伝子を利用する。α1C-b および各βサ
ブユニットはそのアミノ酸配列から PKA，PKG および
Tyr-PK によりリン酸化可能部位が推定されている。現在
保有する L 型 Ca2+チャネルα1C-b，β2a およびβ3 cDNA を
用いて各リン酸化可能部位に遺伝子変異を導入したプラ
スミドを作製し，
哺乳類細胞発現用ベクターに組み込み，
安定形質発現細胞を確立し，各種 cAMP，cGMP 膜透過性類
似物質(8-bromo 体，dibutyryl 体等)を細胞外に潅流し，
パッチクランプ技術にて ICa(L)の電流振幅の経時変化を
記録する。また，PKA および PKG の活性型触媒ドメイン
を細胞内に潅流し，L 型 Ca2+チャネルに対するプロテイ
ンキナーゼの直接作用を検討する。また，野生型 L 型 Ca2+
チャネルα 1C-b およびβサブユニットと変異導入した
α1C-b およびβサブユニットの組換え蛋白を用いて，in
vitro PKA/PKG kinase 反応を行い，セリン/スレオニン
リン酸化部位を特定する。
2) アンジオテンシンⅡによる L 型 Ca2+チャネルの調節機
序の解明：
アンジオテンシンⅡは細胞内の非受容体型チロシンキナ
ーゼ， ホスファチジルイノシトール 3-キナーゼ (PI3K)
の活性化を介して血管平滑筋細胞の L 型 Ca2+チャネル活
性を上昇する。また，抗 p60c-src 抗体や抗 p125FAK 抗体を
血管平滑筋細胞内に潅流すると，L 型 Ca2+チャネル活性
が抑制されるのを見出した。すなわち非受容体型チロシ
ンキナーゼは L 型 Ca2+チャネル活性の調節に関与すると
考えられる。アミノ酸配列の解析により，α1C-b，β3 サ

ブユニットにはチロシンキナーゼによるリン酸化部位が
想定されている。また，β2 およびβ 3 サブユニットには
Src ホモロジードメインである SH-3 が存在するが，L 型
Ca2+チャネル機能との関連性は明らかにされていない。
即ち，非受容体型チロシンキナーゼが L 型 Ca2+チャネル
のどのサブユニット，さらにどのチロシン残基のリン酸
化がチャネル活性の興奮に関与しているかは知られてい
ない。我々の確立したα1C-b 安定形質発現細胞(クローン
9D3)を用いた研究では，
チロシンリン酸化による L 型 Ca2+
チャネル活性上昇にα1C-b サブユニットの関与は見られ
なかった。また，p60c-src 過剰発現安定形質発現細胞
(SRC/A7r5)を用いて，ICa(L)を測定した結果，SRC/A7r5 の
ICa(L)は Ctrl/A7r5 のそれに比して，電流振幅が 2 倍に増
大し，ICa(L)の電位依存性の活性化特性曲線が左にシフト
した。すなわち，p60c-src 過剰発現により血管平滑筋膜に
おける機能的 L 型 Ca2+チャネルの数の増加および膜電位
変化に伴うチャネルの活性亢進が示唆された。
我々は，L 型 Ca2+チャネルのβ3 サブユニットが，i) Src
ホモロジードメインである SH-3 を有し，ⅱ)チロシンキ
ナーゼリン酸化部位が存在し，ⅲ)α1C サブユニットの
Gβγ結合部位(Ⅰ-Ⅱリンカー)と結合する，という事实に
着目し，アンジオテンシンⅡによる Ca2+電流増加に，β3
が関与するという作業仮説を立て，検証を行っている。
今後の検討課題は次のとおりである。1) α1C-b，β3 の
cDNA を哺乳類細胞発現用ベクター に組み込み，安定形
質発現細胞を確立し，α1C-b，β3 サブユニットのいずれ
が，チロシンキナーゼによる Ca2+チャネルの活性上昇に
関与するかを検討する。 2) 組み換え遺伝子手法により
作製した組換えβ3 蛋白を用いて，チロシンリン酸化の検
討を行う。また，変異導入した Ca2+チャネルβ3 サブユニ
ットの組換え蛋白を用いて，チロシンリン酸化部位の同
定を行う。3) β3 と相互作用する細胞内蛋白を免疫沈降
法および質量分析法を用いて特定する。4) β3 サブユニ
ット遺伝子発現を調節するプロモータ領域の配列決定と
転写調節因子を同定する。
6. 血管平滑筋細胞の遊走・増殖におけるプロテインキ
ナーゼ A の役割解明
糖尿病病態における血管平滑筋細胞(VSM)の増殖・遊走
亢進は，自律的な特性または増殖因子に対する応筓性の
亢進のいずれに起因するかは不明である。2 型糖尿病モ
デル OLETF および正常対照 LETO ラット大動脈由来培養
VSM(OVSMC および LVSMC)を無血清培地(SFM-DMEM)，牛胎
児血清加培地(10%FBS-DMEM)または血小板由来増殖因子
添加無血清培地(SFM-PDGF)を用いて培養し，増殖・遊走
を比較検討した。また，OVSMC および LVSMC で発現して
いるタイプ 3 フォスフォジエステラーゼに対する阻害剤
である olprinone hydrochloride (OPN)暴露による細胞
内サイクリックヌクレオチドの上昇により VSM の増殖・
遊走が抑制されるかを検討した。その結果，OVSMC の増
殖・遊走は培養液の条件に関わらず，LVSMC に比して有
意に上昇した。
OVSMC と LVSMC を OPN に 72 時間曝露する
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と，両者とも増殖・遊走が有意に抑制された。同様に，
dibutyryl-cAMP(db-cAMP), db-cGMP72 時間曝露により
OVSMC と LVSMC 共に増殖・遊走が有意に抑制された。OPN
曝露により OVSMC および LVSMC の cAMP 濃度が著明に増加
した。細胞内 cAMP または cGMP の上昇は，糖尿病血管平
滑筋細胞の自律的な増殖・遊走亢進および増殖因子刺激
による増殖・遊走亢進の抑制に有効である。現在，cAMP
による抑制機序の解明を行っている。
7. 血 管 内 皮 細 胞 PAI-1 発 現 に お け る peroxisome
proliferators-activated receptors (PPAR)γの役割解
明
PPARs のアイソフォームの一つである PPARγは，血管
内皮細胞での発現が確認されている。我々は，培養血管
内皮細胞を作製し，PPARγアゴニスト(troglirazone，
telmisartan)およびアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
(olmesartan)の血管内皮細胞における PAI-1，u-PA，t-PA，
thrombomodulin (TM) mRNA 発現への効果を検討している。
LET0 ラット大動脈由来培養血管内皮細胞(LETO-VEC) を
外植片法にて確立した。LETO-VEC を troglitazone (TRO)
および telmisartan (TMS)にて 24 時間曝露後 RT-PCR 法
にて u-PA，t-PA，TM，PAI-1 mRNA 発現量を測定した。コ
アクチベータ法による TRO および TMS の PPARγ活性測定
の結果，TRO は TMS に比して強い活性化能を示した
(EC50:TRO, 3.5μM; TMS, 52 μM)。LETO-VEC では PPAR
γmRNA の恒常的発現がみられた。u-PA および TM は
TRO(10 μM)により mRNA 発現量が増加し，TMS(50 μM)
により PAI-1mRNA 発現量が有意に減尐した。TRO は血管
内皮細胞の PPARγ活性化を介し，u-PA および TM の遺伝
子発現を誘導することで，抗血栅機能を促進する可能性

が示唆された。しかしながら，TMS による PAI-1mRNA 発
現量減尐機序は PPARγ活性との関連が不明であった。そ
こで，PPARγを介する血管内皮細胞機能発現にコアクチ
ベータ活性化以外のシグナル経路の存在およびその
PAI-1mRNA 発現量への関与について検討を行っている。
8. 摂飝亢進における視床下部 cannabinoid receptor 1
発現の役割解明
視床下部のendocannabinoid はcannabinoid receptor
1 (CB1R) を介して摂飝を亢進するのが知られている。
CB1R の発現は cholecystokinin (CCK) の投与によって
抑制されると報告されているがその機序は明らかではな
い。CCK による摂飝抑制が CB1R を介しているかを検討す
るために，非絶飝及び絶飝状態における OLETF ラット視
床下部の cannabinoid receptor 1(CB1R)及び 2(CB2R)，
leptin receptor short type (Ob-Ra) 及び long type
(Ob-Rb) の mRNA 発現を RT-PCR 法を用いて測定した。摂
飝量は非絶飝時の夜間期，昼間期，絶飝後の夜間期にお
いて，OLETF ラットの摂飝量が対照としての LETO ラット
に比して有意に上昇した。絶飝状態における OLETF ラッ
トの CB1R 発現が非絶飝状態に比して有意に減尐してい
たが，CB2R mRNA 発現量には有意の変化はみられなかっ
た。絶飝後の OLETF ラット CB2R mRNA 発現量は LETO ラッ
トに比して有意に増加した。OLETF 及び LETO ラット間，
非絶飝及び絶飝間において Ob-Ra 及び Ob-Rb の mRNA 発現
に有意差はなかった。すなわち絶飝時の CB1R の減尐が
OLETF ラットでの絶飝後の摂飝亢進に関与している可能
性が示唆される。現在，CB1R 発現量と発現分布について，
ウェスタンブロット法および蛍光免疫組織染色法を用い
て検討中である。

B. 研究業績
原
著
OD08001: Sunagawa M, Kimura Y, Nakamura M, Kosugi T: Net inward current was not involved in QRS
prolongation in type 2 diabetic rats. Jpn J Clin Physiol, 38(4): 235-241, 2008.

(B)

OD08002: Kimura Y, Sunagawa M, Nakamura M, Sunagawa Y, Kosugi T: Elevation of intracellular cAMP
inhibited cell proliferation and migration induced by platelet-derived growth factor in
cultured rat vascular smooth muscle cells. Ryukyu Med J, 27(3,4): 93-103, 2008.

(B)

OD08003: Motomura M, Sunagawa M, Nakamura M, Kosugi T: Cholecystokinin was involved in the development
of leptin resistance in OLETF rats. Ryukyu Med J, 27(3,4): 105-114, 2008.

(B)

国内学会発表
PD08001: 小杉忠誠: 研究倫理委員会シンポジウム「研究･教育･社会に財献する適正な動物实験環境の構築」
動物实験に関する教育: 生理学实習の適正かつ円滑な实施. 第 85 回日本生理学会大会, 2008 March
25-27, 東京, 日本生理学会大会プログラム p55, 2008.
PD08002: Tamaki M, Sunagawa M, Uehara K, Nakamura M, Suzuki M, Kosugi T: Involvement of β2a subunit
in increase of L-type Ca2+ channel current by dibutyryl-cAMP in cultured vascular smooth muscle
cells. The 85th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo,

- 13 -

J Phys Sci, 58 Suppl.: S71, 2008.
PD08003: Uehara K, Tamaki M, Sunagawa M, Nakamura M, Suzuki M, Kosugi T: Telmisartan decreased mRNA
expression of PAI-1 through activation of PPARγ in cultured rat vascular endothelial cells.
The 85th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J
Phys Sci, 58 Suppl.: S83, 2008.
PD08004: Motomura M, Sunagawa M, Nakamura M, Kosugi T: Fasting suppresses expression of cannabinoid
receptor 1 mRNA at hypothalamus in OLETF rats. The 85th Annual Meeting of the Physiological
Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci, 58 Suppl.: S106, 2008.
PD08005: Bae Maeng, Sunagawa M, Nakamura M, Kosugi T: pp60src increases L-type Ca2+ channel current
through upregulation of β3 subunit in cultured rat vascular smooth muscle cells. The 85th
Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci,
58 Suppl.: S176, 2008.
PD08006: Kimura Y, Sunagawa M, Nakamura M, Kosugi T: Elevation of intracellular cAMP and cGMP
concentration inhibited cell proliferation and migration of cultured rat vascular smooth
muscle cells derived from type 2 diabetic model OLETF rats. The 85th Annual Meeting of the
Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci, 58 Suppl.: S201, 2008.
PD08007: Sunagawa M, Nakamura M, Kosugi T: Recombinant habutobin exerted fibrin forming activity on
rabbit fibrinogen and inhibited platelet aggregation of rabbit washed platelet. The 85th
Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci,
58 Suppl.: S213, 2008.
PD08008: Nakamura M, Nakamura K, Sunagawa M, Kosugi T: The bound-thrombin induced to form paracellular
holes in rat aortic endothelial cell through the dephosphorylation of actin. The 85th Annual
Meeting of the Physiological Society of Japan, 2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci, 58 Suppl.:
S213, 2008.
PD08009: Nakasone T, Matayoshi A, Sunagawa M, Nakamura M, Sunakawa H, Kosugi T: Upregulation of Ki-67
in human oral squamous cell carcinomas enhanced the cervical lymoh node metastasis through
the increased lymphangioplasty. The 85th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan,
2008 March 25-27, Tokyo, J Phys Sci, 58 Suppl.: S215, 2008.
PD08010: 砂川昌範, 本村真, 中村真理子, 小杉忠誠: 血漿レプチンの脳脊髄液移行におけるコレシストキニ
ン(CCK)の役割. 第 59 回西日本生理学会; 2008 Oct 3-4, 熊本市, 予稿集 p18.
PD08011: 木村安貴, 砂川昌範, 中村真理子, 小杉忠誠: 各種ラット培養血管平滑筋細胞の細胞増殖における
細胞内 cAMP 濃度および protein kinase A (PKA)活性の関与. 第 59 回西日本生理学会; 2008 Oct 3-4,
熊本市, 予稿集 p21.
PD08012: 裵猛, 砂川昌範, 中村真理子, 小杉忠誠: 種々の pp60src 活性を有するラット培養血管平滑筋細胞の
確立. 第 59 回西日本生理学会; 2008 Oct 3-4, 熊本市, 予稿集 p22.
PD08013: 中村真理子, 砂川昌範, 小杉忠誠: Bound-thrombin 刺激後の血管内皮細胞膜上 TRAP の動態. 第 59
回西日本生理学会; 2008 Oct 3-4, 熊本市, 予稿集 p22.
PD08014: 砂川昌範, 中村真理子, 小杉忠誠: SMemb はクロット形成後トロンビンによる培養血管平滑筋細胞
の遊走亢進に関与する. 第 3１回日本血栅止血学会学術集会; 2008 Nov 20-22, 大阪市, 血栅止血
誌, 19(5): 692.
PD08015: 上原健, 砂川昌範, 中村真理子, 鈴木幹男, 小杉忠誠: テルミサルタンはラット培養血管内皮細胞
の PAI-1 発現量を減尐させる. 第 3１回日本血栅止血学会学術集会; 2008 Nov 20-22, 大阪市, 血
栅止血誌, 19(5): 695.
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PD08016: 砂川昌範, 中村真理子, 小杉忠誠: habutobin cDNA クローニングと組換えタンパクの作製. 第 3１
回日本血栅止血学会学術集会; 2008 Nov 20-22, 大阪市, 血栅止血誌, 19(5): 704.
PD08017: 中村真理子, 高良秀, 中村一直, 砂川昌範, 小杉忠誠: Bound-thrombin 刺激内皮細胞内アクチンの
脱リン酸化は細胞先導端形態を変える. 第 3１回日本血栅止血学会学術集会; 2008 Nov 20-22, 大
阪市, 血栅止血誌, 19(5): 717.
PD08018: 中村真理子, 天願博敦, 砂川昌範, 小杉忠誠: ハブ每由来ハブトビンによる血小板の FAK-Tyr397
のリン酸化の抑制はコラーゲン凝集を抑制する. 第 3１回日本血栅止血学会学術集会; 2008 Nov
20-22, 大阪市, 血栅止血誌, 19(5): 728.
その他の刉行物
MD08001: 小杉忠誠: 味蕾味細胞の発育には Sox2 遺伝子が必要である(海外文献紹介). 緩和医療学, 10(4):
426, 2008.
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生理学第二分野
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(酒五哲郎)
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)を心臓標本に
適用することにより，標本の多数の領域から電気的活動
を同時記録することが可能となり，これをもとに興奮伝
播パターンのマッピング／イメージングをおこなうこと
ができる。われわれはこの測定法をラット摘出心房標本
に適用し，標本内の興奮波伝播パターンのマッピングを
おこない，その解析を進める研究を進めてきた。本年度
はこの標本に gap junction の inhibitor である octanol
を作用させ，その作用を解析した。octanol により心房
標本内での興奮波伝播速度は低下がみられ，時に
conduction block も発現した。さらに，optical action
potential の立ち上り速度(rate of rise)，および振幅
の低下が併せて観察された。これらの効果は，octanol
による心筋細胞間の電気的結合の抑制の結果と考えられ
る。
2. 光学的測定法による FM 繰り返し音に対する左右聴皮
質応筓解析（細川 浩、窪田道典、堀川項生）
左右大脳聴覚領の機能差異について，心理学的，生理

学的に多くの研究がなされてきた。最近，fMRI の測定に
より人間の左聴覚領は時間的処理に，右聴覚領は周波数
分析に優れていることが示された。しかしながら，霊長
類以外の動物では，左右聴覚領の機能差異に関する研究
は尐ない。齧歯類の一種であるモルモットは，音による
コミュニケーションも盛んに行い，その鳴き声は，約７
０種に分類されている。その泣き声は，約８Ｈｚで繰り
返し発せられ，各要素はＦＭ音によって構成されている
場合が多い。ＦＭ繰り返し音は，モルモットにとって重
要なコミュニケーションの要素と考えられる。我々は，
モルモットの左右の機能差異を調べるため，電位感受性
色素を用いた光学的計測法により各動物の中心領域を同
定し，その左右周聴皮質の波数バンドの大きさと，上向
ＦＭおよび下向ＦＭの繰り返し音特性を調べた。左聴覚
領が広い動物と右聴覚領が広い動物で，ＦＭ繰り返し音
の向きにより，
繰り返し音特性が異なることを観察した。
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 60 種類の複合有用
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
OI08001: Sakai T. Optical mapping analysis of the spatiotemporal pattern of experimental
tachyarrhythmia in the improved isolated rat atrium preparation. J Physiol Sci 2008; 58:
87-97.
国際学会発表
PI08001: Kasai M, Hososhima S, Hidaka A, Kuchiiwa T, Liang Y-F. Effects of menthol and cold stimulation
on behaviors in fishes. Soc for Neurosci Abstracts, 38th Annual Meeting, Washington, D.C.
US, 2008; 170.10.
国内学会発表
PD08001: Sakai T, Kanlop N. Optical mapping study of the effect of octanol on the excitation spread
in the isolated rat atrium. J Physiol Sci 2008; 58 Suppl S178.
PD08002: Hosokawa Y, Kubota M, Horikawa. J: Optical imaging of neural activities of the right and
left guinea pig auditory cortices evoked by the FM sound. J Physiol Sci 2008; 58 Suppl S171.
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(A)

生化学分野
A. 研究課題の概要
1. 脳でのリボソーム機能の調節と神経可塑性
神経可塑性の電気生理学的モデルとして、長期増強現
象(LTP)が知られています。私達は、LTP の分子機構の一
つとして、タンパク質の翻訳レベルでの調節機構が関与
している可能性を検討しています。神経細胞では、細胞
体に加えて後シナプス部位にも、mRNA とリボソームが存
在します。そして、LTP では、シナプス効率が増強され
ている後シナプス部位でのみタンパク質の翻訳が促進さ
れています。
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。2006 年に、
後シナプス部位に 20 種類以上の RP の mRNA が存在するこ
とが報告されました。後シナプス部位でこれらの RP の
mRNA が翻訳され、細胞体から運ばれてきたリボソームの
修復や再形成が起こっていることが考えられます。本研
究では、これらの知見をふまえて、LTP では、RP が後シ
ナプス部位でリン酸化されてリボソーム機能が促進され
ている可能性を検討しています。すなわち、分子生物学
的手法により得られた RP や、
生体から調製したリボソー
ム分画を用いてリン酸化される RP を網羅的に解析して
います。リン酸化酵素としては、CaM キナーゼファミリ
ーや C キナーゼ、cAMP 依存性キナーゼおよび MAP キナー
ゼを用いています。これらの酵素は、全て LTP への関与
が報告されています。2 年程前に、RPS19 が CaM キナーゼ
ファミリーの中の CaM キナーゼ I でリン酸化されること
を見いだし、
そのリン酸化部位を決定しました。
さらに、
リン酸化特異抗体を作製し、培養神経細胞や脳内でも本
部位がリン酸化されていることを明らかにしました。現
在、
このリン酸化の生理的意義について検討しています。
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
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。最
近、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りました。
興味深いことに、前述の私達の研究から、その領域に CaM
キナーゼ I によりリン酸化される部位が存在することが
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。最近、赤血球系の
培養細胞では、CaM キナーゼ I 以外のタンパク質リン酸
化酵素が RPS19 のリン酸化に関与していることがわかり、
この分野との関連も含めて研究を進めています。
3. 神経細胞の細胞膜でのタンパク質リン酸化反応とタ
ンパク質分解反応の相互作用
神経細胞の細胞膜直下には、様々な細胞内情報伝達系
を構成するタンパク質リン酸化酵素が豊富に存在します。
これらのタンパク質リン酸化酵素が正常に機能すること
で、神経細胞の生存が維持されると考えられます。視床
下部神経細胞では、タンパク質リン酸化反応により、細
胞膜に存在している EGF（上皮増殖因子）活性を持つ因
子が細胞膜から切り出され、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明らかになりま
した。この EGF 受容体の刺激が細胞の生存を維持してい
ると考えられています。最近、私達は、この反応に CaM
キナーゼ II が関与することを見いだしました。EGF 様因
子の遊離には細胞膜に存在するタンパク質分解反応の活
性化が必要であることから、CaM キナーゼ II がこの活性
化に関与している可能性が考えられます。現在、この可
能性を siRNA を用いたノックダウン法や複数の酵素の過
剰発現系を用いて検討しています。本研究では、特に細
胞膜のラフトとよばれる部位での反応に注目しています。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Song T, Hatano N, Kambe T, Miyamoto Y, Ihara H, Yamamoto H, Sugimoto K, Kume K, Yamaguchi
F, Tokuda M, Watanabe Y. Nitric oxide-mediated modulation of calcium/calmodulin-dependent
protein kinase II. Biochem J 2008;412:223-231.
OI08002: Uechi T, Nakajima Y, Chakraborty A, Torihara H, Higa S, Kenmochi N. Deficiency of ribosomal
protein S19 during early embryogenesis leads to reduction of erythrocytes in a zebrafish model
of Diamond-Blackfan anemia. Hum Mol Genet 2008;17(20):3204-3211.
国内学会発表
PD08001: 前田紀子, 徳誠吉, 内藤康仁, 松原守, 山本秀幸：リボソームタンパク質 S19 のリン酸化と S19 結
合タンパク質との相互作用. BMB2008(第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会 合
同大会)講演要旨集, 781, 2008.
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(A)

(A)

PD08002: 中村魅加子, 比嘉三代美, 平野菜穂子, 鈴木健夫, 鈴木 勉, 剣持直哉:ゼブラフィッシュ初期発生
における RNA 修飾因子の機能阻害と RNA 修飾の役割. BMB2008(第 31 回日本分子生物学会年会・第
81 回日本生化学会大会 合同大会)講演要旨集, 275, 2008.
PD08003: 比嘉三代美, 中村魅加子, 平野菜穂子, 剣持直哉:ゼブラフィッシュを用いた snoRNA の生成阻害と
RNA 修飾の役割. 第 10 回ＲＮＡミーティング, 2, 2008.
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熱帯寄生虫学分野
A. 研究課題の概要
1．マラリア対策と貧困削減戦略に関する研究
マラリア対策において僻地、貧困地域での实施は必要
不可欠であり、途上国において貧困対策が進むなか、こ
の二つの対策のリンクが重要と考えられ、ラオス国にお
いて貧困削減戦略ペーパー（PRSP）とグローバルファン
ドによる国家マラリア対策の進行状況と比較検討して、
貧困削減と関連した新たな指針を示すことを目的とした。
さらに、貧困尐数山岳民族の多くが従事している焼畑農
業とその活動に起因するマラリア感染リスクを明らかに
すると共に、マラリア感染と貧困と密接に関係する栄養
との関連についても明らかにし、新たなマラリア対策の
アプローチ開発を目指す。さらに貧困地域はマラリア以
外の感染、特にデング熱の流行も深刻であり、この複合
感染と栄養不全がもたらす影響をも明らかにし、他対策
とのインテグレーションについて指針をつくることも視
野にいれている。
本研究は、ラオス国のマラリア寄生虫昆虫研究所の研
究者及び調査対象地の県、郡と村落の医療スタッフの協
力により遂行した。
a)マラリア対策と貧困対策についての研究
ラオス国における貧困削減戦略ペーパー（PRSP）とグ
ローバルファンドの国家戦略との整合性についての解析
を進めている。さらに貧困削減郡における事業实施者に
対して In depth interview を行い、問題点を抜き出し整
理した。その結果、貧困削減戦略ペーパーとマラリア対
策戦略ペーパーについて大きな相違点はなかった。しか
しながら、マラリア対策戦略のなかで特に貧困層におけ
る対策が特化されていないことに加え、貧困指定郡にお
ける聞き取り調査において以下の問題点が明らかになっ
てきた。１）貧困層の多い僻地が今後のマラリア対策の
重点地域であるが、初期診断・治療、健康教育、蚊帳の
普及ともに十分に行われていない。マラリア初期診断・
治療については無償で行われることになっているが、情
報伝達と配給システムが整備されておらず实際には行き
届いていない。２）ヘルスポストにおける治療は一部の
郡において改善されているが、これは Equity Fund 等の
普及によるものであるが、マラリア対策との連携はなさ
れていない。３）健康教育は尐数民族の言語を使用した
教育機材の作成等が行われており進展を示しているが、
公的保健機関が为導であり住民の自为性を促す戦略が实
施となっておらず实際には十分な行動変容は得られてい
ない。４）以上のサービス改善のための僻地へのアクセ
スに十分な予算付けがなされていないことと、他プログ
ラムとのインテグレーションが有用と考えられることで

ある。
ラオスにおけるマラリア対策において貧困僻地が重点
地域と捉えられ戦略が策定されている。しかしながら、
その戦略は貧困群において实施されているが、郡のなか
での僻地には効率的に实施されていない可能性がでてき
た。さらに保健セクターのなかで医療サービスの格差是
正のために、貧困層に対する医療を無料化する Equity
Fund が導入され、これによって末端医療機関の受診の数
は上昇し、マラリア対策にも早期治療、重症治療の点で
影響していると予想される。しかしながらマラリア対策
のなかにこれら保健システム強化の戦略は盛り込まれて
おらず、考慮が必要である。今後、マラリア対策と保健
システム強化の関連のなかでの関連性、効果を評価する
ことを考えている。
b) マラリア対策と焼畑農業の関係に関する研究
貧困尐数山岳民族の多くが従事している焼畑農業とそ
の活動に起因するマラリア感染リスクを明らかにするた
め、セコン県ラマム郡の 2 村落において 2008 年 3 月と 8
月（1 カ村のみ 2009 年 2 月）の 2 回調査を行った。迅速
検査キットとギムザ標本によるマラリア血液検査を対象
村に居住する村人に対して行った。また、質問票を用い
たインタビューを家屋長に対して实施した。ラリア血液
検査は、約 1,100 名、インタビューには、約 200 名が参
加した。
顕微鏡による確認検査はまだ終了していないが、
迅速検査キットを用いた３カ村のデータによると、3 月
（乾季・農閑期）から 8 月にかけて、熱帯熱マラリアの
有病率は上昇していた（15.5%→23.4%）
。農地での宿泊日
数、蚊帳の使用場所なども 3 月から 8 月にかけて、大き
く変化していたことから、これらは为要なマラリア感染
の危険因子である可能性が示唆された。また貧困僻地に
おいて多く实施されている焼畑農業については季節によ
る関連性が示唆された。今後、焼畑にともなう移動を考
慮したマラリア対策を行うことを考えるべきであろう。
このため最終年度はさらなる解析をし、関連性について
統計学的解析を加える予定である。
c）マラリア対策と栄養、デング熱感染との関連に関する
研究
栄養状態を一つの指標とする貧困対策がマラリア及び
デング熱の流行に与えている影響を検討するために、マ
ラリア非流行地のビエンチャン市（8 月下旪）とアッタ
プー県 Phouvong 郡の 4 村落（平成 21 年 1 月～2 月）で
の住民検診によりマラリアとデング熱の流行状態を把握
した。マラリア患者の発掘には、迅速診断キット及び塗
抹標本のギムザ染色法を用いた。栄養状態及びマラリア
と他の感染症の混合感染の動態を血清疫学的に解析する
ために、
別途尐量の血液採取
（マイクロキャピラリー法）
を行い、分離した血漿画分を液体窒素で凍結保存し解析
を行った。抗デング熱ウイルス抗体は粒子沈着凝集法、
抗熱帯熱マラリア原虫抗体価は ELISA 法で、マラリア等
に対する感染抵抗性を反映する栄養素としての血清中の
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亜鉛濃度は市販のアッセイキットにより測定した。
マラリアと他の感染症の混合感染について明らかにす
るために、住民検診によるマラリアの疫学調査をアッタ
プー県 Phouvong 郡の 4 村落で实施した（検診者数 532
名）
。その結果、熱帯熱マラリア原虫陽性者は平均 0.4%
(0-1.9%)で、昨年度の調査結果の平均 5.8% (1.1-8.5%)
よりさらに減尐していた。マラリアとの混合感染の対象
疾病であるデング熱の侵淫動態については、同地域での
既存のサンプルをも用いて解析を進めた結果、2005 年の
調査では、デング熱抗体陽性者は 4.8%、2006 年には大流
行があり陽性者は 47.3%であったが、それ以降は約 10%
と低下していた。また、マラリア感染歴がある住民（高
いマラリア原虫抗体価を保有）はデング熱の感染歴（抗
体陽性）があることが明らかとなった。住民の栄養状態
とマラリア及びデング熱感染歴の相関を検討するために、
血清中の亜鉛濃度を測定した。その結果、年度での差は
見られるが、高いマラリア抗体価を持つ住民では血清亜
鉛濃度が低いことが示された。また、原虫保有の有無と
の相関でも同様な結果が得られた。しかし、デング熱感
染歴と亜鉛濃度の相関は見られていない。
デング熱との関連においては、アッタプー県における
マラリアの流行状況の解析では、2006 年を境にして急激
にマラリア原虫陽性者が減尐しており、関係機関への聞
き取り調査の結果、国際ボランティアグループの積極的
な介入や蚊帳の普及等がこのようなマラリア削減に関与
することも浮き彫りにされてきた。また、マラリアとデ
ング熱の混合感染については、マラリア原虫保有者はデ
ング熱の感染歴（抗体陽性）を持つ住民が尐ないが、一
方、高いマラリア原虫抗体価を保有する住民はデング熱
の感染歴をもつ人が多いことが分かり、住民の免疫動態
が反映されているものと考えられた。栄養状態とマラリ
ア感染に関しては、高いマラリア原虫抗体価を持つ住民
では血清中の亜鉛濃度が低いことから、感染防御能と栄
養素の一つである亜鉛の関連性が明らかとなり、現在、
血清蛋白質（アルブミンとグロブリン）との関連を解析
している。
2.ローヤルゼリーの免疫賦活・調整機能に関する研究－
ローヤルゼリーの NK 細胞機能に及ぼす影響－
ローヤルゼリー(RJ)は、みつばちが花粉などを原料と
して体内で作り出す物質であり、女王蜂のエネルギー源
とされ、ビタミン類、ミネラル、及びアミノ酸が含まれ
ており、高たんぱくで多くの栄養素を含んでいる。RJ の
効果・効能としては、エストロゲン様作用、自律神経の
調節、
抗老化作用及び免疫賦活作用などが知られている。
本研究ではアルコール性肝障害におけるローヤルゼリ
ーの効果について免疫賦活作用を有する肝 NK 細胞機能
と液性免疫調節因子（サイトカイン）の動態に焦点を当
てて検討を行った。
アルコール性肝障害モデルマウスは、5%エタノール含
有液体飼料を夜間 12 時間の給餌をすることで作成した。

RJ は 2mg/マウスの経口投与を一週間の事前投与を含め
連日行った。实験開始後、4 週目にマウスを屠殺し、各
種の免疫学的解析を行った。
①体重変化は、対照飼料給餌群に比較してエタノール
含有飼料給餌群では、明らかに低下が見られたが、RJ 投
与群との差は見られなかった。②肝障害の指標となる血
清トランスアミナーゼ(GPT)値は、4 週目の RJ 投与群で
低下の傾向が見られ、肝障害の改善が示唆された。③肝
臓での自然免疫機構を担う肝NK 細胞とNKT 細胞の変動は、
各实験群での差異は見られなかった。
④肝 NK 細胞の免疫
賦活作用を評価する為に、YAC-1 細胞を標的とした NK 細
胞の細胞障害活性を調べた。その結果、エタノール含有
飼料給餌群に比較して、
明らかに RJ 投与群でその活性が
高いことが示され、RJ 投与による免疫賦活効果が示唆さ
れている。
以上の結果より、アルコール性肝障害モデルマウスに
RJ を投与することで、肝機能改善効果示されたことから、
現在、
長期 RJ 投与实験及びその他の免疫学的パラメータ
ーの詳細な解析を行っている。
3.イソギンチャク類の刺胞每に関する研究
沖縄諸島海域に生息し、激しい刺傷被害を引き起こす
ことが知られているイソギンチャク類ウンバチイソギン
チャク 2 種について、健康被害の实態についての疫学調
査を行うとともに、タンパク質每を分離・精製して、化
学的性状を解明し、
卖離された每素群の作用機序を探り、
刺傷被害時における効果的な治療法開発の基礎となる知
見を蓄積することを目的として研究を行ってきた。
まず、
疫学調査については、ウンバチイソギンチャク類自体の
生息数が調査開始時より沖縄海域では年々減尐し、今で
は一部の地域を除き、ほとんど見られなくなったことも
あって、現在ではその健康被害はほとんど発生すること
はなくなった。上述のように、当該イソギンチャク類の
激減により、ほとんど入手できなくなり、繰越し申請を
行い承認されたわけであるが、今回も予想以上にサンプ
ルの確保が困難であり、十分な实験はできなかった。こ
れまでのところ、①フサウンバチイソギンチャクの刺胞
球が酢酸により酢酸により每素が失活すること、②その
每素は透析・限外ろ過等により、活性が 10 分の１になる
こと、③分子量が 20Kda の塩基性タンパクは、赤血球溶
血試験および競合阻害試験により、溶血活性が認められ
たこと、④N 末端アミノ酸配列では、その遺伝子では他
のイソギンチャク溶血每遺伝子と平均 46%の相同性が見
られ、予測されるアミノ酸配列も平均 56%の相同性が認
められること、⑤特にトリプトファンリッチな領域は保
存性が高く、溶血活性に強く関わっているものと推測さ
れたこと、
⑥新規と思われる 4 種類のタンパク每のうち、
120kDa のタンパクは強い致死性を示し、また 50kDa のも
のは溶血活性を確認されたことなどの成果が挙げられる。
現在さらに每成分の活性機能と分子特性を解析中である。

- 20 -

B. 研究業績
原
著
OI08001: Mannoor MK, Tsukamoto M, Watanabe H, Yamaguchi K, Sato Y: The efficacy of royal jelly in the
restoration of stress-induced disturbance of lymphocytes and granulocytes. Biomedical
Research, 19:69-77, 2008.
国際学会発表
PI08001: Li C, Mannor K, Taniguchi T, Watanabe H: Role of macrophages in murine malaria protection
in apoptosis inhibitor deficient mice. ⅩⅦth International Congress for Tropical Medicine
and Malaria:2008.
PI08002: Taniguchi T, Mannor K, Li C, Toma H, Sato Y, Watanabe H: Analysis of gd T cell subsets in
patients with falciparum malaria in Lao PDR. ⅩⅦth International Congress for Tropical
Medicine and Malaria:2008.
国内学会発表
PD08001: Mannoor K，李長春，谷口委代，當眞弘，渡部久实，佐藤良也：Erythrocyte binding antibodies and
extramedullary erythropoiesis may have possible association with protection from murine
malaria infection．第 77 回日本寄生虫学会大会プログラム・抄録集：62，2008．
PD08002: 谷口委代，マヌールカイサール，李長春，當眞弘，渡部久实：マラリア患者における自然免疫によ
る感染防御機構の解析第 77 回日本寄生虫学会大会プログラム・抄録集：63，2008．
PD08003: 李長春，カイサールマヌール，谷口委代，渡部久实：Role of macrophages in murine malaria
protection in apoptosis inhibitor AIM deficient mice．第 77 回日本寄生虫学会大会プログラム・
抄録集：63，2008.
PD08004: 谷口委代，李長春，當眞弘，佐藤良也，渡部久实：ラオス国の熱帯熱マラリア患者における gd T 細
胞サブセットと自然獲得抗体の解析．第 49 回日本熱帯医学会大会・第 23 回日本国際保健医療学会
学術大会合同大会プログラム抄録集：131，2008.
PD08005: Li C, Mannoor K, Taniguchi T, Watanabe H: Apoptosis inhibitor regulates the production of
anti-inflammatory cytokines in murine malaria development. 第 38 回日本免疫学会総会・学術
集会記録，38：83，2008．
PD08006: Taniguchi T, Mannoor K, Li C, Watanabe H: Analysis of gd T cells subsets and natural acquired
antibody in patients with falciparum malaria in Lao PDR. 第 38 回日本免疫学会総会・学術集
会記録，38：84，2008．
PD08007: Mannoor K, Watanabe H, Li C, Taniguchi T: ネズミマラリア感染における抗 ssDNA 抗体産生 B 細
胞の感染防御機能．第 38 回日本免疫学会総会・学術集会記録，38：84，2008．
その他の刉行物
MD07002: 當眞弘: ラオス国におけるマラリア予防対策の総合的研究―薬剤感受性試験および治療における社
会学的調査. 平成 16-18 年度厚生労働省国際医療協力研究委託費研究報告集（国立国際医療センタ
ー）, 開発途上国の住民に資するマラリア対策及び社会技術の開発に関する研究（为任研究者: 狩
野繁之）, 47-48，63-64，77-78，2007.

- 21 -

(A)

るメンタルヘルス活動やメンタルヘルスに関する認識を
調査し、中小企業におけるメンタルヘルス活動の实態を
明らかにし、それらの資料を基に、中小企業に求められ
ているメンタルヘルス活動を充实させるとともに、今後
の中小企業におけるメンタルヘルス活動の進め方を探る
ことを目的としている。

衛生学・公衆衛生学分野
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（青木一雄）
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 (人/人口 10 万人あたり)
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あ
る。従来より、胃がん発生には、飝生活や飝習慣、及び
環境などが関与しているといわれているが、人種による
違いもこれらの諸要因と亣絡しており、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
法と思われる。 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ヘリコバク
タ・ピロリ感染に関して、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 か国で健康調査を实施し、
比較検討を行い、その結果を発表してきた。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ヘリコバクタ・
ピロリ感染率や慢性萎縮性胃炎有病率の差異が、人種、
社会経済環境及び飝生活、飝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实施し、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いる。
2. 中小事業場におけるメンタルヘルス活動の实態解明、
及びそれらの事業場におけるメンタルヘルス活動の進め
方に関する研究（青木一雄）
一般に、中小企業は、大企業に比べ労働衛生管理は遅
れているが、とりわけメンタルヘルス分野の活動は、こ
れらの中小企業においては、なおざりにされていること
が多いと言われている。悲しいことに、2003 年１年間の
自殺者数は、過去最高の 34,427 人に達し,1998 年にはじ
めて年間の自殺者数が 3 万人を超えて以来、毎年（1998
年～2008 年）3 万人以上の人が自ら命を絶っている。 こ
れらの自殺の原因は様々であるが、リストラ、抑うつ状
態、過労なども原因としてあげられ、 これらの要因は仕
事と密接に関係している。したがって、種々のメンタル
ヘルス対策を講じることにより、これらの自殺を未然に
防止し、労働者を守るとともに、 事業場の労働衛生の向
上に寄与することは非常に重要なことであると考えられ
る。
大企業と比較し、労働衛生活動、とりわけメンタルヘ
ルス対策が進んでいないと思われている中小企業におけ

3. 本土在住日本人および在沖米国人における沖縄型飝
事と沖縄野菜の組み合わせによる血圧、抗酸化栄養素へ
の効果に関する無作為割付による飝事介入研究：チャン
プルースタディ３および４（等々力英美）
伝統的沖縄型飝事における飝事パターンおよび沖縄野
菜に焦点をあて、尿中ナトリウムの減尐、血清中抗酸化
栄養素の増加および血圧などに与える影響を、本土在住
日本人において検証した。神奈川県、東京都に居住して
いる健康な 40 歳以上 69 歳未満の日本人男女 315 名を対
象とした。
日本人においても米国人男女 150 人と同様に、
伝統的沖縄飝事パターンによる介入で血圧の減尐が見出
された。沖縄飝介入群で収縮期および拡張期血圧の減尐
幅は、同一の介入飝を摂取した米国人の結果とほぼ同程
度であり、
欧米型飝事を基礎にして作られた DASH 飝とは
異なる伝統的沖縄型飝事が、高血圧を含めた生活習慣病
の予防や治療において、飝事パターンへの介入が有効な
方略となりうると考えられた。
循環器系総合内科学分野、
泋尿器科学分野、附属病院検査部、東京大学大学院医学
系研究科との共同研究である。
※DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)飝：
飝事ベースで高血圧の改善に成功した飝事だが、米国人
向けに作成した飝事のために、必ずしも日本人向けでは
ない。高血圧者または健常者のために作られ、野菜・果
物が豊富で、低脂質乳製品を特徴としている。
4. 国際援助の観点からみた戦災復興政策の評価手法の
検討（等々力英美）
わが国の保健医療政策のあり方を考える上で、政策決
定の評価は重要である。政策評価の問題は多くの場で取
り上げられているが、その一方で、实際に有効に適用で
きる評価方法の開発は、余り進んでいない。この理由の
ひとつには、過去における政策決定の検証が十分でなか
ったことが考えられる。沖縄における米国の公衆衛生政
策はユニークなものであった。本研究は、戦後沖縄の戦
災復興政策を事例にして、米国の統治から日本復帰まで
の過程における政策形成プロセスについて明らかにし、
公衆衛生行政の政策化における意思決定がどのように行
われたのかを検証することを目的としている。
5. 動物喘息モデルにおけるサイトカイン研究（鄭奎城）
産業医学における職業性喘息の発症メカニズムは十分
に解明されていない｡サイトカインは炎症、免疫、細胞の
分化増殖などに関連する多彩な生物反応の発見に重要な
役割を持ち、为として職業性肺疾患との関連から近年多
くの研究がおこなわれている。我々はマウスを用いて、
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toluene diisocyanate を経鼻投与して喘息モデルを作成
し、脾臓細胞および胸腺細胞におけるサイトカインの分
泋状況と役割を検討した。さらにラットを用いて、喘息
モデルを作成し、血液、脾臓細胞 in vitro、気管支肺胞
(bronchoalveolar lavage), in vivo および in vitro サ
イトカインの分泋 profiles 及びサイトカインの mRNA の
発現とその役割、免疫機能の変化、気管支肺胞の病理組
織変化などを検討を進めている。さらに、化学物質の発
がん性についても研究している。
6. 肺がんなど悪性腫瘍におけるp53 およびk-ras 遺伝子
変異の研究（鄭奎城）
肺がんなど悪性腫瘍の早期診断はがんの予後と繋がる。
癌遺伝子 k-ras 及び癌抑制遺伝子 p53 の変異は悪性腫瘍
でよく見られる。我々は肺癌など悪性腫瘍の組織や喀痰
から得られた細胞から遺伝子を抽出し、DGGE 法や SSCP
法によって k-ras および p53 遺伝子変異の頻度、特徴な
どを分析している。さらに、COPD (chronic obstructive
pulmonary disease)患者の痰細胞における k-ras および
p53 遺伝子変異の状況を分析している。
7. 遠赤外線健康温熱器具を用いた長期間温熱療法が免
疫機能、酸化状態およびストレスホルモンに及ぼす影響
（鄭奎城）
温熱療法は過去数十年間、悪性疾患に対する化学治療
や放尃線治療の補助として用いられている。人間や動物
を対象として行われた多くの in vivo および in vitro
研究により、温熱療法は免疫、特に末梢白血球数、マイ
トジェンによる白血球反応、NK 細胞活性、リンパ球分画
といった細胞性免疫に対して有効であることが示されて

いる。
生活習慣病は先進国のみならず開発途上国においても
死亡の为要原因となっている。これらの生活習慣病は中
高年で発症し、免疫抑制、酸化ストレスの上昇、内分泋
系失調と関連があることが知られている。温熱療法など
によって生活習慣病の抑制や予防が行われているが、温
泉サウナ療法や遠赤外線サウナ器具、岩盤浴といった多
くの温熱療法は、生活習慣病を予防するための有用な方
法であると期待され、アジア諸国で発展し商品化されて
きた。しかしながら、一般にこれらの温熱療法の効果は
十分に理解されておらず、实用上の見地から、これらの
温熱療法に関する臨床的、实験的データが必要とされて
いる。
そのため、
我々は遠赤外線健康温熱器具を用いて、
長期間温熱療法に対する生理学的応筓、免疫機能、ホル
モン生成および酸化状態への効果を検討した。
8. 沖縄おける超高齢者の認知機能と生活習慣に関する
コホート研究（勝亥百合子）
沖縄県宜野湾市在住の超高齢者 197 人を対象とした認
知機能と生活習慣および血清中栄養素に関するコホート
調査を实施した。認知機能の測定は Mini-Mental State
Examination(MMSE)、臨床痴呆評価尺度(CDR)を用い、基
本属性（年齢、性別、世帯構成、教育年数、職歴）
、生活
習慣（飲酒、喫煙、趣味、運動）などを個別面接法によ
って調査した。
加えて、
空腹時に 13ml の静脈血を採取し、
総血球数、血清脂質、電解質、ビタミン、脂肪酸などを
測定した。その調査結果をもとに、沖縄在住の超高齢者
における長寿の要因の検討および認知機能と関連するバ
イオマーカーの検討を行っている。

B. 研究業績
総
説
RD08001: Aoki K. Helicobacter pylori infection and chronic atrophic gastritis in East Asia, the
tropics, and the subtropics. ～ A clue to solve "Asian paradox", "African enigma" and
"Caribbean wonder" based on the field studies in Japan, China, Tanzania, and the Dominican
Republic～. Ryukyu Medical Journal. 2008;27:61-79.
RD08002: 等々力英美. 伝統的沖縄型飝事介入による地域における健康改善は可能か? チャンプルースタデ
ィの結果から. 九州農村医学会雑誌. 2008;17:2-9.
国際学会発表
PI08001: Mano R, Ishida A, Ohya Y, Todoriki H, Takishita S. Dietary intervention with Okinawan
vegetables through home-parcel delivery increased circulating endothelial progenitor cells
in healthy young women. Berlin, Germany: 22nd Scientific Meeting International Society of
Hypertension, 2008.
PI08002: Todoriki H, Katsumata Y, Ohya Y, Willcox D.C, Zheng K, Sasaki S. A Clinical Trial of the Effects
of the Traditional Okinawa Diet on Blood Pressure and other Health Indicators. Can DASH-like
Results be Achieved? Berlin, Germany: 22nd Scientific Meeting International Society of
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(A)

(B)

Hypertension, 2008.
PI08003: Todoriki H. A Community-based Randomized Intervention Trial Utilizing Traditional Okinawa
Vegetable Diet -Importance of the Descriptive Data on Nutrition Transition in Post-War
Okinawa-. Kagoshima, Japan: International Symposium on Medical and Dental Research Field
Symposium for Education Program Development of Public Health Experts on Island and Community
Medicine with a Focus on Islands Countries, 2008.
PI08004: Dodge H, Katsumata Y, Yasura S, Higashiuesato Y, Ohya Y, Oken B, Kaye J, Todoriki H, Willcox
D, Dodge H, Traber M. Lipid Profiles of Mild Cognitive Impairment Among the Okinawan Elderly
in Japan. 61st Annual Scientific Meeting of the GSA. National Harbor, Maryland. November
21-25, 2008.
国内学会発表
PD08001: 青木一雄. Caribbean Wonder'を解明するために ～日本、中国、タンザニア、及びドミニカ共和国
のヘリコバクタ・ピロリ感染と慢性萎縮性胃炎～. 琉球医学会例会（教授就任講演）. 2008.7.15
PD08002: 等々力英美. 沖縄における長寿再生を目指した一次予防戦略は可能か?. 第 40 回沖縄県公衆衛生学
会 沖縄県单城市 学会長講演, 2008.
PD08003: 等々力英美. 沖縄野菜と沖縄型飝事から健康長寿へ. 日本農村医学会雑誌, 57: 51, 2008.
PD08004: 等々力英美, 大屋祐輔, 勝亥百合子, 東上里康司, ウィルコックス･クレイグ, 佐々木敏. DASH 飝
類似の伝統的沖縄飝の摂取は血圧を低下させる 無作為割付による飝事介入研究(チャンプルースタ
ディ). 日本高血圧学会総会プログラム･抄録集, 31:165, 2008.
PD08005: 等々力英美, 比嘉郁乃, 大屋祐輔, 勝亥百合子, 東上里康司, クレイグ･ウィルコックス, 佐々木
敏. 沖縄伝統的飝事の飝事パターン介入による無作為割付比較試験 (チャンプルースタデ
ィ)-DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)飝との類似性-. 第 40 回沖縄県公衆衛生学会,
沖縄県单城市, 2008.
PD08006: 鄭奎城, 勝亥百合子, 等々力英美, 青木一雄. ストレスホルモンや免疫学的機能に与える温熱療法
の効果(Effect of Thermal Therapy on Stress Hormones and Immunological Functions). 日本公
衆衛生学会総会抄録集, 67:426, 2008.
PD08007: 勝亥百合子, ダッヂ･ヒロコ, 東上里康司, 鄭奎城, 稲福さゆり, 比嘉大輔, ウィルコックス･クレ
イグ, 大屋祐輔, 保良昌徳, 等々力英美. 沖縄の高齢者における血球計数, 血清脂質と認知機能と
の関連. 老年精神医学雑誌, 19-II:195,2008.
PD08008: 勝亥百合子, DodgeHiroko, 東上里康司, 鄭奎城, 等々力英美, 保良昌徳, 青木一雄. 沖縄在住超
高齢者におけるメタボリックシンドロームと認知機能との関連. 日本公衆衛生学会総会抄録集,
67:498, 2008.
PD08009: 勝亥百合子，青木 一雄．フリーソフトウェアによる簡易散布図作成システム．第 3 回 パーソナル
コンピュータ利用技術学会全国大会. 東京都文京区, 2008.
PD08010: 伊藤真理, 等々力英美, 甲斐一郎. 沖縄県民の飝生活･栄養摂取の変遷と健康状態の変化に関する
文献的検討. 日本公衆衛生学会総会抄録集(1347-8060), 67:601, 2008.
PD08011: 黒田素央, 等々力英美, 佐々木敏. 各種だし素材使用量と野菜摂取量との相関, 40-60 歳代の沖縄
県住民を対象とした栄養疫学研究. 第 54 回日本栄養改善学会, 長崎, 2008.
PD08012: 宇栄原千春, 渡久地栄子, 由田克士, 等々力英美. 沖縄地域住民における栄養摂取の 1 年間追跡研
究(その 1)-研究内容および研究デザイン-. 第 40 回沖縄県公衆衛生学会, 沖縄県单城市, 2008.
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PD08013: 宇栄原千春, 渡久地栄子, 由田克士, 等々力英美. 沖縄地域住民における栄養摂取の 1 年間追跡研
究(その 2)-栄養状態の季節間変動-. 第 40 回沖縄県公衆衛生学会, 沖縄県单城市, 2008.
その他の刉行物
MD08001: 青木一雄. H.ピロリ感染ネズミにおけるカビ每素、亜硝酸塩添加及び沃素欠乏飝による胃発癌实験.
平成 17 年度～平成 19 年度科学研究費補助金（基盤研究（B)）研究成果報告書（研究課題番号：
17390176）, 2008 年 5 月
MD08002: 青木一雄、楠 正寛. 効果的な生活習慣及びメンタルヘルス改善教育プログラムの作成並びに改善
プログラム教育の教育効果の検証. 負団法人 メンタルヘルス岡本記念負団 研究助成報告集 2007
年度、2008, vol. 19：1-15.
MD08003: 等々力英美. 伝統的沖縄野菜料理は高血圧予防に有効か–チャンプルースタディによる科学的検証
-. 第 3 回沖縄産官学連携推進フォーラム 新産業創出に向けたシーズ発表会, 産業支援センター
(那覇市), 2008.
MD08004: 等々力英美. 生活習慣病の予防的戦略をどう考えるか-沖縄野菜による高血圧予防(チャンプルース
タディー)を中心に-. 那覇市医師会学術･生涯教育講演会, 2008.
MD08005: 等々力英美. 沖縄の長寿の危機と長寿再生は可能か?. 福五県立大学健康長寿研究会, 2008.
MD08006: 等々力英美. 健全な飝生活の实践にむけて-島野菜摂取促進から長寿再生へ-. 徳島県飝生活改善フ
ォーラム, 2008.
MD08007: 等々力英美. 医学から見た沖縄健康飝材の可能性と将来. 北部子どもの飝･栄養情報部会, 2008.
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ラフー質量分析計やガスクロマトグラフー質量分析計，
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，实際例に応用するこ
とを検討する。

法医学分野
A. 研究課題の概要
1. 死後体内薬物の再分布(宮崎哲次，福家千昭)
剖検時に採取した血液中の薬物濃度は必ずしも死亡時
の濃度を反映していないことが知られている。種々の薬
物について，死後時間経過に伴い血中濃度が著明に増加
することが明らかとなってきた。覚醒剤乱用者の剖検例
において，覚醒剤の血中濃度が採取部位により大きく異
なることを報告したが，生前に一定の平衡を保ちながら
全身に分布していた薬物が，死後に再分布することによ
るものであると考えられる。このような薬物濃度の死後
変化がどのように生じていくのかについて検討を行なっ
ていく。
2. 薬每物の定量分析法の開発とその応用(福家千昭)
生体試料中の薬每物を定量的に分析することは，中每
死例における死因の解明や中每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，
生体試料中の薬每物やその代謝産物の簡易で迅速な定量
分析法を開発し，实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实験にて検討を行なっ
てきた。今後これらのことを継続し，データの蓄積を行
なうとともに最新の分析機器である高速液体クロマトグ

3. 法医病理学的研究(宮崎哲次，五濱容子)
法医学においては，様々な背景をもった症例に対して
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･検討を行うこと
が求められる。そのために自らが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
応じて専門家に助言を受けながら積極的に症例報告を行
っている。
海に囲まれた沖縄県では水中死体を経験する機会が多
く，マリンレジャーに関連して発生する死亡事故では死
因究明とともに事故防止に繋がる法医学的な分析が求め
られる。1982～2007 年の間に,当教审で経験したスキュ
ーバダイビング中に発生した死亡事故例について分析し
て報告した。海上保安庁や各種ダイビング団体と連携を
図りながら，事故防止のための啓蒙活動にも積極的に取
り組んでいる。また，船舶のスクリューによる事故やサ
メによる損傷例についても分析･報告を行っており，
今後
もこの分野での研究を継続していく。
現在，陰圧による損傷が生体に及ぼす影響についての
研究を進めている。この研究は实際の事故症例から着想
を得ており，最終的には同様の事故防止ならびに救命の
ための助言ができると期待している。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki, Chiaki Fuke, Toshiji Mukai, Youkichi Ohno,Yoshinobu Sato. (A)
Scuba-diving related deaths in Okinawa, Japan, from 1982 to 2007. Legal Med 2008;10:119-124.
症 例 報 告
CI08001: Chiaki Fuke, Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki. Analysis of oseltamivir active metabolite,
oseltamivir carboxylate, in biological materials by HPLC-UV in a case of death following
ingestion of Tamiflu○. Legal Med 2008;10:83-87.

(A)

R

CI08002: Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki, Chiaki Fuke, Zenshin Taira. A case of death from the explosion
of a 66mm M72 High Explosive Anti-Tank rocket. Legal Med 2008;10:210-215.

(A)

CI08003: Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki, Chiaki Fuke. Hemoperitoneum due to rupture of a subserosal vein
overlying a uterine leiomyoma. Am J Forensic Med Pathol 2008;29:177-180.

(A)

CI08004: Tetsuji Miyazaki, Yoko Ihama, Chiaki Fuke. An autopsy case of commotio cordis from a motor
scooter accident. Legal Med 2008;10:264-267.

(A)

CI08005: Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki, Chiaki Fuke, Yasushi Ihama, Ryoji Matayoshi, Hiroshi Kohatsu,
Fukunori Kinjo. An autopsy case of a primary aortoenteric fistula: a pitfall of the endoscopic
diagnosis. World J Gastroenterol 2008;14:4701-4704.

(A)
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CI08006: Yoko Ihama, Tetsuji Miyazaki, Chiaki Fuke, Haruo Niki, Takahiro Maehira. Complete
decapitation of a motorcycle driver due to a roadblock chain. Int J Legal Med 2008;122:511-515.

(A)

CD08001: 宮崎哲次, 五濱容子, 福家千昭:顔面杙創によるトラック運転者の亣通事故死亡例. 法医学の实際
と研究, 51:11-14, 2008.

(B)

CD08002: 宮崎哲次, 五濱容子, 福家千昭, 二宮賢司, 野口正道, 比嘉薫, 石原昌人:電気マッサージ器によ
る絞死事例. 法医学の实際と研究, 51:15-18, 2008.

(B)

国際学会発表
PI08001: Yoko Ihama, Kenji Ninomiya, Masamichi Noguchi, Chiaki Fuke, Tetsuji Miyazaki. Pathologic
features of 12 cases of shark attack injury. The 7th International Symposium Advances in Legal
Medicine, 2008.9, Osaka.
国内学会発表
PD08001: 福家千昭, 五濱容子, 宮崎哲次:グリホサート製剤朋用の検索法の検討. 第 92 次日本法医学会総
会. 日法医誌, 62:p58, 2008, 長崎.
PD08002: 五濱容子, 福家千昭, 宮崎哲次:顔面刺創による内頸静脈閉塞によって死亡した 1 剖検例. 第 92 次
日本法医学会総会. 日法医誌, 62:p99, 2008, 長崎.
PD08003: 福家千昭:HPLC 操作法の实際, データの読み方. 第 30 回日本中每学会総会･学術集会 中每セミナ
ー. 2008, 和歌山.
PD08004: 石部琢也, 植嶋利文, 丸山克之, 松島知秀, 大澤英寿, 金五透, 木村貴明, 太田育夫,中尾隆美,
高橋英明, 濱口満英, 津田紀子, 福家千昭, 坂田育弘:グリホサート中每の 1 症例から学んだこと.
第 28 回日本中每学会西日本部会. 中每研究, 21:253-258, 2008, 和歌山.
PD08005: 二宮賢司, 五濱容子, 野口正道, 上地一史, 福家千昭, 宮崎哲次:自動車の重量を用いた自絞死例.
第 58 回日本法医学会九州地方会. 要旨集,p14, 2008, 大分.
PD08006: 上地一史, 五濱容子, 二宮賢司, 野口正道, 福家千昭, 宮崎哲次:船上作業中の大腻部離断による
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究审では、OX40L 抗体を世界で初めて作製し、その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
した。最近、OX40L の新たな誘導法を見出した。また、
OX40 と OX40 の高感度定量 ELISA の開発も手がけている。

免疫学分野
A. 研究課題の概要
１．免疫不全マウスのヒト感染免疫学への応用（田中勇
悦、大隇和、齊藤峰輝）
免疫不全マウスは，後天性免疫機能の欠如によりヒト
や異種動物細胞の移植を許容する。このマウスにヒトリ
ンパ球を移植すると、ヒトキメラマウスができ、マウス
では増殖しない HIV が増殖する。本实験系は、in vivo
におけるヒトの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と期待されている。当研究审では、
このキメラマウスにおいて、ヒトの機能的樹状細胞免疫
を施すことによりヒト型免疫応筓を惹起させるシステム
を樹立した。この方法によりワクチン開発など新しい高
度な免疫学研究への発展が期待される。我々はすでに
HIV-1 に対する感染防御応筓の誘導に成功した。その为
な防御メカニズムは，ヘルパーＴ細胞免疫応筓に起因す
ると考えられ，CD4T 細胞が抗原刺激で分泋する未知のサ
イトカイン様の因子が、ウイルスの感染防御の为要エフ
ェクターであると考えている。本因子の遺伝子と蛋白の
解明や応用方法について研究を進めている。また、本系
を活用して、種々の新規薬剤のスクリーニングが可能と
なった。
２．新たなヒト樹状細胞の分化誘導に関する研究（田中
勇悦、大隇和、齊藤峰輝）
ヒト卖球から樹状細胞を試験管内で分化培養する方法
については、様々な報告があるが、より機能的な樹状細
胞の培養方法の検討を重ねている。これまでケモカイン
受容体の架橋や細胞外マトリックスを用いた方法を発表
したが、IL-4 と IFN-beta の混合サイトカインを用いる
新たな培養法の研究を進めている。
３．免疫応筓刺激補助分子 OX40 ligand(L)とその受容体
OX40 の相互分子反応とシグナル伝達，および感染免疫に
おける役割の研究（田中勇悦、大隇和、齊藤峰輝）
TNF ファミリーの OX40L は、为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 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

４．成人Ｔ細胞白血病ウイルス(HTLV-I)の感染免疫と発
がんや HAM/TSP 発症の分子機構の解明（田中勇悦、大隇
和、齊藤峰輝）
HTLV-I の各ウイルス抗原に対する卖クロン抗体ライ
ブラリーを駆使して、HTLV-I の感染様式や感染標的分子、
および Tax と呼ばれる発がん関連分子の研究をしている。
また、海外の研究施設との共同研究で，HTLV-I 感染者血
液中のウイルス感染 CD4 細胞への CD8 キラーＴ細胞の攻
撃を試験管内で証明し、HTLV-I 感染における細胞性免疫
応筓の生体防御機構における重要性を明らかにした。さ
らに、tax 抗原に応筓する CD4+T 細胞のサイトカイン産
生の特殊性についても解析を進めている。また、tax の
定量 ELISA の開発も手がけている。
５．HIV-1 感染を抑制する化学合成薬剤の評価とメカニ
ズムの解明（大隇和、田中勇悦）
ヒトリンパ球を移植するマウスの改変により、CXCR4
を使用する HIV-1(X4 HIV-1)がよく増殖するマウスを共
同で開発した。このマウス体内では、ヒトの IL-4 が分泋
され、移植リンパ球を Th2 型優位に誘導することにより
X4 HIV-1 の感染を促進させると考えられる。この系を応
用して、HIV-1 感染をブロックする CXCR4 アンタゴニス
ト等の開発と評価およびそのメカニズムの解析を行って
いる。また、CCR5 分子についても新たな抗体の作製によ
り新たな機能の研究を進めている。
６．HIV-1 感染細胞を攻撃破壊する組換え VSV に関する
研究（大隇和、田中勇悦）
HIV-1 は細胞の CD4 とある種のケモカイン受容体を標
的として細胞に感染する。感染細胞では，ウイルスの増
殖に伴い細胞表面に HIV-1 エンベロープ蛋白を発現する。
VSV は動物の細胞を破壊するウイルスであるが人細胞に
対する病原性は極端に弱い。そこで、VSV 表面に CD4 と
ケモカイン受容体を発現させた組み換え体を作出し、そ
れを用いて HIV-1 感染者体内でウイルス産生細胞を攻撃
しようという試みを米国との共同研究で進めている。
OX40/OX40L の追加発現の効果について検討を進めてい
る。
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医科遺伝学分野
A. 研究課題の概要
1. Opitz 三角頭蓋症候群の責任遺伝子同定と解析
Opitz trigonocephaly C 症候群（OTCS）の原因解明の
ため, 均衡型相互転座 [t(3;18)(q13.13; q12.1)] をも
つ OTCS の患児より, その切断点の同定, 構造解析及び
遺伝子卖離を行い、染色体 3q13.2 の切断点より遺伝子
CD96(TACTILE) を特定した。遺伝子強制発現による in
vitro での機能解析により, この産物は, 細胞接着, 細
胞増殖に関わっていることが判明した。
日本人 OTCS 患児、
海外 OTCS 患児について変異解析を行っている。現在、日
本人 OTCS 患児 2 人に CD96 発現低下を、患児１人にミス
センス変異を確認しており、ミスセンス変異により生じ
る変異タンパクは, in vitro で活性（細胞接着, 細胞増
殖）を消失していることを確認している。さらに三角頭
蓋の原因候補領域領域の一つである９番染色体短腕の遺
伝子探索より CD96 と反応する遺伝子を見出し、
遺伝子変
異解析を行っている。日本人患児では、現在までに１人
にミスセンス変異を確認した。
2. 裂手裂足（SHFM1）の責任遺伝子同定と解析
裂 手 裂 足 の 原 因 解 明 の た め , 核 型 46, XY,
der(3)der(7), inv ins(3;7)(q21;q32q21.1)をもつ裂手
裂足患者から 7q21.1 側の切断点同定, 構造解析及び遺
伝子卖離を試みている。切断点をカバーする BAC contig
を作成 し , FISH 解析で切断点 を含む BAC を卖離 ,
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た。切断点近傍にマップされ
るEST のRACE 法による完全長遺伝子クローニングの結果,
新規遺伝子を発見した。
現在．全国コンソーシアム協力のもと, 裂手裂足患児
における遺伝子変異の有無, 遺伝子近傍の構造異常の有
無について解析を継続して行っている。
3. Aarskog 症候群の責任遺伝子解析
Aarskog 症候群（AAS）の患児の FGD1 遺伝子変異の有
無を検討している。現在までに, 散発例を含む患児１4
人中, ７種類の新規変異を確認した。
一部の AAS 患児に,
行動異常が認められることが以前より指摘されており,
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）
を伴う患児に FGD1 の変異を確認して
いる。そこで自閉症スペクトラムと診断された患児 64
人について変異解析を行い、イントロン内多型、エクソ
ン内のアミノ酸変異を伴わない多型を認めたため、多型
と遺伝子発現との関係、自閉様行動との関連について解
析中である。
（信州大学医学部社会予防医学講座遺伝医学

分野 福嶋義光教授との共同研究）
。
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。また, FGD1
遺伝子変異解析を効率よく行うため、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。
4. 細胞増殖因子 Midkine 発現と骨・軟部腫瘍増殖との
関係解析
ヘパリン結合性増殖因子である Midkine (MDK)は, 広
く腫瘍細胞の増殖に関わることが知られており, 近年,
その発現と生命予後との関係が注目されつつある。しか
しながら, 骨・軟部腫瘍においては, 全く検討されてい
ない。
そこで, 骨・軟部腫瘍での MDK の役割を解明し, 腫
瘍マーカーとしての診断的価値 , および治療のための
標的分子としての関係解析を行っている。
骨肉腫患者の腫瘍細胞での MDK の発現量と, 予後との
関係については, 発現量と生命予後に相関が見られ
（p<0.05）
、また, 抗 MDK ポリクローナル抗体では 骨肉
腫細胞株（SaOS-2, 9N2, 3N1, Nos1）に対し、 著明な増
殖阻害効果を認めた。さらに, RNA 干渉による MDK の発
現抑制によって、骨肉腫細胞の増殖が in vitro, in vivo
で抑制されることも確認した。MDK は骨肉腫の予後マー
カーとして有望であり、骨肉腫患者の血中 MDK 値と悪性
度、生命予後との関係について解析している。また、MDK
を阻害する抗体、低分子化合物は, 分子標的治療薬の候
補として有望であると考え、
機能性モノクローナル抗体、
効果の高い RNA 干渉分子、新規低分子化合物について検
討を行っている。
本研究は, 整形外科学分野との共同研究である。
5. 効率の良い遺伝子変異スクリーニング法の開発
遺伝子の変異、多型を効率よく、かつ再現性高く検出
できる系の構築を行っている。既知、未知の変異／多型
を問わず検出できることを目的として、近年開発された
高精度融解曲線分析法（HRM 法）を用いて全エクソンを
スキャニング出来る系を構築している。
6. 次世代シーケンサーを用いた疾患原因・病態解析
次世代シーケンサー（SOLiD3, ABI）を用い、原因不明
の遺伝性疾患の原因特定を行っている。加えて、次世代
シーケンサーを効率よく使用するための新しい方法の開
発を行っている。
7. 遺伝性疾患データベース (UR-DBMS; University of
the Ryukyus-Database for Malformation Syndrome) 第
16 版の一般公開と第 17 版の作成（成富研二）
UR-DBMS は, 1992 年から年 1 回定期的に全国に向けて
公開している, ほぼ全ての遺伝性疾患情報を網羅するデ
ータベースである。現在, この分野で国内唯一のデータ
ベースとしてその地位を確立し, 全国約 300 の大学およ
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び関連研究施設, 基幹病院, 障害者支援関連施設などで,
診断・治療・研究に利用されている。UR-DBMS はそのデ
ータを最新状態に維持するため, OMIM のホームページな
どを通してほぼ毎日アップデートしている。2008 年は
2008 年 5 月末までを整理し UR-DBMS 第 16 版として 2008
年 6 月に DVD-R で公開した。

8.遺伝性疾患診断支援ソフトウェア「Sydnrome Finder 6」
の一般公開（成富研二）
2003 年から公開を開始した「Syndrome Finder」は, 患
者の全症状を入力することにより, 診断候補を一致率の
高い項に表示する診断支援ソフトウェアである。
UR-DBMS
改定に伴い, 第 16 版の症状データを使った改訂版
「Sydnrome Finder 6」を作成したので, UR-DBMS 第 16
版とあわせて 2008 年 6 月に公開を開始した。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Kuniba H, Sato D, Yoshiura K, Ohashi H, Kurosawa K, Miyake N, Kondoh T, Matsumoto T, Nagai
T, Okamoto N, Fukushima Y, Naritomi K, Matsumoto N, Niikawa N. No mutation in RAS-MAPK pathway
genes in 30 patients with Kabuki syndrome. Am J Med Genet 146A:1893-1896, 2008
OI08002: Kuniba H, Tsuda M, Nakashima M, Miura S, Miyake N, Kondoh T, Matsumoto T, Moriuchi H, Ohashi
H, Kurosawa K, Tonoki H, Nagai T, Okamoto N, Kato M, Fukushima Y, Naritomi K, Matsumoto N,
Kinoshita A, Yoshiura KI, Niikawa N. Lack of C20orf133 and FLRT3 mutations in 43 patients
with Kabuki syndrome in Japan. J Med Genet 45:479-480, 2008
総
説
RI08001: 成富研二: 小奇形と診断における意義. 小児科 49(1): 3-8
国際学会発表
PI08001: Tadashi Kaname, Kumiko Yanagi, Yasutsugu Chinen, Yoshio Makita, Nobuhiko Okamoto, Hiroki
Maehara, Ichiro Owan, Fuminori Kanaya, Yuichi Oike, Toshiyuki Yamamoto, Kenji Kurosawa,
Yoshimitsu Fukushima, Axel Bohring, John M. Opitz, Ko-ichiro Yoshiura, Norio Niikawa, and
Kenji Naritomi. Functional analysis of CD96, a causative gene for a form of C (Opitz
trigonocephaly) syndrome. ESHG2008（EUROPEAN Human Genetics CONFERENCE 2008）, Barcelona,
Spain, May/June 2008
PI08002: Tadashi Kaname, Kumiko Yanagi, Yasutsugu Chinen, Kenji Naritomi. A 14Mb duplication of
9q31.1-q33.1 associated with features resembling Opitz trigonocephaly C syndrome,
trigonocephaly, facial dysmorphism, capillary hemangioma, redundant nuchal skin, and
hypogenesis of corpus callosum. The 8th Annual Meeting of the East Asian Union of Human
Genetics Societies (EAUHGS). Sapporo, July 2008
PI08003: Kumiko Yanagi, Tadashi Kaname, Kenji Naritomi. Comparison of DNA dyes, SYTO9, LCGreen Plus
and EvaGreen and Investigation of Amplicon Length for DNA Amplification for High-Resolution
Melting Analysis using LightCycler®480 System. The 8th Annual Meeting of the East Asian Union
of Human Genetics Societies (EAUHGS). Sapporo, July 2008
PI08004: Tadashi Kaname, Kumiko Yanagi, Yasutsugu Chinen, Kenji Naritomi. PCR/high-resolution
melting analysis for rapid and sensitive gene scanning of the faciogenital dysplasia gene,
FGD1. 58th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics. Philadelphia, USA,
November 2008
PI08005: Kumiko Yanagi, Tadashi Kaname, Kenji Naritomi. Comparison of DNA dyes, SYTO9, LCGreen Plus
and EvaGreen and Investigation of Amplicon Length for DNA Amplification for High-Resolution
Melting Analysis using LightCycler®480 System. 58th Annual Meeting of the American Society
of Human Genetics. Philadelphia, USA, November 2008.
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(B)

(B)

(B)

国内学会発表
PD08001: 要 匡、知念安紹、蒔田芳男、福嶋義光、吉浦孝一郎、新川詔夫、成富研二：免疫グロブリンスー
パーファミリーCD96 遺伝子変異は Opitz 三角頭蓋症候群の原因となる． 第 111 回 日本小児科学
会学術集会 東京 2008 年 4 月
PD08002: 要 匡、柳久美子、知念安紹、蒔田芳男、岡本伸彦、前原博樹、山本俊至、黒澤健司、福嶋義光、
Axel Bohring、John M Opitz、吉浦孝一郎、新川詔夫、成富研二：染色体構造異常から迫る、Opitz
三角頭蓋症候群の原因遺伝子卖離と機能解析．第 48 回 日本先天異常学会学術集会 東京 2008
年6月
PD08003: 要 匡、柳久美子、成富研二：ハイスループット遺伝子変異スクリーニングへ向けた PCR-高解像度
融解曲線分析法のための至適蛍光色素、増幅産物長の検討． 日本人類遺伝学会第 53 回大会 横浜
2008 年 9 月
PD08004: 柳久美子、要 匡、成富研二：LightCycler 480 システムを用いた高精度融解曲線分析法による FGD1
遺伝子全エクソンに対するジェノタイプ分析系の確立． 日本人類遺伝学会第 53 回大会 横浜
2008 年 9 月
PD08005: 要 匡、柳久美子、知念安紹、前原博樹、福嶋義光、吉浦孝一郎、新川詔夫、成富研二：ハイスル
ープット遺伝子スキャニングへ向けた PCR-高解像度融解曲線分析法の至適条件検討と FGD1 遺伝子
変異スクリーニングシステムの構築． BMB2008(第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化
学会大会 合同大会)
横浜 2008 年 12 月
その他の刉行物
MD08001: 成富研二. Syndrome Finder 6 (Software for diagnosis of genetic diseases), 2008.
MD08002: 平成２０年度 先端バイオ研究基盤高度化事業
成果報告書「創薬研究に結びつくヒトゲノム情報の効率的獲得とその機能解析：沖縄型ゲノム関連
疾患の解明と診断治療開発研究」 研究代表：要 匡
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腫瘍病理学分野
A. 研究課題の概要
１．大腸癌における前癌病変の分子病理学的解析とその
顕在化に関する研究(吉見直己・森岡孝満)
17 年度に学内協力講座(病態消化器外科学，女性・生
殖医学，放尃線医学，顎顔面口腔機能再建学分野)ととも
に薄切標本から直接 DNA，
RNA を抽出できるマイクロダィ
セクション装置を購入し，これにより正確な特定の細胞
から研究する事が可能となった。本装置は沖縄県では最
初のものである。20 年度もこれを利用して，従来より研
究している以下の前癌病変に関する分子病理学的解析を
継続研究していた。すなわち，b-catenin は細胞質内で
癌抑制遺伝子 APC と結合し転写因子 TCF/LEF を介して細
胞増殖に関連する分子CyclinD1 やMYC などにシグナルを
伝え，初期発癌過程のみならず，細胞増殖機構に重要な
遺伝子の一つである。私達の研究グループは大腸化学発
癌モデルにおいてもヒトと同様に b-catenin 遺伝子の変
異が認められることを発見し，この変異がラットにおけ
る大腸発癌メカニズムとして重要であることを明らかに
した(Mol Carcinogen 24: 232-237，1999，Cancer Res 58:
1127-1129，1998)。さらに私達は b-catenin 遺伝子変異
が発癌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
腸前癌病変の biomarker として極めて有用であることを
提唱した(Cancer Res 61: 1874-1878，2001)。現在，alcian
blue(AB)染色陰性病変と BCAC との関連を解析中であり，
この病変はより簡便で信頼性の高い biomarker として期
待される(Cancer Sci 95: 792-797，2004)。さらに，私
達は発癌と遺伝子変化との関連(J Exp Clin Cancer Res
25, 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(Anticancer 26: 2829-2832,
2006)、
こうした遺伝子変異や変動を上記の最新の解析装
置を用いて，引き続いて研究中であり、特にヒト大腸癌
におけるこうした前癌病変は今まで ACF は同定されてい
るものの、MDF はいまだ報告はなく、病態消化器外科学
分野との共同研究として手術材料で得られ、病理診断さ
れた残存の大腸組織からの同定を施行しだしている(本
学倫理委員会にて申請許可済み)。この实験は平成 20 年
度に文科省科研費基盤研究 C に採用されている。
加えて、
平成 19 年度に採用された文科省科研費基盤研
究 C に採択された研究内容として、Notch 遺伝子での変

化を検討し始め、現在、iPS 細胞導入に利用された遺伝
子の一つであるKlf4 遺伝子がNotch 遺伝子に関わること
が報告され、
それを踏まえた発現パタンを検索中であり、
まだ報告できないものの、興味ある結果が得られつつあ
る。
また、従来より、2 つの厚労省がん研究班においても、
ヒトでの大腸粘膜での上記病変の有無の検索を始めてい
る。
２．天然由来のがん化学予防物質の検出とその分子病理
学的作用メカニズムの解析(吉見直己・森岡孝満)
私達は沖縄県とその周辺に自生する植物抽出物の癌抑
制効果を検討している。現在までに私達は Terminalia
catappa（モモタマナ）と Peucedanum japonicum（ボタ
ンボウフウ）がラット大腸発癌を有意に抑制することを
明らかにした(Cancer Lett 205: 133-141，2004，Eur J
Camcer Prev 14: 101-106，2005)。これらの植物にはラ
ット大腸前癌病変の発生を抑制する component が含まれ
ており抑制効果の生物学的メカニズムとして細胞増殖の
抑制と 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）などもヒト大腸癌細胞株の
増殖を抑制し apoptosis を誘導する作用を持つことを明
らかにした(Asian Pac J Cancer Prev. 6, 353-358, 2005)。
現 在 ， 私 達 は 米 ぬ か 由 来 の ceramide ・ ganglioside
(Cancer Sci. 96, 876-881, 2005)と緑色野菜に含まれる
indole-3-carbinol(Int J Oncol, 27: 1391-1399, 2005)
などによる発癌抑制効果と作用機序の解析を行っている。
昨年度は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、琉大の中期計画实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」(代表者 安仁屋洋子保健学科教
授)のなかで、
ベニバナボロギクによる大腸発癌抑制に関
わ る 研究 とし て特 許申 請を 行 った ( 出 願番 号 特 願
2006-287692)。
また、
米国テキサス大学との共同研究ではβ-グルクロ
ニダーゼ阻害剤での大腸発癌抑制实験の報告を行った
(Mol. Med. Reports, 1: 741-746 2008)。
３．IT 技術の病理診断システムへの応用とその实施 (松
崎晶子・吉見直己)
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
テムの開発と实施を行っている。また、バーチャルスラ
イドへの利用を模索している。
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B. 研究業績
原
著
OI08001: Morita N, Walaszek Z, Kinjo T, Nishimaki T, Hanausek M, Slaga TJ, Mori H, Yoshimi N. Effects
of synthetic and natural in vivo inhibitors of ß- glucuronidase on azoxymethane-induced colon
carcinogenesis in rats. Molecular Medicine Reports, 1:741-746, 2008.
OI08002: Kudaka W, Oda T, Jinno Y, Yoshimi N, Aoki Y. Cellular localization of placenta-specific human
endogenous retrovirus (HERV) transcripts and their possible implication in pregnancy-induced
hypertension. Placenta, 29(3):282-9, 2008.
症 例 報 告
CI08001: Akamine M, Miyagi K, Uchihara T, Azuma M, Yara S, Higa F, Haranaga S, Tateyama M, Matsuzaki
A, Nakayama T, Fujita J. Necrotizing Fasciitis Caused by Pseudomonas aeruginosa. Inter Med.
47: 553-556, 2008.

(A)

(A)

(A)

CI08002: Nagasaki A, Miyagi T, Taira T, Shinhama A, Kojya S, Suzuki M, Aonahata M, Yoshimi N, Takasu
N. Adult T-cell leukemia/lymphoma with multiple integration of HTLV-1 provirus presenting
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機転の関与の有無がその差異を示しているのではないか
と予想され、更に種々の内外因性増殖因子応筓も含め、
検討中である。

細胞病理学分野
A. 研究課題の概要
１．動脈硬化発症機転の細胞生物学的解明
メタボリック症候群なる用語が流布しているように、
肣満症にともなう全身性の代謝異常だけではなく、古典
的な動脈硬化の疫学的危険因子である高血圧、喫煙、糖
尿病、高脂血症等にしても、实際のリスクに関連した細
胞生物学的な傷害機転の全容は明らかではない。当分野
では、
「動脈硬化はいつごろ、
どのようにして出来るのか」
と言う根本的な問題に対して、培養細胞を用いた細胞生
物学的研究と動脈硬化モデルマウスによる实験動物学的
解析に、形態病理学的な解析をふくめて多方面からのア
プローチを試みている。当該年度の研究の实施状況を以
下に述べる。
１）血管平滑筋細胞の炎症性形質発現機構の解明
傷害をうけた平滑筋細胞では、静止（収縮）型から増
殖（合成）型への形質転換を生じ、この事が動脈硬化病
変形成にあずかる平滑筋細胞の根本的な性格を表すと長
い間信じられてきた。ところが、近年、動脈硬化性変化
やその端的な帰結とも言える血栅塞栅症の発症に炎症性
機転が必須である事が明らかにされ、このような古典的
な形質転換と血管壁における炎症機転との関連を明らか
にする必要を生じている。たとえば不安定狭心症や心筋
梗塞の原因となる脆弱プラークでは、
むしろ fibrous cap
の平滑筋や膠原線維の増生が乏しい点が脆弱たる組織学
的基盤であり、この点での組織修復に関しては、むしろ
平滑筋細胞の適度な増生を必要としているのであって、
従来のような増殖型形質、イコール悪玉平滑筋との考え
方は成立しなくなってきている。昨年度より平滑筋の強
力な脱分化（増殖型への形質誘導）促進物質で、LDL の
構成成分でもある LPA に着目し、in vitro での形質転換
モデルを検討した。微量 nM order では容量依存性に増殖
型形質を誘導するものの、高濃度 micro-M order の LPA
では形質はむしろ静止型を示した。一方、炎症サイトカ
イン発現に関しては、IL-18 は増殖型形質に一致して高
発現を示したが、MCP-1 は低濃度から高濃度の LPA 刺激
下において高い発現を示し、すなわち古典型の形質転換
と炎症型形質転換は独立事象として制御されている可能
性が判明した。このような MCP-1 の誘導は血清枯渇によ
る静止型形質転換時には見られず、高濃度 LPA 貟荷時に
特徴的な現象と思われる。本研究によりトンガからの国
費留学生であった Halauafu Taukeiaho Matafolau 君が修
士の学位を取得し、現在は本国で臨床検査技師として活
躍中である（論文執筆中）
。炎症性形質の制御が、より動
脈硬化合併症制御に役立つであろう事は本研究も示して
いるが、特に従来の古典型形質転換の示す生理的な側面
と病的な側面があいまいであった事に関しても、炎症性

２）動脈硬化モデルマウスにおけるうつ状態の影響
本年度より文科省科学研究費基盤研究Ｃのサポートを
受けて、動脈硬化モデルマウスを水迷路試験、あるいは
強制水泳試験により心理学的に証明されたうつ状態にし
た場合の動脈硬化病変の形成、全身性あるいは血管壁の
炎症機転の様相についての研究を開始した。心理学的な
モデルの作製は、明石市の行医研に所属する土江氏（文
学博士）との共同研究である。代表的な動脈硬化モデル
マウスである ApoE KO mouse と対照の B6 マウスは、高脂
肪飝の有無、うつ貟荷の有無、ApoE KO か B6 control か
の違いにより 8 群に分け、４週間のうつないし高脂肪飝
貟荷の後、实験に供した。現在、採取組織の形態学的解
析、血液中のサイトカイン、コルチゾールの測定、脾臓
リンパ球分画の計測や Con A 刺激下のサイトカイン分泋
能の測定を施行している。コルチゾールは代表的なスト
レスホルモンであり、同じく関与の疑われるカテコラミ
ンとあわせて免疫系や炎症応筓への関与が予想される。
疫学的にもストレス状態、うつ状態では心筋梗塞をはじ
めとする心血管系の事故が増加する事が知られているが、
その細胞生物学的な機序は不明であり、現代社会におけ
る重要な危険因子と病変形成の機序を明らかにし、予防
や治療法開発への情報を提供したい。
３）変異型 IL-4 遺伝子の抗動脈硬化作用に関する研究
動脈硬化病変の形成時に作用する獲得免疫機序、すな
わち Th1/Th2 バランスは必ずしも一定しておらず、病変
の時期や様相による異なっている。しかし、急激な血管
壁傷害に対する血管壁の炎症機転には、獲得免疫系の
Th1 サイトカインが重要な役割を演じると言われており、
ある時期や様相の病変に対しては Th1/Th2 バランスの制
御により病変形成自体も control しうる可能性がある。
IL-4 は anti-inflammatory cytokine とも称されるよう
に Th1 過剰反応の制御に有用と思われるが、一方、IL-4
自体にも催炎症性があり、たとえば内皮細胞や平滑筋に
おいては接着因子 ICAM-1/VCAM-1 やケモカイン MCP-1 発
現を誘導する。この IL-4 の特性を回避するために、リン
パ球指向型 mouse IL-4 変異体を作製し、in vitro 培養
系および in vivo では ApoE KO mouse を用いた抗動脈硬
化性に関する検討を施行中である。
２．非腫瘍性肺疾患における炎症性機転と組織リモデリ
ングに関する研究
動脈硬化の進展、肺組織のリモデリングとも形質転換
を生じた間葉系細胞の過剰増殖に特徴づけられる組織変
化であり、その背景として局所性、全身性の炎症性機転
の関与が指摘されている。
当教审では以前より引き続き、
久留米大学呼吸器内科（星野講師、相澤教授）の教审と
共同で、間質性肺疾患、COLD、気管支喘息の発症機転に
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関与する炎症性サイトカインや酸化ストレスについて、
動物モデルや組織切片を用いた臨床病理学的な研究を实
施している。本年度は COLD 患者の small airway disease
発症に IL-18 が関与する事を報告した(Eur Respir J,
2008)。また、マウス BLM 誘導間質性肺炎モデルにおける
IL-18 の関与(Am J Respir Cell Mol Biol, 2009)、気管
支喘息モデルにおける TRX の抑制効果(Allergol Int,
2009)等の研究が進行している。
昨年度より心血管組織で
の検討も開始した上皮間葉移行に関する細胞外マトリッ
クス分子である periostin については、種々の肺組織に
おいても免疫組織学的検討を行っており、近日中に呼吸
器学会等での発表を予定している。

病理に関する総説や症例報告を執筆した。医学教育にお
いて特記すべき点は、病理部長を兹任している附属病院
において、文部科学省「多極連携型専門医・臨床研究医
育成事業」に琉球大学医学部後期研修医養成プログラム
が採択され、専門研修センターが発足した事であろう。
病理部においても県内外の大学病院、市中病院との連携
により、病理、細胞診専門医取得コースをはじめとする
全 11 コースを準備し、
研修ニーズへの対応の充实を計っ
ている。既に後期研修医１名がコースに参加し研修を開
始しており、引き続き基礎講座と病理部の連携の下に、
若手医師に魅力的なキャリアプランの提示と研修内容の
充实をはかり、次世代を担う人材の育成に努めたい。

３．心血管、腎病理学をはじめとする病理形態学的研究
附属病院病理部と連携した院内診断業務の充实に努め
ると同時に、
提携する院外施設の診断病理業務に従事し、
その成果として症例研究を中心に公表する事が出来た。
糖尿病性腎症は、CKD の中でも最もリスクの重積した状
態とも言える。従来より進行した糖尿病性腎症の組織型
として、
典型的 KW 結節を有する結節性糸球体硬化症が典
型とされてきたが、最近は、関連する高血圧等の全身性
動脈硬化性リスクの集積により、KW 病変が目立たない時
期に腎機能が低下する症例が増加してきている。糖尿病
性腎症を、糖每性の表現である網膜症の有無で分類する
と、網膜症群はより典型的な KW 病変を示すのに対し、非
網膜症群はむしろ動脈硬化性腎硬化症の目立つ非典型的
な組織像をもって腎機能低下が進行していた。より集約
的なリスク管理の必要である事を示す知見である、本研
究は、市中病院（久留米第一病院）糖尿病科の富田氏か
ら診断依頼症例を含めたデータであり、九州地区の糖尿
病学会等で発表した（論文準備中）
。日常業務から派生し
た臨床研究の良い例であり、引き続き院内外の専門家と
の共同研究を推進する予定である。また、循環器病理に
ついては、
平成 21 年度より厚労科研難治性疾患克朋研究
事業による中性脂肪蓄積心血管病 TGCV 研究班（班長、阪
大、平野賢一氏）への参画が決まっており、TGCV の探索
や組織学的診断法の確立を目指している。この他、診断

４．实験腫瘍学的研究
この研究分野では、教审における研究の中心的な存在
であった金城貴夫准教授が、10 月より米国 NIH より帰学
し、HTLV-I tax 遺伝子の関与しる細胞老化のメカニズム
に関する研究体制を立ち上げたが、
平成 21 年 4 月より保
健学科形態病理学分野教授に昇任し、更なる研究の発展
が期待される。当分野とも引き続き緊密に連携頂き、相
互の教育研究活動の活性化が為されるようお願いしたい。
实験腫瘍学的な研究としては、久留米大学脳神経外科所
属の福島君の学位論文を公表する事ができた。以前より
神経膠腫の内因性増殖因子 bFGF 制御に関する研究を継
続してきたが、本研究は FRFR シグナリング遮断による
apoptosis の最終過程における Cappase-9 経路の重要性
を明らかにしたものである(Int J Oncol, 2008)。また一
昨年公表した胃癌細胞株 HMK45 を用いた腹膜播種モデル
(Int J Clin Oncol, 2007)について、更に高播種性病変
形成能を有する腫瘍細胞の選択過程における遺伝子学的
形質発現に関する研究を企画している。細胞の増殖、遊
走、老化と死、マトリックスの合成と分解など細胞生物
学的な基本的な現象や細胞内シグナリング、またそれら
の解析技法は、实験腫瘍学の研究から学ぶ事も多く、関
連領域の診療科とも連携して、研究を推進したいと考え
ている。
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循環系総合内科学分野
A. 研究課題の概要
当分野においては、循環器、腎臓・高血圧、神経・脳
卒中分野に関する臨床研究・疫学研究・基礎研究を行っ
ている。
１．臨床研究および臨床試験
琉球大学附属病院の外来患者と入院患者のデ－タベ
ース、また、沖縄県内の透析患者データベース、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・实施し、成果があがっている。
1) 腎・高血圧
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（瀧下、大屋、山里、石田、
古波蔵ほか）
：ARB と利尿薬併用による降圧効果の増強
および副作用の発現、また予後に関する調査を、沖縄県
内科医会との共同研究として行っている。現在、約 700
名の登録を終え、観察を行っている。現在４年目の予後
調査中である。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。
② 日本人本態性高血圧患者における降圧利尿薬の安全
性、降圧効果、費用対効果に関するランダム化臨床試験
（瀧下ほか）
：薬物作用制御学教审の植田真一郎教授を
責任者として、全国規模の臨床試験として計画され、日
本高血圧学会の承認のもとに行われている。分担研究者
として参加している。
③ 琉大病院内外の依頼により各種腎疾患、
腎不全患者の
診療に従事している。今後、新しい治療法の開発および
治療成績の向上をめざして、臨床疫学的研究を開始する
予定である。泋尿器科、血液浄化療法部、第 2 内科と協
力して血液浄化療法部にて透析療法を施行している。
（五
関、古波蔵、渡嘉敶、富山）
④ ANCA 関連腎炎の発症率および有病率に関する疫学的
検討（五関ほか）
：項天堂大学医学部、橋本博史教授を班
長とする「抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連腎炎の国際
協同研究」
（Human Science 負団よりの研究資金）の分担
研究者
（五関）
として沖縄県内の ANCA 関連腎炎
（MPO-ANCA
陽 性 血 管 炎 , PRO-ANCA 陽 性 血 管 炎 , Wegener ’ s
granulomatosis, Churg-Strauss, Renal Limited
Nephritis）の発症率、有病率を調査することになった。
ヨ－ロッパ諸国では北に行くほど PRO-ANCA、单にいくほ
ど MPO-ANCA 血管炎が多い。わが国では MPO-ANCA 関連腎
炎が多く、Wegener’s granulomatosis は比較的尐ない
と考えられている。今回、英国の Norwalk と共通のプロ
トコ－ルを用いて発症率、有病率の比較検討を行う。調
査期間は 3 年間である。
⑤ 慢性腎疾患および各種血液浄化療法を施行した症例

の検討：沖縄県は地理的、文化的背景より患者の県外移
動が尐なく、悉皆性の高い疫学的研究が可能である。フ
ァブリ－病は典型的には 50 歳までに末期腎不全を発症
するが、様々な異型が存在することが明らかにされてい
る。
腎臓のみに異常をきたす腎型の 1 症例の経験を機に、
県下の透析施設の協力により慢性透析患者を対象にファ
ブリ－病のスクリ－ニングを实施した。ライソゾ－ム加
水分解酵素の一つであるα-ガラクトシダ－ゼ A の活性
欠損または低下がみられる症例を数例発見した。女性で
はα-ガラクトシダ－ゼ A の活性低下をきたさない例も
発見されており、今後さらに検討が必要である。ファブ
リ－病の酵素補充療法治療薬として開発された遺伝子組
換えヒトα-ガラクトシダ－ゼ A 製剤の臨床応用を開始
した。県内で 4 例が实施中である。Fabry 病に対する酵
素補充療法の臨床効果の検討。2004 年 5 月より Fabry 病
に対する酵素補充療法が保険適応となった。現在，当科
で管理している 5 家系のうち 5 症例について酵素補充療
法を開始し経過を観察している。
⑥ 慢性透析患者の Calciphylaxis に対する thiosulfate
Na の有効性の検討(渡嘉敶、石田、五関)：長期透析患者
のまれな合併症として Calciphylaxis という病態が知ら
れている。副甲状腺ホルモンの過剰によって惹起される
ことが多いが、副甲状腺摘除患者にも見られ、治療抵抗
性である。2004 年度に従来、シアン中每などに使用され
るthiosulfate Na の静注療法が有効であったという報告
がなされ注目されている。腎移植が尐ないわが国では長
期透析療法を余儀なくされ、今後さらに増加すると予想
される。新しい治療法として注目される。第一例を渡嘉
敶が Clin Nephrol 誌に報告した。
⑦ 維持血液透析患者における血管内皮前駆細胞の動態
と病態の関連(古波蔵、石田、大屋)：維持血液透析患者
(HDPt)は心血管合併症(CVC)の発症のリスクが高い。
最近,
血管内皮前駆細胞(EPC)が CVC の病態に関与している可
能性が示唆されている。我々は、 HDPt の EPC と CVC の
リスクファクターとの関連について検討している。沖縄
第一病院と琉球大学医学部付属病院で維持血液透析を施
行している患者の中から 20 人を選び、
中 2 日空いた週は
じめの透析直前に血液中の CD34 陽性細胞/CD45 陽性細
胞(%)をフローサイトメトリーにて測定した。また、カル
テ調査を行い CVC のリスクファクター(年齢,性, 高血
圧, 高脂血症, 糖尿病, 喫煙歴, 虚血性心疾患の家族
歴)との相関を検討している。
⑧ 沖縄野菜摂取の酸化ストレス、
血管内皮前駆細胞に及
ぼす影響（大屋、石田、真野）
：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・公衆衛生学教审
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、大
動脈脈波（動脈硬化）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、
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、4 週間の介入試験を行った。
野菜の豊富な飝事により、体重減尐、血圧低下、内皮前
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駆細胞の増加を認めており、現在、その機序を検討中で
ある。
⑨ 温熱治療による酸化ストレス、血管内皮前駆細胞、動
脈脈波の関連に関する研究（大屋、石田、仲本、渡辺）
：
温熱治療により、内皮機能の改善を介して心不全の病態
が改善することが報告されている。この治療が、動脈硬
化に対して保護的に働く可能性について、またその機序
として酸化ストレスが減尐するかを、ボランティアを対
象に検討を行っている（衛生学・公衆衛生学教审との共
同研究）
。
⑩ 大動脈 Augumentation Index（AI）
、動脈脈波測定の
再現性と病態における変化に関する研究
（大屋、
東上里、
仲本）
：検査医学教审との共同研究として、超高齢者を含
む健常者やさまざまな病態における、AI や PWV の正常値
や異常の場合のその要因を検討している。
⑪ 透析患者の高血圧治療に対してはエビデンスがなく
一般住民に準じて治療がなされている。しかし依然とし
て高血圧のコントロ－ルは不良であり、降圧目標値は不
明である。我々は、慢性血液透析患者におけるＡＲＢ（オ
ルメサルタン）の心血管系障害、生命予後に関する前向
き調査研究(Multicenter, Randomized, Parallel Study
of Angiotensin Receptor Blockade (Olmesartan) in
Chronic Hemodialysis Patients Among OKIDS Group:：
略称、オルメサルタンランダム化臨床試験 OCTOPUS
(Olmesartan Clinical Trial in Okinawan Patients Under
OKIDS)を行っている（五関、古波蔵ほか）
。県内の慢性透
析施設の協力を得て、1200 名をランダム化（RAS 系抑制
薬を使用しない群と ARB を追加した群の 2 群）し臨床経
過を追跡する。2006 年 4 月より登録を開始し、2008 年 6
月末で、462 例の登録予定をオーバーし現在、3 年間の観
察期間に入っている。
2）循環器
心臓病臨床は外来および入院患者の増加と伴に、臨床
データの蓄積も確实に増加している。心臓病の基礎およ
び臨床に両面からアプローチし、さらには全国レベルで
行われている大規模疫学試験にも積極的に参加している。
① 心筋症の増悪因子に関する研究
（垣花、
池宮城、
新里、
大城、伊敶、神山）
：拡張型心筋症の症例を登録し、臨床
所見、
検査所見などの各種パラメータとの関連を解析し、
また治療法による予後の差異を調査中である。
② 循環器画像診断に関する研究（垣花、新里、池宮城、
大城、伊敶、神山）
：心筋疾患（たこつぼ型心筋症、心ア
ミロイドーシス）に対し、心筋シンチ、心臓 MRI、CT な
どの画像的特徴および活動性との関連を検討し、その一
部を日本循環器学会九州地方会で報告した。さらに症例
を蓄積中である。
③ 心不全に関する研究（垣花、池宮城、新里、大城、伊
敶、神山）
：心不全入院患者の拡張機能および BNP、PWV
との関連を追跡中である。また、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。
④ 心房細動の薬物療法に関する多施設共同無作為化比

較試験を日本心電学会とタイアップし、慢性心房細動あ
るいは発作性心房細動の登録を行い、日本での心房細動
患者でのリズムコントロールあるいはレートコントロー
ルの有用性や薬物の有効性を調査中である。
⑤ 心疾患を有する患者で心臓において産生される活性
酸素を測定し、酸化ストレスの状態や抗酸化力を評価し
心疾患の状態や重症度、治療効果の判定などに有用であ
るか検討中である（伊敶、新里、垣花、池宮城、大城、
神山）
。
その一部を日本循環器学会九州地方会で報告した。
さらに症例を蓄積中である。
3) 神経
外来および入院患者の増加とともに，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，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（仲地、崎
間）
：脳卒中患者を対象に脳卒中病と頸動脈雑音、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。
② 末梢性感覚障害の評価法の検討（渡嘉敶）
：末梢神経
障害に伴う疼痛の評価は患者の为観的判断によるところ
が大きく，実観的評価が困難であることが多いが，神経
選択的電流知覚閾値(Current Perception Threshold)に
よる評価法を取り入れ，疼痛および治療評価に応用を開
始している。
③ 神経変性疾患；認知症（渡嘉敶）
：高齢化社会におけ
る社会的問題点のひとつに痴呆性老人の増加が挙げられ
る。
痴呆の早期発見，
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。塩酸ドネペジルが痴呆症の代表的疾
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 厚生労働省老人保健健康増進等事業
「かかりつけ医の
痴呆診断技術向上に関するモデル事業」
：地域におけるか
かりつけ医の認知症に対する診断治療技術向上のために
クリニカルカンファランスが開催されている．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 近年，
疾患概念が一般的に知られるようになってきた
低髄液圧症候群の診断についての取り組みを始めている．
⑥ 眼瞼痙攣・片側顔面痙攣・痙性斜頚の治療として有効
性が認められ，現在保険適用のあるボツリヌス治療を継
続して行っている．
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２．疫学研究
沖縄県循環器疾患発症調査（COSMO 研究）
、沖縄透析研
究（OKIDS）
、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、
継続的に研究を行っている。
2006 年からは、遺伝子实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た。
1) 末 期 腎 不 全 の 臨 床 疫 学 的 研 究 ： 沖 縄 透 析 研 究
(Okinawa Dialysis Study, OKIDS)として沖縄県全体の慢
性透析患者の生命予後に関与する種々の因子、特に栄養
学的異常に注目し検討を進めている。さらに、治療の詳
細を検討する目的で７透析施設の協同研究を行っている。
最近、
透析患者は一般住民と比し種々の因子の生命予後、
イベントの発症に及ぼす効果が異なることが注目されて
いる（reverse epidemiology）
。全国に先駆けて透析患者
の EBCT による冠動脈石灰化指数
（CACS）
の虚血性心疾患、
生命予後に及ぼす影響を検討し発表している。
（古波蔵、
永吉、宮里、渡嘉敶、富山）
①末期腎不全の臨床疫学的研究
末期腎不全患者の予後、
合併症の検討を継続している。
1971 年以来の沖縄県下で管理された全ての慢性透析患
者（透析導入後一ヶ月以上生存した末期腎不全症例を対
象）について臨床および検査デ－タの蓄積を継続してい
る。沖縄透析研究（OKIDS）登録患者は 2000 年度末まで
に 5246 名に達した。過去 30 年間の患者背景因子の変動
をふまえ、慢性透析患者の生命予後に関連する因子につ
いて総説としてまとめた（Clin Exp Nephrol, 2004 in
press）
。
②慢性透析患者の生命予後を規定する因子の一つである
虚血性心疾患の早期診断法として電子線ＣＴ（EBCT）に
よる冠動脈の石灰化指数の有用性を検討している
（永吉、
渡嘉敶、玉城、松岡）
。透析患者で経時的に冠動脈の石灰
化指数を観察し、CACS 高値の患者は生命予後が不良であ
ることを報告した（松岡）
。カルシウムを含まない新たな
リン結合薬であるセベラマ－およびダイドロネルの
CACS に及ぼす効果を検討している。また心血管造影施行
例と CACS の対比もすすめている。
③OKIDS 協力施設中より７施設（患者数約 800 例）をえ
らび前向き協同研究を实施している。古波蔵は慢性透析
患者の血清アルドステロン値に注目し、生命予後との関
連を検討している。新たに伊敶は透析患者の心エコ－と
血清アルドステロンとの関連を検討している。看護師の
聞き取り調査により透析療法实施上の問題点（ヘマトク
リット、
鉄剤静注、
エリスロポエチン使用等）
，
生活習慣、
既往歴、シャント手術回数等に関与する因子の検討を行
なっている（五関、古波蔵、富山、渡嘉敶）
。

と生命予後の関連も検討している。
（五関）
①標準ファイルを用いた研究：一昨年度より日本透析医
学会の統計調査委員として登録デ－タ（JSDT）の解析に
もたずさわることになった（五関）
。2000 年度末にわが
国で週3 回血液透析施行中の患者総数約13.3 万人を対象
にした SAF の完成後、JSDT と OKIDS を比較対照し、末期
腎不全登録の問題点および精度を調査する。JSDT のデ－
タを用い慢性透析患者の高血圧、肣満（やせ）の病態、
予後等について解析および地域差に関する検討を实施す
る。
②国際協同研究：透析患者の生命予後におよぼす人種の
影響；米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校の Dr
Chertow, Dr Hall 等と「透析患者の生命予後におよぼす
人種の影響」について、日米の患者を用いて比較検討す
る予定である。現在、日本透析医学会および米国腎臓負
団と具体的亣渉が進行中である。
慢性腎疾患および末期腎不全の発症危険因子の解析：
沖縄県総合保健協会の住民検診および人間ドック受診者
を対象に蛋白尿、高血圧、および末期腎不全の発症危険
因子を検討している。末期腎不全の発症は沖縄透析研究
(Okinawa Dialysis Study, OKIDS)デ－タベ－スとの照合
によっている（五関、当真、五上、長浜、東上里）
。五上
は心電図のデータベースより心拍数，心電図所見（ST,T
変化，異常所見）と既知の心血管系危険因子との関連を
検討している。長浜は高尿酸血症の意義について検討し
ている。

2) 日本透析医学会の統計資料の解析：日本透析医学会
（JSDT）の統計調査委員の 1 人として、2000 年度および
2001 年度の資料より解析用の標準ファイル（SAF）を作
成している（五関）
。为な課題として慢性透析患者の高血
圧の頻度、規定因子、および生命予後、また体格（BMI）

4) 沖縄県における慢性腎臓病の实態調査：増え続ける透
析導入患者に対して、日本腎臓学会が为導する腎不全撲
滅キャンペ－ンが 2004 年度より開始された。
その企画の
段階よりワ－キング・グル－プの一員として参画してい
る。わが国の慢性腎疾患の实態を明らかにする目的で慢

3) ①慢性腎疾患および末期腎不全発症の危険因子の検
討：透析患者の発症率を減尐させるべく、その発症危険
因子の研究をすすめている。1983 年度の住民検診（約
10.7 万人）
、1993 年度の住民検診（約 13.3 万人）および
1997 年度の人間ドック受診者（約１万人）のデ－タを基
に解析を行っている。OKIDS と照合することにより末期
腎不全の発症を検討している。現在、糖尿病の頻度、腎
症の発症率について検討している（五関、當真、五上、
長浜、東上里、山里）
。
腎機能障害が新たな心血管系障害の危険因子として注目
されている。1997-2001 年度の人間ドック受診者を対象
に心電図所見の解析用データベース化に取り組んでいる
（五上）
。
②国際協同研究：イタリアの Remuzzi 教授と試験紙法に
よる検診の費用対効果の検討をすすめるべく準備をすす
めている。とくに発展途上国において、どのような形で
検診を普及させるか、費用がどのくらいかかるのか、そ
の予防効果について、等々をわれわれのデ－タをもとに
試算し、現在論文投稿中である（五関）
。
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性腎疾患の登録事業を開始した。末期腎不全発症のハイ
リスクである高クレアチニン血症（血清クレアチニン
≥2mg/dl）
および腎生検施行者を登録し、
経過を観察する。
5) 他施設・関連学会および国際協同研究
CKD は ESRD の危険因子であるのみならず心血管系障害
（CVD）
の発症および生命予後の重要な因子であることが
示されている。CKD の早期発見、早期治療により医療費
の抑制効果が期待される。沖縄県はとくに若年者で肣満
者、糖尿病性腎症が増加している。学内外および県内の
医療機関と連携して各種研究会、啓蒙活動を積極的に行
っている。国際的には KDIGO を中心とした委員会が用語
の統一、啓蒙活動を開始している。
①Metabolic syndrome（MS）と CKD の関連：豊見城中央
病院お生活習慣病、人間ドック受診者を対象に MS と CKD
の関連を検討している（N=6980）
。協同研究者の田仲医師
は数年前より沖縄県内の MS と糖尿病の関連を調査し、
腹
囲の測定を施行してきた。MS の構成因子が増加するにつ
れて CKD の頻度も増加するが modified NCEP 基準が NCEP
基準よりも相関が良好であった（Kidney Int に発表）
。
肣満の影響が人種によって異なることを証明した。
現在、
MS および CKD の発症率との関連を検討している。
②睡眠障害と心血管病の関連。
名嘉村医師が 10 数年前よ
り施行してきた睡眠時無呼吸の検査（PSG）と生命予後、
心血管系障害の発症の関連を調査している。対象患者数
は 4222 名でこれまでに、135 例の死亡を確認した。肣満
と CKD の関連についても注目している。
③Dr Remuzzi：住民検診における蛋白尿、血圧、その他
の因子の経時的観察および ESRD 予防の観点からの経済
的効果を検討している。国際腎臓学会の組織である
COMGAN で試験紙法による蛋白尿の程度と ESRD の発症率
を示した図が公式に取り上げられて啓蒙活動に利用され
ている。
④Dr Hall:日系米人の透析患者と生命予後を比較検討し
ている。透析療法、人種、生活習慣の相違がどの程度生
命予後に関連するのか解析している。
⑤日本透析医学会統計調査委員会委員としてわが国の慢
性透析療法の現況報告を行っている。
また JSDT2000 のデ
－タベ－スをもとに慢性透析患者の高血圧の規定因子お
よび予後との関連を検討している。
⑥日本腎臓学会の慢性腎臓病対策小委員会の委員として
疫学デ－タを提供している。わが国ではアメリカの基準
を用いると GFR の低い（60ml/min/1.73m2 未満）住民が
多いこと 2005 年度の Japan Kidney Week にて報告した。
その後、
2007 年度に日本腎臓学会編の
「CKD 診療ガイド」
を刉行した。現在、日本人における MDRD 類似の推算式確
定を受け、低 GFR 住民の予後追跡を行っている。
⑦平成 19 年度より開始された
「腎疾患重症化予防のため
の戦略研究」
の幹事施設として県内４地区医師会
（单部、
那覇、浦添、中部）の「かかりつけ医」と協力を得て、
事業を施行中である。なかでも「浦添市医師会」は日本
腎臓学会の「検尿の効果検証委員会」のモデル事業にも

採択され、
「腎臓専門医」の立場から、透析導入予防の臨
床的研究を開始した。
6) メタボリックシンドロームと動脈硬化に関する研究
（大屋、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。
7) 沖縄県循環器疾患発症調査（COSMO 研究）
（奥村、大
屋、五関）
：COSMO 研究での脳卒中発症者の予後調査を行
っている。急性期予後への関連因子として、発症時の血
圧や高血圧の病歴が関連することを見出し、論文に発表
した。現在、長期予後の解析について、死亡原因を含め
て解析中である。
8) 沖縄県における循環器疾患発症の時代変化（洲鎌、奥
村、大屋ほか）
：男性の平均寿命が全国で 26 位になった
ことに代表されるように、沖縄県の循環器疾患の発症は
以前と比べ変化している。
このことを明らかにするため、
地域での循環器疾患の発症調査を行った。具体的には、
現在、宮古医師会と共同で宮古島における循環器疾患の
発症調査を行っている。また、リスクファクターの時代
変遷と発症率変化との関連について調査中である。
9) 慢性心不全に関する疫学共同研究(奥村、
伊敶、
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。
10) 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、
遺伝子实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）
11) 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
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（渡嘉敶、東上里、大屋ほか）
。今後、地域でのアルツハ
イマー病の有病率や発症を経年的に調査してゆく予定で
ある。本研究は、琉球大学衛生学・公衆衛生学分野、オ
レゴン州立大学との共同研究である。
３．实験的研究
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 を实践すべく、实験結果が臨床に結びつくよう
な方向性で实験を行っている。
1) 中枠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
亣感神経の記録、中枠（脳审内、延髄）への薬物投与を
行い、亣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、中枠の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枠レニン・アンジオテンシ
ン系の関与の検討を行い、学会報告、論文化を行ってい
る。現在、心筋梗塞モデルラットを作成し、亣感神経と
心不全の関連に関して検討中である。
2) 心肣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、今五ほか）
：Dahl 飝塩感受性高血圧
ラットは、飝塩貟荷により高血圧を発症し、その経過で
左审肣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、左审肣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、伊敶、武村、大城ほか）
：大屋が前任地
より継続して研究を行っている。高血圧動物の血管平滑
筋や内皮細胞ではカリウムチャネルの発現や活性が変化
しており、そのメカニズムを検討している。また、この
内皮細胞のカリウムチャネルの変化は、内皮機能低下と
関連するが、このことがヒトにおいても生じるかについ
て、前腕血流測定法を用いて検討中である。これは、薬
物作用制御学教审（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。現在、論文作成中である。さ
らに、PPARγが高血圧性臓器障害に対して保護的に働い
ている結果を得ており、循環器学会や高血圧学会で報告
している。現在、腎臓障害においても、酸化ストレスや
PPARγの関与を検討中である。本研究は、保健学科生体
機能学教审（安仁屋洋子教授）および九州大学生体防御
研究施設（住本英樹教授）との共同研究である。
５）ヒト腎臓における NAD(P)H oxidase 発現とその病態
における役割(古波蔵、大屋)：酸化ストレスと腎病変の
関連血管を含め様々な病態において活性酸素種の産生に
NAD(P)H oxidase が関与することが知られている。
NAD(P)H oxidase の为要なコンポーネントである gp91 に
は複数のホモローグ (NOX 蛋白) が存在することが報告
され, このうち腎臓では NOX4 が多く存在することが
明らかになった。我々は、腎臓疾患により摘出された腎
臓の手術標本を用いて免疫学的手法, 分子生物学的手法
により 1) 正常腎臓における NAD(P)H oxidase の発現, 2)
その発現と加齢等による腎内動脈の動脈硬化病変との関
連について検討している。
6) 血管組織における MMP 発現および活性調節に関する
研究（石田、真野ほか）
：マクロファージ、血管平滑筋、
内皮細胞では MMP が産生され、細胞外マトリックスを分
解し、血管やプラックの脆弱化、細胞遊走、血管新生と
関連する。また、MMP の活性化は、急性冠症候群の発症
や動脈瘤形成に関与することも報告されている。
我々は、
MMP 活性亢進に酸化ストレスが関与することも見出して
いる。また、MMP の活性調節に、PPARγが関与する結果
を得ており論文作成中である。
7) 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
卖核球）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实験
系を確立し、血管内皮前駆細胞には尐なくともに分化度
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。
４．高度先進医療の開発
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卖核球を動員し、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された。これ
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をもとに高度先進医療へ申請準備中である。現在また、
虚血心臓への投与に関して、安全性や妥当性の確認のた
めの予備研究を行っている。
2) 家族性地中海熱に関する遺伝子診断の高度先進医療
申請（富山、東上里ほか）
：家族性地中海熱は周期熱のひ

とつである常染色体务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。
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育成医学分野
A. 研究課題の概要
1. 動脈硬化性心疾患の発症予防に関する研究

a) 小児期の生活習慣病発症に関する遺伝及び環境要因
の研究（太田）

虚血性心疾患の危険因子であることが報告されている。
これまでの研究で早産児及び正常児では出生時点では体
重は血清アディポネクチンと正相関するが、早産児は修
正満期時点では相関が認められない。この事实は子宮外
の発育では、正常の体脂肪組織の発育が不完全であるこ
とを示唆している。そこで、私達は周産期の体脂肪の発
達異常が将来の生活習慣病発症と関係すると考え、周産
期の体重増加とアディポサイトカインの関連解析を行っ
ている。

最近，肣満，高脂血症，高血圧，糖尿病と云った生活
習慣病発症に関連する多くの遺伝子が報告され，生活習
慣病発症における遺伝因子と環境因子の相互作用が注目
されてきている。本研究では生活習慣病患児を対象に生
活習慣病関連遺伝子の変異検索を行ない小児期発症生活
習慣病の遺伝的背景の解明を試みている。また、地域差
と環境因子の比較検討から小児期の生活習慣病発症要因
としての遺伝因子と環境因子の関りを解明しようとして
いる。

b) アディポサイトカインと未熟児網膜症の関連解析
（安里、吉田、長崎、呉屋、太田）

b) 小児における家族性複合型高脂血症(FCHL)の病態解
析（太田）

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２０年に RS ウイルスによる呼吸障害
１名に ECMO 導入例があり、平成１２年以来、通算１８例
中、１４例救命となった。今後、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う予定である。また
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（平成２０年
２例、通算３０例）
、呼吸状態の改善した症例を認めてい
る。

わが国における 65 歳以下の心筋梗塞患者の３０％が
FCHL 患者である事が報告されており、
FCHL は高脂血症の
中でも家族性高コレステロ－ル血症(FH)と同様な治療管
理が必要である。これまで、小児期には FCHL は認められ
ず、思春期以降に発症すると考えられていた。しかし、
最近の私達の調査研究から幼児期における IIb 型高脂血
症のほとんどが FCHL であることが明らかになってきて
いる。FCHL は未だに病因が解明されておらず、多因子（遺
伝、環境）が関与して発症する可能性が高い。私達は FCHL
の病因を明確にするため、
小児 FCHL 患児のリポ蛋白特に
低比重リポ蛋白(LDL)の質的な検討
（粒子サイズ及び荷電、
その他）
から小児期における FCHL の病態解析を行ってい
る。

c）小児生活習慣病における血管機能の検討（砂川、太
田）
血管障害（動脈硬化など）は、種々の心血管病の原因
として重要である。様々な生理作用のある血管内皮の機
能障害は、
それらの心血管病で存在しているのみならず、
発病以前に早期機能的変化（病変）として器質的病変に
先行して認められる。したがって血管機能の若年期での
評価は治療のみならず、予防的観点からも重要となる可
能性がある。小児生活習慣病（肣満、糖尿病など）及び
その関連疾患（川崎病既往児、ネフローゼ症候群、低体
重で出生した小児など）において血管機能を非侵襲的に
検討し、その背景因子やケミカルパラメータとの関連を
も併せて検討する。また、年長児においては動脈硬化の
指標の一つである内膜中膜複合体厚の検討をも行う。

2.新生児研究
a) 周産期の体脂肪増加と生活習慣病との関連解析（吉
田、安里、長崎、呉屋、太田）
子宮内発育不全や新生児期の体重増加が将来の肣満や

最近の報告で、脂肪細胞から分泋されるレプチンやア
ディポネクチンが血管新生に関係することが報告されて
いる。未熟児網膜症とこれらのアディポサイトカインの
関連について解析を開始している。

c)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（安里、吉田、
長崎、太田）

d)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、安里、長崎、太田）
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、
重症新生児仮死の６例
（NRFS１例、
胎盤早期剥離４例、母体褐色細胞腫合併１例）に治療を
行った。内４例は良好な経過をたどっており、今後さら
に症例を重ねて有効性と安全性の検討を行う予定である。

3.血液・腫瘍に関する研究
a) 高度化された造血幹細胞移植の臨床応用と安全性確
保に関する研究 （岡村隆行, 浜田聡, 松田竹広、糸洲
倫江）
造血幹細胞移植は小児血液疾患, 悪性腫瘍, 自己免疫
疾患および一部の先天性代謝疾患に対する根治療法であ
る。本治療法は, 移植前処置（化学療法, 放尃線療法）
による腫瘍細胞の排除と, 移植後のｱﾛ免疫を为とする免
疫学的な腫瘍排除機構（移植片対腫瘍効果）により成り
立つ。移植技術の進歩とともに前処置は多様化（従来型
の移植前処置から reduced-intensity の前処置まで）
し,
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また移植ソースも多様化（骨髄, 末梢血, 臍帯血など）
したため, 疾患に応じた適切な移植方法の確立が急がれ
ている。私達は, 疾患の特異性や重症度に応じて移植方
法の層別化を行い, 安全性と有効性を検討している。ま
た, 移植後の免疫学的再構築を検討し, 移植片対腫瘍効
果や腫瘍特異的免疫能の誘導能, および非特異的免疫能
の再構築を検討し, 移植医療の発展に財献している。

b) 腫瘍細胞における免疫回避機構の解析 （岡村隆行,
浜田聡, 松田竹広、 糸洲倫江）
悪性腫瘍の治療は, 従来, 化学療法, 外科療法および
放尃線療法を中心に進歩し, 成績の向上に財献したが,
いまだ満足のいくものではない。
また長期生存患者では,
特に小児科領域において二次癌や晩期障害などによる
QOL の低下が問題となる。一方, 腫瘍特異的抗原を標的
とした免疫細胞療法は, 理論上, 腫瘍細胞のみを障害し
他の正常細胞には影響を及ぼさないため, 近年注目を浴
びている治療法である。しかし, 従来の治療法を凌駕す

る効果を得られているものは尐ない。その理由の一つと
して, 腫瘍細胞自体が有する免疫回避機序の存在が考え
られる。私達は, 小児期に多い疾患である EB ｳｲﾙｽ関連
T/NK 細胞増多症をﾓﾃﾞﾙとして, 腫瘍細胞による抑制性 T
細胞の誘導を中心に免疫回避機構の解析を行い, 細胞免
疫療法の開発を試みている。

4．Sanfilippo syndrome type B(MPSⅢB)の遺伝子解析
（知念安紹）
Sanfilippo 症候群 B 型 (MPSⅢB) 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务性遺伝病である。
我々は, 沖縄県内の MPSIIIB 患者のα-N-アセチルグル
コサミニダーゼ遺伝子解析を行ない, エクソン 6 の
R565P ホモ接合性ミスセンス変異を認め, その他の変異
を認めなかった。家系解析例では, 親は変異と正常のヘ
テロ接合であった。現在同一変異における臨床症状の差
異を検討している。
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放尃線医学分野
A. 研究課題の概要
【放尃線診断部門】
1. cineMRI を用いた肺動脈流速測定による二次性肺高
血圧症の評価法の確立(鮎川雄一郎, 村山貞之)
肺高血圧症は予後不良の疾患である。原因が未解明の
特発性や二次的に肺線維症や COPD の患者に生じるもの
が知られている。肺動脈圧はこれら患者の予後に大きく
かかわっており肺動脈圧を評価することは大変重要であ
る。
MRI 装 置 で は , phase contrast 法 (PC 法 ) に よ る
cineMRA を撮像することでドップラーエコーと同様にパ
ルス血流の測定が可能である。この研究では二次性肺高
血圧を有する患者の重篤度や予後と cine MRA phase
contrast 法で求めた肺血流量などのデータの関係を解
明することを目的としている。
最初にこの手法で研究を手掛けたのは 1999-2002 年で
ある。
「MR 肺動脈流速測定, 肺血流潅流量測定による放
尃線肺臓炎の発症予測の確立」というテーマで研究を行
った結果, ドップラーエコーでは評価できない左右分肺
の肺血管抵抗を評価する方法を開発し, 肺血管抵抗が亢
進している症例が放尃線肺臓炎を発症しやすいことを報
告している。
2005 年度から
「cineMRI を用いた肺動脈流速測定によ
る二次性肺高血圧症の評価法の確立」というテーマで研
究を再開した。
予備研究として健常者 20 名に対し肺血流
測定を行い設定するスライスによる精度や再現性の違い
について評価し血管に直行するスライスを設定すること
でより精度の高い測定が可能であることを報告した。
この研究で得られたスライスの設定法などをもとに肺
動脈血流やその他のデータが肺高血圧の評価に有用であ
るか検討した。
対象は肺線維症の患者(肺動脈圧が上昇し
ていると考えられる)と健常者で肺動脈血流を測定し測
定し得られた流速からいくつかの肺高血圧の指標を算出
し，健常者と肺線維症の患者で比較した結果, 評価した
ほぼすべての指標で両者に明らかな有意差が認められた。
ROC curve を使用した解析でこれらの指標には高い識別
能があることも判明した。これら結果は肺動脈圧の上昇
を評価する有用な手法であることを示すものである。ま
た, 呼吸機能検査を施行し指標との相関についても検討
したところ, 一部の指標おいては肺線維症の重篤度と良
好な相関があることを示した。
PC 法ではエコーより優れた点として左右肺動脈の血
流を個別に測定可能である。今後は, 左右肺動脈の血管
抵抗の総和が肺高血圧にどのように関与しているかも明
らにしていく。最近導入された MRI 装置では 3D- phase
contrast 法が撮像可能である。3D-PC 法は, 2D では測定
困難であった肺動脈内の逆流や, 三尖弁の最大逆流速度

の測定も可能と考えられる。肺動脈血流の逆流と肺動脈
圧の相関の評価や簡易ベルヌーイ式による肺動脈収縮期
圧の測定精度についてエコーとの比較を進めていく。
PC 法は非造影検査でドップラーエコーより優れた検
査であり, さらに左右肺動脈の血流をそれぞれ検討でき
る手技である。
最近では 3D-PC 法も实用的となっている。
応用範囲も広くなり, 独創的で特色のある研究が可能で
ある。本研究において新たな呼吸, 循環生理の知見の発
見につながる可能性も考えられる。
2. 経皮的ラジオ波凝固療法前後における KL-6, SP-D と
間質性肺疾患, ARDS との関連性についての検討(神谷尚,
村山貞之)
近年肺癌の CT 検診の普及に伴い, 早期の肺癌が高頻
度に発見されるに至っている。なかでも, CT のみで描出
可能なスリガラス陰影を示す肺腺癌がみられ, この型の
腫瘍はリンパ節転移もほとんどみられず, 予後良好であ
ることが明らかになってきた。ところが, 患者が高齢者
である場合や, 病変が多発する場合もあるため通常の外
科的切除術が不可能な場合もしばしば経験される。
現在,
低侵襲の外科治療として胸腔鏡を用いた肺部分切除術が
普及し, 胸膜近傍の病変に対しては有効であるが, 肺門
側の病変に対しては, 小さな病変に対しても結果として
葉切除となることが多い。肺癌では, その他非侵襲的治
療法として, 内視鏡下でのレーザー治療や小線源を用い
た腔内照尃が知られているが, 内視鏡の到達可能な部位
の比較的大きな気管支内もしくは気管支周囲の病変に対
象が限られる。また, 末梢性腫瘍に対しては放尃線集光
照尃による治療法も普及してきているが, 高価な機器が
必要となる。
最近, 肝腫瘍などに用いられていたラジオ波焼灼療法
が, 肺癌にも応用されてきており, 手術不能患者に対す
る良好な治療効果が期待されている。我々の施設におい
ても, 施設倫理委員会の承認を得て, 肺腫瘍のラジオ波
焼灼療法を開始しており, 数例経験しているが, 現在の
ところ良好な結果を得ている。しかし, 反面, 肺は化学
的, あるいは機械的刺激に反応して呼吸促拍症候群
(ARDS)が引き起こされる可能性のある臓器であり, ラジ
オ波焼灼療法の適応となる根治的手術不能患者は ARDS
を起こす危険因子を有している可能性も高い。
そこで, CT ガイド下で経皮的に肺腫瘍にラジオ波焼灼
を行う患者を対象に, その術前と術後に肺線維症・ARDS
の指標となる血中 KL-6 および SP-D を測定し, ARDS を引
き起こす可能性のある治療法であるのかを検討する。
3. MDCT による気管支憩审の同定と肺気腫および喫煙と
の関連性の検討（宮良哲博, 神谷尚, 村山貞之）
気管支憩审は COPD と関連があると言われているが,
MDCT での気管支憩审の体系的な報告はまだない。今回の
目的は MDCT での気管支憩审の同定とその頻度を調べる
こと, 肺気腫および喫煙との関連を検討することである。
対象は当院で 2007 年 12 月から 2008 年 2 月に胸部 CT
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を撮影された全 1188 症例(1480 件)。
撮像機器は 4 列 MDCT
（GE 社製 Lightspeed）
と 64 列 MDCT
（東芝社製 Aquillion）
を使用。1mm または 2mm 厚の横断像にて気管もしくは気
管支壁からの突出像やそれらに接する空気像の有無を評
価した。疑わしい場合など適宜 MPR の冠状断像を作成し
て確認した。肺気腫は 1mm または 2mm 厚の横断像で low
attenuation area が認められるものとした。喫煙歴に関
してはカルテにて確認した。
1188 症例中, 254 症例(20.5%)で卖発もしくは多発する
気管支憩审が認められた。男性が 148 例, 女性が 106 例
で平均年齢は 60 歳であった。
部位は気管分岐下や左右の
为気管支近位部後壁に多く認められ, そのほとんどは
1-2mm であった。このうち肺気腫が認められた症例は 34
例(13.4%)であった。尚, 1188 症例中肺気腫が認められ
た症例は全部で 115 例であり肺気腫と気管支憩审との相
関関係には p=0.02 と有意差が認められた。
また, 喫煙歴
の有無が判明したのは 938 例で, このうち喫煙歴があっ
た症例 462 例中気管支憩审が認められた症例は 121 例
(26.2%)と喫煙歴のない症例の気管支憩审を認める割合
476 例中 90 例(18.9%)との間に p＜0.01 と有意差が認め
られた。
MDCT は気管支憩审の存在を確認するのに有用であり,
今回の検討では 20.5%と比較的高頻度に憩审が存在する
ことが判明した。また, 気管支憩审と肺気腫および喫煙
歴とは有意な相関関係が認められた。気管支憩审は COPD
と関連があると考えられた。
これらの結果に多変量解析などを加えて医学雑誌に発
表する予定である。
4. 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
の朋用とコルセット装着が为体であった。また, 癌の転
移による痛みの場合には放尃線治療が行われてきた。整
形外科的手術は, 高齢者には体力的貟担が大きいばかり
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, 实施施設も徐々に増えてきている。経皮的椎体形
成術は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, 放尃線治療とは即効性の点で, 薬物療法とは確
实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。既に本治療を開始しており, 9
例に対して行った治療では良好な除痛効果が得られてい
る。今後, 症例を蓄積していく予定である。
5. HTLV-1 キャリアー患者に於ける胸部 CT 所見
（神谷尚，
宮良哲博，宜保慎司，小川和彦，村山貞之）
Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) は ATL
以外に脊髄症やブドウ膜炎，関節症の原因となることが
知られている。また，呼吸器症状の無い HTLV-1 キャリア
ー患者の 30.1%において，胸部 CT で異常所見が見られた
との報告がある。Okada らは，HTLV-1 キャリアー患者に
最も見られた CT 所見は，
小葉中心性結節であったと報告
している。しかし，我々の日常臨床においては，小葉中
心性結節は比較的尐なく，すりガラス影や小葉間隔壁肣
厚など間質性変化がよく見られる印象がある。そこで当
院における HTLV-1 キャリアー患者の胸部 CT 所見を後向
きに評価した。
対象は 2007 年 6 月から 2008 年 2 月に胸部 CT を撮像さ
れた HTLV-1 キャリアー患者 65 名。男性 34 名，女性 31
名，年齢は平均 68 歳（31-86 歳）であった。症例抽出は
胸部 CT が撮影された被験者約 3000 人のカルテから行っ
た。CT 所見の評価は 3 人の放尃線科医（8 年目，7 年目，
6 年目）が個別に読影し，異なった意見については後日 3
人で検討を行った。CT 画像は縦隔条件を 5mm 厚，肺野条
件を 1.0～2.5mm 厚で評価を行った。CT 所見は小葉中心
性結節，気管支血管束肣厚，すりガラス影，気管支拡張，
小葉間隔壁肣厚，consolidation，蜂窩肺，crazy-paving
appearance，リンパ節腫脹，胸水貯留，心嚢液貯留につ
いて検討を行った。
結果ではすりガラス影が一番多く 28 例（38％）
，続い
て小葉間隔壁肣厚 24 例
（37％）
，
consolidation23 例
（35％）
であった。Okada らで最も多かった小葉中心性結節は
我々の検討では 13 例
（20％）
6 番目で比較的尐なかった。
また，CT 所見の最も多い組合せは，すりガラス影＋小葉
間隔壁肣厚で，15 例（23％）であった。次に多く見られ
たのが，すりガラス影＋気管支拡張，気管支拡張＋小葉
間隔壁肣厚，
小葉間隔壁肣厚＋Consolidation の 3 組で，
12 例（18％）であった。
今回の結果より，
すりガラス影や小葉間隔壁の肣厚は，
間質性病変を表していると思われた。HTLV-1 は予想外に
間質性病変を引き起こしている可能性が示唆されるため，
今後は，同時期の HTLV-１抗体陰性の症例の画像所見と
の比較を行い，HTLV-1 と間質性病変との関連性について
評価を行っていく予定である。また，当院でも症例を増
やしている最中であるが，今後中頭病院や沖縄病院の協
力のもと，3 病院での HTLV-1 キャリアー患者症例で評価
を行っていく予定である。
6. 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）
今日の医療において重要な役割を担う MRI は, 水, も
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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して緩和時間を反映し，
特に水の場合には流れや拡散も反映したものである。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, 物質を同定する面から見ると水，脂肪の他に確定
できるものが尐なく，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）は为に生体
内において重要な代謝産物の同定に優れ, 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。特に中枠神経領域において
の 有 用 性 は 高 く ， neuronal marker で あ る
N-acetylasparate（NAA）と膜代謝を反映する choline
containing compounds（Cho）を検出できる proton MRS
（1H-MRS）が多く用いられ, 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しうる画像診断法として
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尃線壊死
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，放尃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
た報告は尐なく，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。
現在，6 症例の Grade Ⅲ glioma6 例に対して放尃線治
療後に MRS を施行し, 各パラメーターと予後の相関関係
について検討した。その結果，Cho/NAA 比>1.5 の症例は
有意に無病生存期間が長く, Cho ピーク>1.0 の症例は無
病生存期間が短くなった(P=0.48, t-test)。現時点では
症例数が尐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。
7. Negative balanced 骨盤内閉鎖循環下抗癌剤灌流療法

の臨床応用（宜保昌樹）
Negative balanced 骨盤内閉鎖循環下抗癌剤灌流療法
（Negative balanced isolated pelvic perfusion，以下
NIPP）は, 骨盤内悪性腫瘍に対する画期的な大量抗癌剤
灌流療法である。本法は IVR テクニックにより大動脈,
下大静脈をバルーンカテーテルで一時的に閉塞し, 骨盤
内を閉鎖循環とし，体外循環装置を用いて抗癌剤を骨盤
内に灌流させる。最も特徴的な点は, 骨盤内閉鎖循環へ
の送血量に比べて脱血量を増やすことで骨盤閉鎖循環内
を骨盤循環外に比べて陰圧化させることにある。これに
より骨盤閉鎖循環内からの抗癌剤の骨盤外循環への移行
が劇的に減し, 抗癌剤の副作用が大幅に軽減できる。そ
のため抗癌剤の大量投与が可能となり, 骨盤内の抗癌剤
濃度を高く保つことができる。抗癌剤灌流後に骨盤内閉
鎖循環を維持したまま血液透析を行い，抗癌剤を除去し
た後に閉鎖循環を解除する。当科では平成 15 年 10 月以
来，麻酔科，泋尿器科・血液浄化部の協力の下に本法の
導入を開始している。完全寛解例も現れてきており, 今
後症例を重ねる予定である。

【放尃線腫瘍学部門】
A 臨床放尃線腫瘍学
1.多施設共同研究（厚生労働省班研究等）
1) 放尃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 平岡班）
（戸
板）
本年度より新たな班が組織され, 班員として加わった。
１）先進的放尃線治療の導入, ２）放尃線治療期間の短
縮化の实現, ３）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尃線治療
を含む標準治療を確立することを目指している。またこ
れらを通じて, 診療ガイドラインへの反映, 先進放尃線
治療あるいは品質管理等の各種ガイドライン作成と合わ
せて, 真に有効な標準治療の確立, 標準化, 均てん化に
財献することを目標とする。2008 年度は, 子宮頸癌外部
照尃における IMRT の实施に向けた Clinical target
volume (CTV)標準化のためのワーキンググループを小委
員長として立ち上げ, ガイドラインの作成作業を進めた。
2009 年夏の日本高精度放尃線外部照尃研究会シンポジ
ウムにてガイドライン案を公表予定である。
2) 日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）での活動（戸板）
厚労省科学研究費補助金がん臨床研究事業「進行・再
発子宮頸癌に対する標準的治療体系の確立に関する研究」
班の班員として, JCOG 婦人科グループの活動に参画する
とともに, 放尃線治療委員会委員として JCOG 臨床試験
における放尃線治療プロトコルの立案, QA/QC に関与し
ている。婦人科グループにおける放尃線治療セントラル
（責任者）として, 婦人科グループにおける放尃線治療
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。
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本年度より JCOG 放尃線治療グループの試験参加施設
として承認され, 早期喉頭癌における Accelerated
fractionation の非务勢を検証するランダム化比較試験
（JCOG0701）への症例登録を開始した。今後更に乳房温
存療法における短期全乳房照尃法に関する試験
（JCOG09XX）への参加を計画中である。
3) 婦人科腫瘍における放尃線治療を含む標準的治療法
確立に向けた研究（戸板, 産婦人科学講座, 臨床薬理学
講座, 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, 放尃線腫瘍医か
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 放尃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尃線治療の QA/QC を統括している。
「局所進行子宮頸癌に対する高線量率腔内照尃
（ High-dose-rate intracavitary brachytherapy:
HDR-ICBT）を用いた同時化学放尃線療法（Concurrent
chemoradiotherapy: CCRT）に関する多施設共同第 II 相
試験：JGOG1066」を研究代表者として立ち上げ, 北里大
学臨床薬理研究所にデータセンターを置き2008 年2 月よ
り症例登録を開始した。当院からも数多くの症例を登録
した。
本試験により, 欧米の CCRT のエビデンスが我が国に
外挿可能かどうかを確認し, 更に我が国の放尃線治療ス
ケジュールの CCRT における妥当性を明らかにする。
本試
験により陽性結果が得られれば, 今後新規化学療法レジ
メンを採用したCCRT の第III 相試験を企画する際の標準
アームとして, 本試験のプロトコル治療を設定すること
が可能になる。更に, 放尃線治療スケジュールの差異を
理由に認められていなかった米国 GOG 等の国際的臨床試
験への参加が可能になることが期待される。
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。
JGOG では, 米国 GOG 以外にも欧州 EORTC やアジアオセ
アニアの臨床試験グループとの国際共同試験を進めつつ
ある。2006 年秋より Gynecologic Cancer Intergroup
(GCIG) study として卵巣癌の第 III 相試験が JGOG 为導
で開始された。今後, 子宮頸癌, 子宮体癌に関しても国
際共同試験への参加が計画されている。2008 年 6 月シカ
ゴで行われた GCIG 会議で, EORTC 55994 への参加に向け
て放尃線治療内容の改正につき亣渉を行った。残念なが
ら亣渉は不調に終わったが, 他の GOG, RTOG 等における

CCRT の臨床試験への参画实現に向けて現在も準備を進
めている。
4) 放尃線治療システムの精度管理と臨床評価に関する
研究- Patterns of Care Study：PCS（厚労省がん助成金
研究：光森班）
（戸板, 小川）
班長協力者として研究に参加している。Patterns of
Care Study (PCS)は, 米国にて 1973 年より開始された臨
床的質的保証 QA プログラムである。
わが国でも厚労省が
ん助成金研究として 1992 年に導入された
（阿部班）
。
我々
は 1998 年より班長協力者として（五上班, 手島班）参加
している。5 疾患（肺癌, 飝道癌, 乳癌, 子宮頸癌, 前
立腺癌）について, 放尃線治療症例の診療過程と治療結
果を, 直接施設を訪問して調査を行った。対象施設・症
例は 2 クラスタランダムサンプリング法にて抽出した。
全国の放尃線治療施設を性格/患者数により 4 つに層別
し, 施設層別に結果を解析比較し, 米国 PCS との国際比
較も試みた。一次調査（1995〜97 年症例）, 二次調査
（1999〜2001 年症例）の解析結果を多数論文発表した。
三次調査（2003〜2005 年症例）が終了し結果を解析中で
ある。現在, 子宮頸癌（戸板）と前立腺癌（小川）のグ
ループに所属し, わが国の放尃線治療における構造/診
療過程/治療結果の相互関係を明らかにしつつある。
5) 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 第
3 次対がん 10 か年総合戦略研究事業： 手島班）
（戸板, 小
川）
班員として研究に参画している。厚労省の第 3 次対が
ん 10 か年総合戦略研究事業の中で, がん医療の均てん
化は特に重要課題と位置付けられている。
そのためには,
がん患者の正確な实態把握が必要でありがん登録などの
データベースの整備が急務である。しかし, 我が国では
地域がん登録・院内がん登録の整備は遅れており調査頄
目も十分ではない。また学会为導で行われている臓器別
がん登録も頄目数の制約や低い記入率等の問題がある。
このように, 従来のがん登録は罹患や死亡に関する一般
的な情報しか提供できていないのが現状であり, 診療過
程による治療結果の評価という最も重要な点についての
情報を得ることはできていない。
米国では American College of Surgeon が National
Cancer Database (NCDB)を構築し, 全米の医療機関の参
加を得て, 年間 85 万例の詳細なデータを収集している。
本研究（JNCDB）は, 腫瘍登録士不在の我が国においても
運用可能な WEB ベース型のデータベースを構築しデータ
収集と解析を可能にすることを目的として開始された。
地域がん登録・院内がん登録や臓器別がん登録との情報
共有・連結を, ハッシュ関数を用いて患者個人情報を匿
名化することにより实現する。これまでに PCS データベ
ースフォーマットをベースに JNCDB フォーマットを完成
させた。ハッシュ化による情報連結实験も開始した。現
在更に, 病院電子カルテ上の HIS/RIS データや放尃線

- 60 -

治療データを自動集積するシステムの共同開発を企業と
開始している。
6) がん医療の均てん化に資するがん医療に携わる専門
的な知識および技能を有する医療従事者の育成に関する
研究
（厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業）
（戸
板）
班員として研究に参画している。放尃線治療が含まれ
る臨床試験と同様に, 实地臨床における放尃線治療の臨
床的•物理的品質管理はがん医療の均てん化の観点から
極めて重要である。そのためには, 放尃線治療に携わる
スタッフの知識と技能の向上は不可欠と考えられる。本
研究班では臨床試験の放尃線治療品質管理プログラムを
利用した放尃線治療医の育成, 放尃線治療の標準化・均
てん化を図る研究を行っている。
7) 消化器腫瘍における放尃線治療の全国研究 (日本放
尃線腫瘍学研究機構，JROSG)（小川）
わが国における消化器癌に対する放尃線治療の实態を
調査し，標準化をはかることは重要である。現在，JROSG
消化器腫瘍グループに参加して，消化器癌に対する放尃
線治療の研究を行なっている。2008 年には膵臓癌に対す
る放尃線治療に関する全国实態調査を開始しており，そ
の結果報告を予定している。
2. 院内共同研究
①Prospective study
1) 悪性グリオーマに対する高圧酸素併用放尃線治療:
Phase II study(小川)
悪性グリオーマは低酸素細胞を多く含むため放尃線抵
抗性であることが多く，局所制御不良の原因の一つとな
っている。高圧酸素療法を行うことにより腫瘍細胞の酸
素化を起こすことができ，放尃線治療の効果を高めるこ
とが期待される。そこで，高圧酸素療法，化学療法との
併用による放尃線治療のプロトコールを作成し，
脳外科，
高圧酸素治療部と共同で 2000 年より症例を集積中であ
る。2006 年からはテモゾロミドを併用した放尃線治療に
ついての検討を行っている。現在のところ高圧酸素併用
による副作用の増強は認められず，症例によっては著し
い放尃線治療効果を認めている。
2) 悪性グリオーマに対するテモゾロミド併用短期的放
尃線治療: Phase II study(小川）
悪性グリオーマにおいて高齢者や全身状態の悪い患者
の予後は不良であり，通常の放尃線治療や化学療法も施
行できないことが多いのが現状である。最近の報告では
そのような高齢・全身状態の悪い患者に対しては短期的
な放尃線治療法も有力な方法であることが指摘されてい
る。
そこで，
短期的放尃線治療と化学療法(テモゾロミド)
との同時併用療法のプロトコールを作成し，脳外科と共
同で 2005 年より症例を集積中である。

3) 頭蓋内胚腫に対する放尃線卖独治療に関する前向き
試験(小川)
頭蓋内胚腫は脳原発の生殖細胞腫瘍であり，放尃線感
受性が高いことから放尃線治療を中心とした治療が行わ
れていることが多い。しかしながら若年者に多い疾患で
あり，放尃線治療や化学療法に伴う遅発性有害事象の発
生はときに大きな問題となる。脊髄照尃の省略，化学療
法併用による照尃野の縮小や投与線量の低減など様々な
試みがなされているが，いまだ標準的治療は確立してお
らず，治療成績を落とさず有害事象を最小限に止める治
療法の確立が求められている。そこで頭蓋内胚腫症例に
対して，頭蓋内照尃卖独治療が有効かつ安全であるかの
検討を脳外科と共同で 2005 年から開始している。
4) 上咽頭癌における化学療法と放尃線治療の同時併用
療法: Phase II study(小川)
上咽頭癌は放尃線感受性が高いために放尃線治療が第
一選択の治療として行われることが多い。しかしながら
他の頭頸部癌に較べ，放尃線の抗腫瘍効果は良好である
ものの遠隔転移が多いこともあり，その長期にわたる治
療成績はまだ満足できるレベルではなかった。そのため
様々な併用方法での化学放尃線療法が行われてきた。最
近の報告では上咽頭癌（特に進行癌）に対して化学療法
と放尃線療法の同時併用(+照尃後化学療法)が，
放尃線治
療卖独よりも局所制御率，生存率において有意に高いこ
とが明らかとなってきた。しかしながら化学療法と放尃
線治療の最適な組み合わせ方についてはまだ良くわかっ
ていないのが現状である。そこで，上咽頭癌を対象とし
て化学療法 (Nedaplatin + 5FU)と放尃線治療の併用療法
の有効性及び安全性の検討を耳鼻科と共同で 2005 年か
ら開始している。
5) 中咽頭癌における化学療法と放尃線治療の同時併用
療法: Phase II study(小川)
中咽頭癌は早期症例においては治療成績からみて手術，
放尃線治療のいずれも選択可能である 。
それに対して進
行症例では通常の放尃線治療法では局所制御が難しいこ
とが多く，手術可能例では手術と術後放尃線治療の併用
が一般的に行われてきた。しかしながら，進行症例にお
ける手術療法では広範囲の部位を切除することになるた
め，発声や嚥下等の機能障害の影響が大きいのが实情で
ある。最近の報告では進行性中咽頭癌に対して化学療法
と放尃線療法の同時併用が，放尃線治療卖独よりも局所
制御率，生存率において有意に高いことが明らかとなっ
てきた。しかしながら化学療法と放尃線治療の最適な組
み合わせ方についてはまだ良くわかっていないのが現状
である。そこで，進行性中咽頭癌を対象として化学療法
(Nedaplatin + 5FU)と放尃線治療の同時併用療法の有効
性及び安全性の検討を耳鼻科と共同で 2004 年から開始
している。
6) 下咽頭頭癌における化学療法と放尃線治療の同時併
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用療法: Phase II study(小川)
下咽頭癌は早期症例においては治療成績からみて手術，
放尃線治療のいずれも選択可能であり，さらには放尃線
治療と化学療法の併用により良好な成績も報告されてき
ている。最近の報告では下咽頭癌に対して化学療法と放
尃線療法の同時併用が，放尃線治療卖独よりも局所制御
率，生存率において有意に高いことが明らかとなってき
ている。しかしながら化学療法と放尃線治療の最適な組
み合わせ方についてはまだ良くわかっていないのが現状
である。そこで，下咽頭癌を対象として化学療法
(Nedaplatin + 5FU)と放尃線治療の同時併用療法の有効
性及び安全性の検討を耳鼻科と共同で 2005 年から開始
している。
7) T2-T3 喉頭癌における化学療法と放尃線治療の同時併
用療法: Phase II study(小川)
喉頭癌早期例特に T1 症例は放尃線治療による局所制
御率は高く，標準的な治療法となっている。しかしなが
ら，T2 の進行例や T3 症例では放尃線治療卖独では 5-7
割の局所制御率となっており，局所制御を向上させるた
めの新たな治療法が求められている。われわれは T2-T3
喉頭癌に対して局所制御向上を目的とした化学療法と放
尃線治療の同時併用療法としての臨床試験を耳鼻科と共
同で 2005 年から開始している。
8) 進行性飝道癌における化学療法と放尃線治療の同時
併用療法: Phase II study(小川)
近年の放尃線治療及び化学療法併用治療の進歩により
放尃線治療症例でも治療成績の改善が認められるように
なっている。現在われわれは飝道癌において化学療法と
放尃線治療の同時併用療法の臨床試験を第一外科と共同
で 2004 年から開始しており，
治療成績の改善を目指して
いる。
9) 中高悪性度の前立腺癌におけるホルモン療法併用放
尃線治療: Phase II study(小川)
中高悪性度の前立腺癌における治療としてはホルモン
療法と併用した放尃線治療の効果が報告されている。現
在われわれは，中高悪性度の前立腺癌においてホルモン
療法と放尃線治療の併用療法における臨床試験を泋尿器
科と共同で 2004 年から開始しており，
治療成績の改善を
目指している。
10) 悪性脳腫瘍における MRS による放尃線治療効果や予
後に関する有用性の検討(小川)
悪性脳腫瘍における放尃線治療効果や予後を予測する
ために，MRS による放尃線治療効果や予後に関する有用
性の検討を行っている。为に悪性グリオーマに対する検
討をおこなっているが，他組織における検討も積極的に
行っている。
②Retrospective study

1) 多施設における特定の疾患における放尃線治療成績
の検討(小川)
他大学の先生方と共同で特定の疾患における多施設で
の放尃線治療成績の検討を施行している。これらの検討
により，比較的症例数が尐ないために治療法が確立して
いない疾患に対する放尃線治療方針の提示が可能となる
と考えられる。
2) 悪性脳腫瘍における核医学的検査による放尃線治療
効果や予後に関する有用性の検討(小川)
悪性脳腫瘍における放尃線治療効果や予後を予測する
ために，核医学的検査による放尃線治療効果や予後に関
する有用性の検討を行っている。現在は Tl SPECT に関す
る遡及的な検討を悪性グリオーマ症例を対象として行っ
ている。
3) 脳転移症例に対する放尃線治療成績の検討(小川)
脳転移における放尃線治療については肺癌原発の症例
は多いがその他の原発における脳転移症例のついての至
適な治療方針についてはまだ確立していないことが多い。
現在われわれは婦人科系原発，乳癌原発，消化管原発の
脳転移症例の検討を行っている。
4) 脳幹グリオーマに対する放尃線治療成績の検討(小
川)
脳幹グリオーマの予後は不良で治療成績向上のために
治療法の開発が急務である。現在当科では脳幹グリオー
マ症例の放尃線治療に関する検討を行っており，より的
確な放尃線治療法の確立を目指している。
5) 飝道癌に対する放尃線治療成績の検討(小川)
現在われわれは飝道癌における放尃線治療成績の解析
を行っており，化学療法と放尃線治療の同時併用療法症
例のみならず，放尃線治療卖独例における治療成績の改
善のための治療法の確立を目指している。
6) 骨盤内悪性腫瘍における放尃線による晩発性合併症
の検討(小川)
放尃線治療は悪性腫瘍に対しての为要な治療法の一つ
であるが，症例によっては重篤な晩発性合併症をきたす
ものもある。特に骨盤部腫瘍においては，放尃線腸炎の
ような重篤な合併症をきたさないような治療法が望まれ
る。現在われわれは，骨盤内悪性腫瘍において重篤な晩
発性合併症をきたす症例の患者背景，治療背景について
分析を行っている。
7) 放尃線腸炎症例における高圧酸素療法の効果におけ
る検討(小川)
現在われわれは，放尃線腸炎症例における高圧酸素療
法の効果について検討を行っている。高圧酸素療法にお
ける治療効果は良好であり，今後放尃線腸炎に対する治
療法の一つとして有効であるかどうかさらなる検討を行
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っている。
B.基礎研究
1) 悪性脳腫瘍に対する分子生物学的解析による放尃線
治療効果予測(小川)
悪性脳腫瘍に対して放尃線治療は重要な役割を占めて
いるが，個々の腫瘍に対して放尃線治療に感受性がある
かどうかをあらかじめ予測することはより至適な治療を
行うために非常に重要なことであると考えられる。酸素
は放尃線治療効果を規定する強力な因子であり，低酸素
細胞は通常の細胞よりも放尃線治療効果が著しく落ちる
ことが指摘されている。従って，腫瘍組織内においては
低酸素状態で発現する遺伝子，例えば HIF-1αやその下
流の VEGF 等の遺伝子群が放尃線治療効果を予測する可
能性があると考えられる。現在われわれは脳外科と共同
で臨床症例における検体を集積中であり，症例集積が進
みしだい遺伝子発現の解析を行っていく予定である。
2) 飝道癌の分子生物学的解析による放尃線治療効果予
測(小川)
飝道癌は進行症例が多いために手術が不能であること
も多く，放尃線治療は重要な役割を占めている。放尃線
抵抗性を増加させる为要な因子のひとつに Ras 等の
oncogene の活性化の存在が示唆されている。以前より
Ras-Raf-MAPK pathway の活性化が放尃線耐性をもたらす
可能性が指摘されていたが，最近の報告では
Ras-PI3K-Akt pathway の活性化によっても放尃線抵抗性
がもたらされることが指摘されている。さらに
Ras-Raf-MAPK や PI3K-Akt への signal 伝達にも関与して
いる EGFR や erbB は，最近飝道癌において放尃線耐性に
関与する可能性が指摘されている。従ってそれらの遺伝
子群の臨床症例での検討を行うことは非常に重要である
と考えられる。現在われわれは大地位外科と共同で臨床
症例における検体を集積中であり，症例集積が進みしだ
い遺伝子発現の解析を行っていく予定である。
3) 頭頸部癌に対する分子生物学的解析による放尃線治
療効果予測(小川)
悪性脳腫瘍と同様に，低酸素細胞の割合が大きい頭頸部
の腫瘍では放尃線抵抗性の大きな要因であることが指摘
されている。最近の報告では，中咽頭癌で HIF-1αの発
現の程度が予後と相関することが明らかになっている。
また，VEGF は最近その targeting therapy の併用により
放尃線治療効果の増強が報告されている。低酸素状態に
関連する遺伝子の発現と放尃線感受性との関連性につい
ては，
基礎的検討の報告が散見されるようになっている。
しかしながら，
臨床症例においての検討は非常に尐なく，
それらの遺伝子群の臨床的有用性を検討する必要がある
と考えられる。現在われわれは耳鼻科と共同で臨床症例
における検体を集積中であり，症例集積が進みしだい遺
伝子発現の解析を行っていく予定である。

4) 乳癌における分子生物学的解析による治療効果や予
後を規定する因子の同定(小川)
近年乳癌における遺伝子レベルの予後を規定する因子
が尐しずつ明らかになってきている。現在われわれは，
乳癌において治療効果や予後を規定する因子に関する分
子生物学的な検討を第一外科と共同で行っている。
5) 飝道癌の分子生物学的解析による放尃線治療効果を
規定する因子の同定(小川)
近年の放尃線治療及び化学療法併用治療の進歩により
放尃線治療症例でも治療成績の改善が認められるように
なっている。現在われわれは飝道癌における分子生物学
的解析による放尃線治療効果を規定する因子の同定を第
一病理，第一外科と共同で行っている。
6) 肺癌の分子生物学的解析による放尃線治療効果を規
定する因子の同定(小川)
肺癌における治療において放尃線治療は重要な位置を
占めており，放尃線治療効果が良好な症例はより良い予
後が期待されると考えられる。現在われわれは，国立病
院機構沖縄病院と共同で放尃線治療効果を規定する因子
の解明するために，過去に放尃線治療を行った症例の治
療効果と遺伝子発現状況における検討を開始している。
7) 放尃線感受性を規定する因子を明らかにするための
实験的検討(小川)
悪性腫瘍における放尃線感受性を規定する因子につい
ては，以前より腫瘍幹細胞自身の関与が考えられてきた
が，近年血管内皮細胞等の外因性による可能性も指摘さ
れ て い る 。 現 在 わ れ わ れ は Radiation Oncology,
Massachusettes General Hospital/Harvard Medical
School と共同で放尃線感受性を規定する因子を明らか
にするための検討を，培養細胞株やマウスに対して各種
条件の放尃線照尃を用いることによって行っている。
8) Radiochromic フィルムによる線量測定精度の改善
(垣花）
Radiochromic フィルムは赤色（633nm）領域に吸収ピ
ークが存在し、線量感度も赤色領域が最大である。その
ため線量測定でも赤色波長のデータのみを利用し他の波
長（青及び緑）領域の情報は利用されていない。しかし
ながら、他の波長（青及び緑）領域でも吸収域は存在す
るので、
それらの波長域でも線量情報は保持されている。
本研究の目的は、赤色以外に青及び緑の線量情報を利用
することで Radiochromic フィルムによる線量測定精度
を改善することである。

【核医学部門】
1. malignant glioma の予後 予測の方 法とし て術 後
Thallium-201 SPECT の有用性の検討（飯田）
malignant glioma の 予 後 予 測 因 子 と し て 年 齢 ，
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performance status，mental status，組織学的 grade
および腫瘍切除範囲が有用であると考えられている。一
方 glioma における Tl-201 SPECT は病変の検出，良悪性
の予測，
治療効果判定および治療後残存/再発病変の検出
に有用であるとされている。しかし, これまでに予後予
測因子としてTl-201 SPECT の有用性を検討した報告は殆
どない。そこで術後あるいは放尃線療法後に Tl-201
SPECT が施行された malignant glioma 患者において，各
種評価法を用いてmalignant glioma の予後予測因子とし
ての Tl-201 SPECT の有用性を検討する。
2. 小児脳血流 SPECT 用ファントムの作製および機能統
計画像への応用（飯田）
脳機能・代謝画像は脳疾患の病態解明に不可欠な情報
である。特に核医学的手法を用いた脳血流 SPECT(single
photon emission computed tomography)は，MRI(magnetic
resonance imaging)や CT(computed tomography)では得
られない機能(血流)情報を得ることができ，痴呆性疾患
の鑑別，脳循環予備能の評価などに日常診療として用い
られている。また近年では SPM(statistical parametric
mapping) や 3D-SSP(three dimensional stereotactic
surface projections)という統計学的手法を用いた画像
解析法が開発され，脳機能画像解析に大きく財献してい
る。
我々の施設では小児の頭蓋前頭縫合早期癒合症(いわ

ゆる三角頭蓋)の頭蓋形成術前後に脳血流 SPECT 検査を
施行しており，治療による脳血流変化の評価に利用して
いる。
評価の際には 3D-SSP による統計画像も参考にして
いるが，3D-SSP も SPM も何例かの成人の脳の形(正常テ
ンプレート)と正常成人の脳血流 SPECT のデータより作
られたものであり，小児を対象としたものではない。成
人と比較し小児では頭蓋の大きさや形状も異なっている
だけでなく血流分布も異なることが知られている。頭蓋
形成術の治療効果予測および治療効果判定に脳血流
SPECT が有用ではないかと考えているが，比較可能な小
児の正常データベースが存在しないため，得られた所見
が有意な所見か否か判定に苦慮しているのが現状である。
そこで年令別に小児の脳の形態のテンプレートを作成
し，また年齢別に正常脳血流 SPECT のデータを構築する
ことによりある疾患群における特徴的な血流異常所見を
抽出することが可能となる。小児の正常なデータベース
を得ることは倫理的見地からも不可能である。従って何
らかの異常が疑われながらもほぼ正常と思われる症例を
抽出し，正常に近いデータベースを構築していく必要が
ある。もしこのデータベース構築の方法が確立された後
に，多施設によるデータベース構築が追加されればかな
り精度の高いものができあがる。そのためには各施設で
同じ方法による検査および統計処理が施行される必要が
ある。そこで年齢別の脳ファントムを作成する必要があ
る。
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臨床検査医学分野 (附属病院検査部・輸
血部を含む)
A. 研究課題の概要
1. 結核患者における結核菌細胞集団の多様性の解析
(山根誠久，潮平知佳)
極めて遅い菌発育という菌種特性から，結核菌は遺伝
学的に不均一な菌細胞集団から構成されることになる。
患者検体に含まれる個々の結核菌細胞をクローンとして
卖離し，
そのphenotype とgenotype を決定することから，
遺伝子上の集積していく変異を定量的かつ経時的に解析
し，特に薬剤耐性を獲得する機序を解明している。
2. 微生物細胞死の解析 (山根誠久)
細菌, 真菌といった微生物細胞は, 人工培地上に菌集
落を形成するか否か, あるいは液体培地中で細胞の濃度
を増加させるか否かという指標で生死を区分されてきた。
しかし, 微生物細胞が死に至る過程には, 細胞膜の透過
性の変化, 細胞内酵素活性の変化など, 連続した経過が
あるものと想定される。この連続的な生から死に至る過
程を蛍光標識プローブを用いたフローサイトメトリー法
で解明し, 自然環境や生体内での微生物の存在様式を明
らかにしている。
3. 沖縄県の伝統野菜の栄養学的評価（戸田隆義）
黒糖の为成分である、フェノール化合物、ポリコサノ
ールの粥状硬化症に及ぼす影響について検討した。实験
（Ｉ）では、６７羽の日本ウズラを８群にわけ、粥状硬
化惹起飝群としては、５％のコーン油、２％のコレステ
ロール、３０％のシュクロースもしくは、７種類の黒糖
を混合して作成した。黒糖には、粥状硬化を抑制する作
用があり、血清中ラジカルスカーベンジャー活性と粥状
硬化の程度には逆相関が認められた。实験（Ⅱ）では、
６３羽のウズラに、シュクロース、黒糖、黒糖由来のフ
ェノール化合物、シュガーケーン由来のワックス、オク
タコサノール、ビタミン C、ビタミン E を添加した。黒
糖由来のフェノール化合物の添加は、粥状硬化病変の発
生進展を優位に抑制した。
（本研究は琉球大学熱帯生物圏研究センター屋教授との
共同研究である）
4. 結核菌の薬剤耐性遺伝子解析 (潮平知佳)
結核は代表的な再興感染症の一つであり，治療法は抗
結核薬 3〜4 剤の併用療法が行われている。しかし，初回
治療で使用される抗結核薬に既に薬剤耐性を獲得した多
剤耐性結核菌が現在増加傾向にあり，社会的に重大な問
題となっている。本研究課題では，これら併用療法で使

用される抗結核薬に対する特異的な薬剤耐性遺伝子を検
索し，遺伝子上の点変異の検出，解析を行うことで薬剤
耐性機序の解析を行っている。
5. 沖縄県における特発性心筋症 (肣大型および拡張
型) の遺伝子解析に関する臨床研究 (東上里康司)
沖縄県における特発性心筋症患者およびその家系構成
員を対象として, 原因遺伝子の同定を行なっている。本
研究は，病態解析医学講座循環系総合内科学および東京
医科歯科大学難治疾患研究所（木村彰方教授）との共同
研究である。
6. 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)
家族性地中海熱は为に地中海を起源とする民族に多く
みられる常染色体务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尐ないが，当院での症例を
はじめとして，他施設からの依頼も合わせて解析を行な
っている。本研究は，病態解析医学講座循環系総合内科
学および分子感染制御学講座生命統御医科学 (陣野吉廣
教授) との共同研究である。
7. 非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）へのテトラヒド
ロクルクミン含有飝品の応用（山城剛）
肝硬変や肝細胞癌を併発する NASH はメタボリックシ
ンドロームの表現型とされ、
肣満とともに増加している。
酸化ストレスが原因とされるが、我々は動物モデルを用
いた基礎的研究、および臨床的に、抗酸化作用をもつテ
トロヒドロクルクミン含有飝品の NASH への効果を確認
した。現在、その作用機所、また NASH の病態解明を目的
に肝組織における酸化ストレスによる遺伝子発現の変化
について、マイクロアレイを用いて解析中である。本研
究は感染病態制御学講座（藤田次郎教授）
、琉球バイオリ
ソース開発との共同研究である。
（平成 18-20 年度戦略的
基盤技術高度化支援事業）
8. C 型肝炎ウイルス（HCV）複製に対する脂肪沈着、お
よびアディポサイトカインの作用（山城剛）
HCV は慢性肝炎を発症、肝硬変、肝細胞癌の原因とな
るウイルスであり、
肝炎治療にはインターフェロン
（IFN）
が用いられる。臨床的に肝組織への脂肪の沈着が HCV 肝
炎患者の IFN 治療効果を有意に下げることが報告されて
いる。肣満者においては脂肪細胞からのアディポサイト
カインの分泋が増加しており、本研究では脂肪沈着、ア
ディポサイトカインによる、HCV 複製、IFN の作用に対す
る影響について、HCV レプリコンシステムを用いて、基
礎的な分析を行っている。
（平成 20-22 年度科学研究費補
助金、基盤研究 C）
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薬理学分野
A. 研究課題の概要
1 ． Methotrexate 前 処 置 ラ ッ ト に お け る
tetrahydrobiopterin 含 量 と 内 皮 機 能 に お よ ぼ す
sepiapterin の影響
(野口克彦，濱舘直史，松﨑俊博，坂梨まゆ子，仲宗根
淳子，坂梨又郎)
［ 目 的 ］ 最 近 ， NO 合 成 酵 素 の 必 須 補 因 子 で あ る
tetrahydrobiopterin（BH4）の減尐だけでなく BH4 の酸
化型 (BH2) の増加もNO 合成酵素のuncoupling を引き起
こし，血管内皮機能障害の原因になることが示唆されて
いる．そこで，BH2 の役割について検討するため，BH4
の前駆物質である sepiapterin と，
細胞内で sepiapterin
が BH2 に 代 謝 さ れ た 後 ， BH4 へ の 変 換 を 行 う
dihydrofolate reductase の選択的阻害薬 methotrexate
(MTX) を併用することにより，生体内 BH2 レベルを増加
させたときの循環動態と内皮機能への影響を麻酔ラット
で検討した．
［方法］雄性 Wistar ラットを使用し，MTX (5 mg/kg) ま
たはその溶媒を实験開始 4 時間前に腹腔内投与した．
Pentobarbital 麻酔後，血圧を頸動脈に挿入したカテー
テルを介して圧トランスデューサにより，大腻動脈血流
量を超音波血流計によりそれぞれ測定した．溶媒および
MTX 前処置ラットに生理飝塩水，または Sep（0.3 mg/kg
i.v.）を投与し，それぞれ VSal 群，VSep 群，MSal 群，
MSep 群とした．門脈より採血した血漿中，および胸部大
動脈中の総 biopterin 含量と BH4 含量を，Fukushima &
Nixon (1980)の方法に準じて測定した．血管内皮機能の
評価は，sepiapterin あるいは saline 投与後に内皮依存
性血管拡張薬の acetylcholine (ACh)と内皮非依存性血
管拡張薬 sodium nitroprusside (SNP)の静脈内投与によ
る血管拡張反応を各群間で比較することにより行った．
［結果］Sepiapterin（Sep）卖独投与で大動脈 BH4 含量
は ， 対 照 群 に 比 べ 4 倍 増 加 し た が ， methotrexate
(MTX)-Sep 併用群では，BH4 含量増加はみられず，BH2 含
量の著明な増加と BH4 / total biopterin 比の減尐がみ
られた．MTX-Sep 併用群で，全身血圧の上昇がみられた．
また，血圧と BH2 含量との間には正の，BH4 / total
biopterin 比との間には貟の相関が認められた．血中 NO
代謝産物量は，BH2 濃度が増加すればするほど減尐し，
BH4 / total biopterin 比が増加すればするほど増加す
る傾向がみられた．MTX-Sep 併用群では，対照群に比べ
内皮依存性血管拡張薬である ACh による血管拡張反応の
有意の減弱が認められたが，SNP による血管拡張反応に
はいずれの群にも有意の影響はみられなかった．
［結論］以上より，BH4 の酸化型（BH2）の増加は，血管
内皮機能の減弱を引き起こす可能性のあることが示唆さ
れた．

2. ラット胸部大動脈におけるアセチルコリンおよびニ
トロプルシッドナトリウムの弛緩反応に対するメトトレ
キサートの影響
（松﨑俊博，野口克彦，坂梨まゆ子，仲宗根淳子，坂梨
又郎）
血 管 内 皮 の nitric oxide synthase (NOS) は ，
L-arginine と酸素分子から L-citrulline と nitric
oxide (一酸化窒素) を生成する．NOS 活性化の必須の
cofactor である tetrahydrobiopterin (BH4) の欠損は，
L-arginine の酸化と酸素の還元の連結を分離してしま
い，その結果として，superoxide anions の生成増加を
引き起こすと考えられている．また，BH4 salvage pathway
で重要な役割を担っている dihydrofolate reductase
を 選 択 的 に 阻 害 す る methotrexate は BH4 salvage
pathway の BH4 precursor である sepiapterin と共に
用いると nitric oxide の産生を低下させることが知ら
れている．したがって，抗悪性腫瘍薬や免疫抑制薬，抗
リウマチ薬などに広く使用されている methotrexate 投
与が BH4 による nitric oxide の産生系に作用し，血管
の弛緩作用へ何らかの影響をおよぼす可能性が考えられ
る．
そこで methotrexate と sepiapterin をラットに投
与し，血管の弛緩反応を内皮依存性血管弛緩薬の
acetylcholine お よ び 内 皮 非 依 存 性 の 血 管 弛 緩 薬
sodium nitroprusside を用いて測定することによって，
血 管 内 皮 の BH4 salvage pathway に 対 す る
methotrexate の影響が見られるかどうかを検討する．
实験は，Wistar 系雄性ラットを使用する．methotrexate
と sepiapterin はあらかじめ投与しておき，
麻酔下に弾
性血管の例として胸部大動脈および筋性血管の例として
腸骨動脈を摘出する．摘出されたそれぞれの血管は
Magnus 装置を用い等尺性に各薬物の張力変化を測定す
る．現在これらの实験を継続して行っている．
3．
エストロゲン減尐に起因する心血管系の異常に対して
三黄瀉心湯がおよぼす影響
（坂梨まゆ子, 野口克彦, 松崎俊博, 仲宗根淳子, 坂梨
又郎）
更年期以降の女性では, 閉経に伴うエストロゲン量の
急激な減尐により, 高脂血症の発症率が急激に上昇する．
高脂血症は, 動脈硬化のトリガーとなり, 狭心症や心筋
梗塞を誘発することから, 早期の治療が重要であると言
われている．一方, エストロゲン量の減尐により発症す
る高脂血症以外の疾患として, 更年期障害があげられ,
その治療には漢方薬が奏功することが知られている．漢
方薬は, 多成分系の薬剤であり, 一つの方剤が幅広い薬
効を有する．そのため, 例えば更年期障害に対して処方
された方剤が, 高脂血症にも奏功しうる可能性がある．
そこで本研究では, 更年期障害を適応とする漢方薬「三
黄瀉心湯」が, エストロゲン低下に起因する脂質代謝異
常による心血管系の傷害に対して, どのような影響を及
ぼすのか明らかにすることを目的とした．实験では, エ
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ストロゲンが減尐した更年期モデルとして, 卵巣摘出を
施したラットを作成し使用した．
卵巣摘出手術あるいは偽手術を施した Wistar 系雌性
ラットに対して, 三黄瀉心湯エキス懸濁液または水を 4
週間強制経口投与した．实験時には, 採血を行い, 心臓
および胸部大動脈を摘出して使用した．Langendorff 摘
出灌流心臓の虚血再灌流傷害については, 卵巣摘出群,
偽手術群ともに, 三黄瀉心湯投与で左审機能の回復の有
意な改善作用が認められた．また, 再灌流後の左审心筋
中のアデノシン三リン酸（ATP）量を測定したところ, 有
意に高値を示した．同様に, 再灌流後の左审心筋中のマ
ロンジアルデヒド量を測定したところ, 卵巣摘出群, 偽

手術群ともに, 三黄瀉心湯投与で有意に低値を示した．
一方, 血清中の脂質関連物質を測定したところ, 中性脂
肪は卵巣摘出群のみで, 総コレステロールと LDL コレス
テロールは, 卵巣摘出群, 偽手術群ともに, 三黄瀉心湯
投与で有意に低値を示した．また, 血漿中の窒素酸化物
含有量は, 卵巣摘出群, 偽手術群ともに, 三黄瀉心湯投
与で有意に高値を示した．
以上の結果から三黄瀉心湯は, エストロゲンが減尐し
た更年期モデルラットにおいて, 血中の脂質関連物質の
低下作用や, 窒素酸化物量の産生増加作用により, 動脈
硬化や心筋梗塞のような冠動脈性疾患の発症を抑制する
可能性が推測された．
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機能制御外科学分野
A. 研究課題の概要
弓部大動脈瘤手術時の術中脳モニターとして MEP 波形の
体温による変化に関する臨床的研究（國吉幸男、山城聡、
新垣勝也、永野貴昭、盛島裕次、喜瀬勇也、前田達也）
１）精髄虚血は胸腹部大動脈瘤手術時の深刻な合併症で
ある。耐術してもかかる合併症のため遠隔期には死亡す
るため、手術時に回避すべき合併症である。 しかしな
がら、手術時の脊髄虚血を瞬時に感知する方法論は現在
MEP（Motor evoked potential）が为流であるが、その信
頼性については学会でもまだ多くの議論がある。我々は
本 MEP に対する温度の変化についての基礎的研究を行う

ために、超低体温を用いる大動脈手術時においてその直
腸温との相関を見るべく MEP を装着してその変化を検討
する。胸腹部大動脈瘤手術時にその脊髄保護として超低
体温をもちいることがあるが、
かかる低体温-超低体温に
おける MEP モニターの変化に関する研究はまだない。そ
こで、直腸温による MEP の変化についてその標準を確立
する。現在まで明らかになっているのは、直腸温２５～
26 度近傍では MEP 波形が消失することのみである。
２） MEP は、大脳皮質運動野→脊髄前角細胞→末梢神経
→効果器（筋肉）の遠心性神経伝達ないし伝導状態を頭
皮上より大脳皮質を電気刺激してテストする検査法であ
る。 この伝導・伝達のいかなる箇所において低体温が
影響を与えているか検討する。
３） 低体温における MEP の消失により、超低体温を補助
手段とした胸腹部大動脈瘤手術時の脊髄虚血モニター法
を確立すべく、新たな方法を検討する。
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國吉幸男．2 期手術に Elephant Trunk を利用して胸部下行置換術を行った手術症例．第 36 回日本
血管外科学会学術総会．2008.4.16-18. 東京
PD08030: 喜瀬勇也, 前田達也, 中村修子, 仲栄真盛保, 稲福斉, 盛島裕次, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城聡,
國吉幸男, 加藤誠也．Papillary fibroelastoma の 2 手術治験例．第 106 回沖縄県医師会医学会総
会．2008.6.8．
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PD08031: 喜瀬勇也、前田達也、中村修子、稲福斉、仲栄真盛保、盛島裕次、永野貴昭、新垣勝也、山城聡、
國吉幸男. 急性 A 型大動脈解離に対する Bentall 手術施行例の検討. 第 16 回日本大動脈外科研究
会. 2008.5.15. 長崎
PD08032: 喜瀬勇也、前田達也、中村修子、上原忠大、上原協、稲福斉、仲栄真盛保、兹城隆雄、盛島裕次、
永野貴昭、新垣勝也、平安恒男、山城聡、國吉幸男. 小児期大動脈弁形成術後遠隔期に AVR を施行
した 2 手術治験例. 第 45 回九州外科学会. 2008.4.11-12. 鹿児島
PD08033: 中村修子, 仲栄真盛保, 山城聡, 國吉幸男．外腸骨動脈仮性瘤を伴った直腸潰瘍出血に対し、血管
内治療が有用であった 1 例．第 49 回日本脈管学総会.2008.10.24-26. 東京
PD08034: 中村修子, 仲栄真盛保, 兹城隆雄, 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福斉, 盛島裕次, 新垣勝也, 山城聡,
國吉幸男, 宜保昌樹．放尃線性血管炎による外腸骨動脈仮性瘤の直腸穿破に対する一治験例．第 106
回沖縄県医師会医学会総会 2008.6.8.
PD08035: 前田達也, 喜瀬勇也, 稲福斉, 盛島裕次, 新垣勝也, 山城聡, 國吉幸男．肝静脈圧測定が有用であ
った Budd-Chiari 症候群(BCS)に対する直視下根治術の 1 治験例．
第 106 回沖縄県医師会医学会総会．
2008.6.8.
その他の刉行物
MD08001: 國吉幸男:胸腹部大動脈瘤における肋間動脈再建法. 胸部外科 61; 932, 2008
MD08002: 加藤誠也、國吉幸男、稲福斉. 肣大型心筋症患者の左心耳に発生した papillary fibroelastoma(乳
頭状繊維弾性線維腫）Cardiac practice 122-126
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麻酔科学分野
A. 研究課題の概要
1. 肺病変修復過程促進に関する研究（須加原一博，宮田
裕史，水谷文子）
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，分泋およ
び肺水腫液吸収促進により，肺の炎症や繊維化が抑制で
きるとの仮定のもとに，
肺胞 II 型上皮細胞の機能を研究
し，多くの重要な研究成果をあげている。最近肺胞上皮
細胞に特異的な増殖因子を見いだし，この因子による肺
障害の予防および治療の可能性を新しく展開するととも
に，脳虚血障害の修復改善に関する研究へも進展させて
いる。
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实施法の研究，
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，須加原一博)
[实験モデル]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, 水谷文子，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( M E P ) 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 が尐ないと考えられて
おり, そのため大動脈手術の際の脊髄機能モニタリング
にも応用されている。
しかしながら,上記の脊髄虚血モデ
ルを用いた研究では MEP 波形が正常であるにもかかわ
らずその下半身麻痺を来すこと(false-negative)がある。
この原因を脊髄病理組織学的に検討し解明している。
6. 先天的横隔膜ヘルニア(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，甲元文子，須加原一博）
CHD は，新生児呼吸不全の为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，实験的 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などを検索し，CHD に対
する新しい治療法の開発を期待し，進めている。
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7 . Freeradicals を介した乳酸値上昇の機序と臨床的意
義(照屋孝二, 渕上竜也, 須加原一博)
重症患者における乳酸値の上昇は, 循環不全や組織で
の酸素需要供給バランスの重要なパラメーターとされて
いる。しかし一方で, 敗血症の hyper-dynamicstate 時
の乳酸値上昇など, 循環不全を伴わない乳酸値上昇など
があり, 乳酸値の解釈は簡卖ではない。我々は, 人工心
肺中, 十分な酸素が供給されているにも関わらず, 乳酸
値が上昇するという現象を発見し,その機序として Free
radical が 関 与 し て い る こ と を 各 種 Free radical
scavenger をもちいて検証してきた。現在, その機序に
ついて, 解糖系の酵素を含めて検討している。

8 . 海外における活動(大城匡勝)
平成 10 年 10 月から垣花脩(平成 14 年退職)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，
現在研究を続けており，
カリフォルニア大学サンディエゴ校との共同研究を継続
している。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 垣花学: 脳保護・脳蘇生, 坂部武史(編), 203-214, 克誠堂出版, 東京, 2008.

(B)

BD08002: 垣花学: 今日から实践できる TIVA[2], 木山秀哉(編), 122-133, 176-202, 真興亣易(株)医書出版
部, 東京, 2008.

(C)

BD08003: 須加原一博: 新しい人工呼吸 麻酔科学レビュー2008, 天羽敬祐(監修), 228-232, 総合医学社, 東
京, 2008.

(B)

BD08004: 渕辺誠, 富山洋，須加原一博: エキスパートの呼吸管理, 岡元和文(編), 438-444, 中外医学社, 東
京, 2008.

(B)

原
著
OI08001: Kakinohana M, Abe M, Miyata Y, Oshiro M, Saikawa S, Arakaki K, Kuniyoshi Y, Sugahara K: Delayed
response of transcranial myogenic motor-evoked potential monitoring to spinal cord ischemia
during repair surgery for descending thoracic aortic aneurysm. J Anesth 2008;22: 304-7.

(A)

OD08002: 徳嶺譲芳, 安谷正, 新田憲市, 照屋孝二, 石森謙太, 長谷川正嗣, 中江悠介, 須加原一博:私のア
イディア 超音波ガイド下鎖骨下静脈穿刺のためのシミュレーターの開発. ICU と CCU, 32:83-87,
2008.

(B)

OD08003: 徳嶺譲芳, 宮田裕史, 加藤孝澄, 松島久雄: 初期臨床研修医に対する超音波ガイド下中心静脈穿刺
トレーニング. 日本臨床麻酔学会誌, 28:956-960, 2008.

(B)

OD08004: 徳嶺譲芳, 新田憲市, 照屋孝二, 比嘉達也, 宮田裕史, 須加原一博: 超音波ガイド下内頸静脈穿刺
琉球大学附属病院 203 症例での検討. 日本臨床麻酔学会誌, 28:439-446, 2008.

(B)

OD08005: 徳嶺譲芳, 照屋孝二, 須加原一博: ラット脊髄虚血モデルに対する骨髄幹細胞の経動脈的移植. 日
本脊髄障害医学会雑誌, 21:108-109, 2008.

(B)

OD08006: 徳嶺譲芳, 新田憲市, 石森謙太, 長谷川正嗣, 中江悠介, 須加原一博: 超音波ガイド下穿刺練習用
シミュレータ"リアル・ベッセル". 臨床麻酔, 32:1081-1084, 2008.

(B)

症 例 報 告
CD08001: 和泉俊輔, 垣花学, 野口信弘, 中村清哉, 須加原一博: 心臓再同期療法患者の麻酔経験. 麻酔,
57:226-229, 2008.
CD08002: 徳嶺譲芳, 新田憲市, 照屋孝二, 比嘉達也, 羽賀亜矢子, 大久保潤一, 和泉俊輔, 須加原一博: 超
音波ガイド下に末梢側大腻静脈ラインを確保した一例. 日本集中治療医学会雑誌, 15:79-81, 2008.
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(B)

(B)

総
説
RD08001: 奥野栄太, 垣花学:【眼科手術の麻酔】 心筋梗塞合併患者の緑内障手術 眼圧管理とともに,頭を悩
ませる「虚血性心疾患」と「出血」. LiSA, 15:1222-1225, 2008.
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RD08002: 垣花学: 胸部下行大動脈瘤手術における脊髄機能モニタリングの实際. Anet, 12:30-34, 2008.
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RD08003: 照屋孝二, 須加原一博:【酸素:でも、酸素は薬?每?】 間質性肺炎と酸素投与. LiSA, 15:350-355,
2008.

(C)

国際学会発表
PI08001: Kota Kamizato, Miyuki Kiyohashi, Ayano Fukuchi, Manabu Kakinohana, Kazuhiro Sugahara: The
risk factors of hyperlacteremia after off-pump Coronary Artery Bypass graft surgery.11th
International Congress of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia September 14-17, 2008.Berlin,
Germany
PI08002: Kota Kamizato, Manabu Kakinohana, Sayako Iha, Hirohisa Oda, Kazuhiro Sugahara: Remifentanil
Can Dramatically Reduce intraoperative movement during a Tympanoplastic Surgery. American
Society of Anesthesiologists Annual Meeting October 18-22, 2008 Orlando, Florida, USA
PI08003: Manabu Kakinohana, Yuji Miyata, Satoko Saikawa, Tatsuya Fuchigami, Kazuhiro Sugahara:
Preanesthetic HRV Can Predict Remifentanil-Inducing Bradycardia during Induction of
Anesthesia.American Society of Anesthesiologists Annual Meeting October 18-22, 2008 Orlando,
Florida, USA
国内学会発表
PD08001: 赤嶺智教, 比嘉達也, 中村清哉, 須加原一博: 骨盤内悪性腫瘍の診断で対応していた深部膿瘍の一
症例.日本ペインクリニック学会第 42 回. 2008.07.18-20.福岡.
PD08002: 赤嶺智教, 比嘉達也, 中村清哉, 須加原一博: 当院緩和ケア活動状況. 日本臨床麻酔学会第 28 回
大会. 2008.11.20-22. 京都. 日本臨床麻酔学会誌, 28:S383, 2008.
PD08003: 赤嶺智教.外来椎間関節ブロックの費用対効果検討.日本慢性疼痛学会プログラム・抄録集 37
回:S95,2008.
PD08004: 安達康祐，中村清哉，坂梨真木子，須加原一博: 術中痙攣を起こした小脳腫瘍の一症例. 第 28 回沖
縄県麻酔・集中治療研究会. 2008.03.08.沖縄.
PD08005: 新垣志穂，福元千尋，比嘉達也，渕辺誠，宮田裕史，須加原一博: 左自然気胸に併発した心嚢気腫
患者に対する肺切除術の麻酔経験. 九州麻酔科学会第 46 回大会. 2008.09.27.福岡.
PD08006: 伊波明子, 野口信弘, 垣花学, 須加原一博: 体外循環下に行った下大静脈浸潤を伴う巨大褐色細胞
腫の麻酔経験. 日本臨床麻酔学会第 28 回大会. 2008.11.20-22. 京都. 日本臨床麻酔学会誌,
28:S246, 2008.
PD08007: 奥野栄太, 宮田裕史, 野口信弘, 福地綾乃, 垣花学, 須加原一博: 膜型人工肺下の気管内肉芽レー
ザー焼灼術において,フロートラックによる心拍出量測定が有用であった 1 症例. 日本臨床麻酔学
会第 28 回大会. 2008.11.20-22. 京都. 日本臨床麻酔学会誌, 28:S241, 2008.
PD08008: 奥野栄太，神里興太，久保田陽秋，宮田裕史，須加原一博: 硬膜外麻酔に関するアンケート結果. 第
28 回沖縄県麻酔・集中治療研究会. 2008.03.08.沖縄.
PD08009: 小田浩央，幾世橋美由紀，福元千尋，宮田裕史，垣花学，須加原一博: 先天性飝道閉鎖症 Gross C
型において気管支鏡による気管飝道瘻の位置確認が有用であった 1 症例.九州麻酔科学会第 46 回大
会.2008.09.27.福岡.
PD08010: 垣花学: 高齢者におけるレミフェンタニルとセボフルランの使用経験. 日本臨床麻酔学会第 28 回
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大会. 2008.11.20-22. 京都. 日本臨床麻酔学会誌, 28:S212, 2008.
PD08011: 垣花学: 周術期におけるオピオイドの使用. 神奈川医学会雑誌. 35:S280.2008.
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す研究を続けている。

救急医学分野

３．ヘリコプター等航空機による患者搬送の安全性に関
する研究（久木田一朗）

A. 研究課題の概要
１．救急・災害に対応する遠隔医療の研究（久木田一朗）
沖縄県は東西１０００km，单北４００km の広大な海域
に有人離島を４０程持ち、離島にある診療所では１人の
医師が診療にあたる。離島医師への支援と情報格差の解
消をめざすテレビ会議システムを用いた遠隔医療による
支援が可能かどうか实態調査やアンケート調査で明らか
にし，また災害医療での有効性について検討し，实証实
験等の实用化に向けた研究を行っている。
２．多臓器不全の病態解明に関する研究（久木田一朗）
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。MODS が重症患者の予後を悪くすること
（J Anesth 発表），SIRS では酸素代謝が亢進すること
（Crit Care Med 発表）などを明らかにし，人工呼吸を
必要とする
（acute respiratory distress syndrome: ARDS）
では人工呼吸による肺傷害（ventilator induced lung
injury: VILI）が MODS を引き起こすという仮設（ICU と
CCU 発表）の下、低侵襲な人工呼吸の理論的解明をめざ

沖縄，鹿児島の離島から年間３００回にも及ぶ急患空
輸が行われている。患者搬送中のヘリコプター機内で医
療機器（モニター，除細動器等）が安全に使用できるか
の検証は十分でない。自衛隊と協力しながら航空機内で
の医療機器の安全使用に関する研究を行っている（ICU
と CCU 発表、その他）
。
４．心肺蘇生法の研究および普及法に関する研究（久木
田一朗）
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２００５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）の開催における教
育効果、普及に関する評価と研究を行っている。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 久木田一朗: 体外式肺補助（ECLA）法．エキスパートの呼吸管理．岡元和文（編）
，15-21,中外医学
社，東京, 172-176, 2008.
国内学会発表
PD08001: 久木田一朗、野崎浩司、玉城佑一郎、中村宏治：離島における映像コミュニケーションシステム評
価プログラムの問題点．第 12 回日本救急医学会九州地方会 2008 年 5 月、佐賀
PD08002: 小谷 透、久木田一朗：シンポジウム、急性肺傷害（ALI）に対する非侵襲的陽圧換気（NPPV）
． 第
３０回日本呼吸療法医学会 2008 年 7 月、長野
PD08003: 宮城哲也、久木田一朗、野崎浩司：歯肉出血から窒息、心肺停止に至った１例． 第３６回日本集
中治療医学会学術集会 2009 年 2 月、大阪
PD08004: 宮城哲也、久木田一朗、野崎浩司：保存的加療で改善をみた腸管気腫症および門脈ガス血症． 第
３６回日本集中治療医学会学術集会 2009 年 2 月、大阪
PD08005: 宮城哲也、久木田一朗、五上 治：一酸化炭素中每に対する高気圧酸素療法の適応について．第 6
回沖縄クリティカルケア研究会 2009 年 2 月、沖縄
その他の刉行物
MD08001: 久木田一朗：心肺蘇生法のガイドライン変更点．沖縄県医師会報 44(2):82-83, 2008.
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(B)

内分泋代謝内科学分野
A. 研究課題の概要
内科学全般の教育、診療、研究を行っている。
臨床での問題点を臨床研究、基礎研究を通して解明す
る。臨床と基礎を結びつける。
内分泋･糖尿病･代謝･循環器･血液疾患の臨床・基礎研
究を行っている。
1. 甲状腺 (小宮一郎、幸喜毅、大城譲、池間朊己)
a. 臨床研究
1) 甲状腺自己免疫疾患
甲状腺自己免疫疾患にはバセドウ病と橋本病がある。
バセドウ病は甲状腺機能亢進症・甲状腺中每症の原因で
ある。橋本病は甲状腺機能低下症の原因である。甲状腺
自己免疫疾患バセドウ病と橋本病の臨床、基礎研究を行
う。
2) バセドウ病-甲状腺機能亢進症
バセドウ病を臨床面から追求してきた。バセドウ病の
病因は TSH 受容体抗体 TRAb であることを明らかにした。
TSH 受 容 体 抗 体 TRAb に は receptor assay で み る
TSH-binding inhibitory immunoglobulin (TBII)と甲状
腺刺激活性をみる甲状腺刺激抗体 thyroid stimulating
Ab（TSAb)がある。高感度 TSAb assay (sTSAb) を開発し
た。現在使われている TSAb assay (sTSAb)である。
3) TSH 受容体抗体病:TRAb 病
TSH 受容体抗体（TRAb）には、甲状腺を刺激する刺激
抗体（TSAb: thyroid stimulating Ab）と甲状腺機能を
抑制する抑制抗体(TSBAb: TSH-stimulation blocking Ab）
とがある。前者 TSAb は甲状腺を刺激し、バセドウ病の原
因になる。後者 TSBAb は甲状腺機能を抑制し、甲状腺機
能低下症をひきおこす。しかし、患者の中には刺激抗体
TSAb と抑制抗体 TSBAb を同時に、あるいは経時的に持つ
ものがある。これを TRAb 病という。この TRAb 病の疾患
概念を確立し、病態生理を明らかにする。遺伝子レベル
でも明らかにする。
4) バセドウ病寛解
バセドウ病寛解の指標を開発しつつある。現在までに
報告されている寛解の指標で信頼できるものは余りない。
寛解の指標を確立し、一般に用いられるものとする。バ
セドウ病の原因、成因を明らかにする。新しい治療を開
発する。寛解の指標を確立する。
5) ブロッキング抗体 TSBAb による甲状腺機能低下症
TSH 受容体抗体 TRAb には、甲状腺を刺激する刺激抗体
TSAb と甲状腺機能を抑制する抑制抗体 TSBAb とがある。
前者 TSAb は甲状腺を刺激し、バセドウ病の原因になる。
後者 TSBAb は甲状腺機能を抑制し、甲状腺機能低下症を
ひきおこす。TSBAb は甲状腺機能低下症の原因になる。
TSBAb が消失すると甲状腺機能低下症から回復する。ブ

ロッキング抗体 TSBAb による甲状腺機能低下症の発症機
序を解明した。
6) 甲状腺機能低下症から回復する例がある
(1) ブロッキング抗体 TSBAb 消失に伴う可逆性甲状腺機
能低下症
ブロッキング抗体 TSBAb による甲状腺機能低下症の発
症機序を解明した。ブロッキング抗体 TSBAb は甲状腺機
能低下症の原因である。ブロッキング抗体 TSBAb は TSH
の作用をブロックし、甲状腺機能を抑制する。TSBAb は
甲状腺機能低下症を引き起こす。この TSBAb 抗体が胎児
に移行すると新生児一過性甲状腺機能低下症になること
を明らかにした。このブロッキング抗体 TSBAb が消失す
ると、甲状腺機能低下症から回復する。ブロッキング抗
体 TSBAb 消失に伴う可逆性甲状腺機能低下症がある。
(2) 薬剤によるもの
リファンピシンは甲状腺機能低下症を誘発する。リフ
ァンピシンによる甲状腺機能低下症はリファンピシンを
中止すると、甲状腺機能低下症から回復する。
ヨード過剰による甲状腺機能低下症はヨード制限で甲状
腺機能低下症から回復する。
(3) クッシング術後甲状腺機能異常症
クッシング術後甲状腺機能異常症がある。多いのは甲
状腺機能低下症である。クッシング術後甲状腺機能低下
症は低下症から回復する例が多い。
(4) その他
教科書には「甲状腺機能低下症になったら、一生甲状
腺ホルモンを朋用する」と記載されている。しかし、甲
状腺機能低下症から回復する例がある。甲状腺ホルモン
を朋用している患者の 5 人に 1 人は不必要に甲状腺ホル
モンを朋用している。甲状腺ホルモンの朋用は心筋梗塞
を誘発するし、骨粗鬆症をひきおこす。甲状腺機能低下
症の患者は高齢化しつつある。不必要な甲状腺ホルモン
の投与を中止することは大切である。
甲状腺ホルモン投与中の甲状腺機能低下症患者で甲状腺
ホルモン投与を中止することができるかどうか判断する
方法を開発した。
7) リファンピシンは甲状腺機能低下症を誘発
抗結核薬リファンピシンは甲状腺機能低下症を誘発す
る。治療薬で甲状腺機能に影響を与えるものは多い。そ
の機序を解明する。
8) ヨード摂取と自己免疫性甲状腺疾患
尿中ヨード測定によりヨード摂取量を明らかにする。
そしてヨード摂取と甲状腺自己免疫性疾患の発症との関
係を明らかにする。沖縄県は他県に比べ、 ヨードの摂取
量が多いといわれているが、大規模な疫学調査は行われ
ていない。尿中ヨードを測定し、飝事中のヨード摂取量
を明らかにする。ヨード摂取と甲状腺自己免疫疾患との
関係を明らかにする。
9)甲状腺自己免疫疾患と糖代謝、脂質代謝
甲状腺ホルモンは種々の代謝を調節する。また、甲状
腺自己免疫疾患 (バセドウ病、橋本病) と自己免疫機序
による膵島の破壊性病変である 1 型糖尿病には関連があ
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る。2 型糖尿病との関連をも明らかにする。
10) HTLV-I 感染と橋本病、バセドウ病との関連
HTLV-I 感染は甲状腺自己免疫疾患である橋本病の発
症に関連があるが、大規模な疫学調査はおこなわれてい
ない。HTLV-I 感染と甲状腺自己免疫疾患との関連を調査
する。九州･沖縄に多い HTLV-I 感染者において甲状腺機
能および甲状腺自己抗体を検査し、ATL 患者及び HTLV-I
キャリアに橋本病が多く発症することを明らかにする。
現在 HTLV-I 感染とバセドウ病との関連を明らかにしつ
つある。
11) バセドウ病と CTLA-4 遺伝子多型
免疫抑制に働くシグナルに関わる CTLA-4 (cytotoxic
T lymphocyte associated antigen-4) の遺伝子多型は橋
本病やバセドウ病の発症に関連がある。CTLA-4 蛋白の発
現は自己免疫疾患で活性化している T 細胞の抑制をもた
らす。
この遺伝子の polymorphism (Exon 1、A/G 多型) に
ついてバセドウ病発症・寛解との関連を明らかにした。
CTLA-4 の G allele がバセドウ病の寛解を遅らせること
を明らかにした。またこの G allele 患者の T 細胞活性
が増加していることを見い出した。この遺伝子を解明し
ている。さらにバセドウ病の発症機序を解明する。
12）血清 IgE とバセドウ病
血清 IgE 高値を示すバセドウ病の亜型を発見した。
IgE
高値バセドウ病は治りにくい。IgE は寛解を遅らせるこ
とを明らかにした。
「バセドウ病と IL4Rα-Stat6 シグナルとの関連」を明
らかにした。未治療バセドウ病患者の約 30％に血清 IgE
の上昇がある。IL-4 や IL-13 はリンパ球に作用して IgE
産生を刺激する。IL-4 受容体と IL-13 受容体には共通の
IL-4Rα鎖があり、その拮抗薬は IL-4 および IL-13 の生
物活性を抑制する。IL-4Rα鎖のアミノ酸配列 50 番目に
おけるバリン(Val)からイソロイシン(Ile)への変異は B
細胞上でのシグナル伝達を変化させる。さらに IL-4Rα
を介した後の Stat6 の活性化は転写を促進させる。
IL-4R
α鎖と Stat6 の遺伝子多型をバセドウ病患者と健常人で
解析し、また各多型別の血清 IgE 濃度を比較する。さら
に患者の末梢血リンパ球を使用し、IL-4Rα鎖と Stat6
遺伝子多型が IL-4Rα-Stat6 シグナル伝達にどのように
影響しているかを解明する。さらに、 IgE 産生に関与す
るインターロイキン受容体の遺伝子解析を行う。
13）バセドウ病におけるヨードの T 細胞への影響
甲状腺機能亢進症の患者血清中では、 可溶性 IL-2R
が高値を示す。
バセドウ病に大量のヨードを投与すると、
甲状腺機能低下とともに血中の可溶性 IL-2R も減尐する。
その機序を解明する。臨床応用を検討する。
14）ネフローゼ症候群と甲状腺機能低下症
糖尿病の増加とともに、糖尿病性腎症によってネフロ
ーゼ症候群をきたす患者が増えてきた。ネフローゼの場
合、尿中の甲状腺ホルモン過剰排泄による甲状腺機能低
下症をきたす。この病態の疫学的な調査を行う。この病
態を増悪させる因子を検討する。
15）バセドウ病と PD-L1、PD-L2、PD-1 遺伝子多型

免疫制御機構や自己免疫寛容機構の１つに
programmed cell death 1 ligand (PD-L1)/programmed
cell death 1 ( PD-1 ) を介したシグナルがある。PD-L1
は抗原提示細胞や組織实質細胞（心臓、脾臓、胸腺、腎
臓など）に発現し、PD-1 は T、 B 細胞に発現している。
PD-L1、PD-1 は結合することにより、T 細胞活性化を抑制
する。胸腺や骨髄で negative selection を行う。自己
免疫性リンパ球を除く。PD-L1/PD-1 系の異常で免疫過剰
状態や自己免疫疾患の発症が起こる。日本人で
PD-L1/PD-1 遺伝子多型がバセドウ病発症に関与してい
ることを示した。さらに遺伝子多型の解析をすすめると
ともに、T 細胞活性化、アポトーシスへの影響を調べ、
バセドウ病発症の機序を解明する。PD-L2、PD-1 につい
ても明らかにする。
16）BAFF とバセドウ病
BAFF(B cell-activating factor belonging to the TNF
family)は B 細胞の分化、生存、増殖に重要な役割を果た
しているサイトカインである。BAFF のノックアウトマウ
スは成熟 B 細胞数の著しい減尐が認められる事が知られ
ている。これまで BAFF の受容体としては BAFF-R (BAFF
receptor) 、 TACI (transmembrane activator and
CAML-interactor)、
BCMA (B cell maturation antigen) の
3 種類が報告されている。これらの受容体のうち BAFF に
対する第 3 の受容体として最も新しく発見された BAFF-R
はリガンドとして BAFF のみと結合する。BAFF のシグナ
ルが過剰に入る事により、全身性エリテマトーデス
(systemic lupus erythematosus: SLE)や関節リウマチ
(rheumatoid arthritis: RA)が発症すると考えられてい
る。また血清 BAFF 濃度は、SSc（全身性強皮症）患者で
上昇しており、皮膚病変の広がりと相関したという報告
がある。BAFF と B 細胞におけるそのシグナルは B 細胞の
異常反応をひきおこし、SSc における病態に関与してい
ると考えられている。
バセドウ病における血中 BAFF 濃度
を解析するとともに、BAFF-R の発現を調べ、バセドウ病
発症の機序を解明する。
b. 基礎研究
1) 甲状腺細胞の増殖と分化と橋本病･バセドウ病病因
甲状腺細胞の増殖と分化の調節機構を cAMP、Ca2+、PG、
pH から明らかにする。細胞の極性を形態、電気生理、ヨ
ード代謝から明らかにする。生化、 形態、 電気生理学
的手法を駆使する。このモデルを用い、橋本病･バセドウ
病の病因、成因を明らかにする。
2) 甲状腺ホルモンの作用機構
甲状腺ホルモンの作用機構を明らかにする。一般に甲
状腺ホルモンは細胞の核に働いてその作用を発揮する。
これを甲状腺ホルモンのgenomic effect という。
しかし、
甲状腺ホルモンは核以外でもその作用を発揮する。これ
を甲状腺ホルモンの nongenomic effect という。この甲
状腺ホルモンの nongenomic effect を明らかにする。甲
状腺ホルモンの心臓、血管壁、膵ラ氏島のインスリン分
泋などに及ぼす nongenomic effect を明らかにする。
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3) HTLV-I 感染と橋本病・バセドウ病発症機構
橋本病・バセドウ病発症には環境と遺伝が関与する。
環境の一つに HTLV-I 感染がある。HTLV-I 感染は自己免
疫性甲状腺疾患である橋本病そしてバセドウ病発症に関
与する。
橋本病そしてバセドウ病発症機構を HTLV-I 感染
から明らかにする。橋本病そしてバセドウ病発症には遺
伝 が 関 与 す る 。 CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte
associated antigen-4)・PD-L1/PD1 (programmed cell
death 1)遺伝子多型と橋本病・バセドウ病発症との関係
を解明する。橋本病・バセドウ病発症を CTLA-4 などの遺
伝子多型と環境 HTLV-Ⅰ感染から明らかにする。橋本
病・バセドウ病発症機構を遺伝と環境の相互作用から解
明する。
2. 糖尿病 (小宮一郎、幸喜毅、大城譲、池間朊己)
a. 臨床研究
1) 沖縄県人の糖尿病について
「沖縄県は糖尿病有病率が高い」ことを報告した。沖
縄県人の糖尿病とその合併症について追跡調査を行う。
沖縄県人の糖尿病の特徴を研究する。
2) 先天性風疹症候群と 1 型糖尿病
沖縄県では 1964-1965 年に風疹が流行した。40 年間追
跡調査した。1 型糖尿病が多くなったことを明らかにし
た。
3) 沖縄県人の糖尿病関連遺伝子の解析
現在の沖縄県人は、その地理的条件から、過去から近
代までにわたり、比較的純粋な遺伝的特徴を保持してい
る。沖縄県人の糖尿病関連遺伝子を解析する。
厚生労働省から報告された日本人の糖尿病(及び耐糖
能異常) 有病率の結果によると、沖縄県住民は、日本で
も最も高い有病率を示した。さらに、ハワイに移住した
沖縄県系住民と沖縄県住民間の糖尿病有病率には差はな
いが、ハワイに移住した広島県系住民が広島県住民より
はるかに高い有病率である。ハワイに移住した沖縄系と
広島系は異なる。
沖縄県人における高い糖尿病発症率は、
環境因子とともに遺伝因子の影響を反映しているが、沖
縄県人の糖尿病関連遺伝子の解析は行われていない。そ
こで、糖尿病関連遺伝子である glucokinase、ミトコン
ドリア DNA、カテコラミン受容体β3 遺伝子、さらには
MODY3 の原因遺伝子である HNF-1a、肣満遺伝子 (ob 遺伝
子) 等の遺伝子異常について、沖縄県の住民の解析を行
う。さらに糖尿病と診断された患者の中から合併症進行
の早い患者群、母系遺伝のある患者群、肣満歴のない患
者群、若年発症の 2 型糖尿病患者群、高度肣満などの患
者群を解析する。これまでに、若年発症糖尿病症例の約
10%に、
MODY3 の原因遺伝子である HNF-1a 変異を認めた。
しかも、これまで未報告の３種類の変異を同定した。今
後、HNF-1a 変異と臨床型をさらに詳しく解析する。
4) 沖縄県のメタボリック症候群实態調査と治療介入
生活習慣病、 メタボリック症候群では、 内臓脂肪蓄
積による肣満を根本原因としてインスリン抵抗性が惹起
され、 その結果として高血圧、 耐糖能障害、 高脂血症

などがもたらされる。沖縄県においては、 男女とも肣満
者の割合が全国一位であり、メタボリック症候群の比率
は明らかに全国より高い。
メタボリック症候群の实態を明らかにする。県や市町
村の自治体や医師会に働きかけ、健康指導を行い、県民
の健康づくりに財献する。
5) 沖縄県における小児糖尿病の实態調査
わが国における小児 1 型糖尿病患者の予後は悪い。し
かし、系統だった調査は行われていない。過去 20 年間に
わたり、沖縄県の小児糖尿病サマーキャンプを行ってき
た。小児糖尿病患者 200 人のデータが蓄積されている。
糖尿病性網膜症及び腎症はともに欧米の報告よりも数倍
高い頻度で発症している。
小児糖尿病患者では、厳格な血糖コントロールと生活
介入が重要である。小児糖尿病の予後改善にむけた介入
を行う。小児糖尿病サマーキャンプは重要である。
小児糖尿病サマーキャンプへの小児 2 型糖尿病の参加
例が増加している。この实態を調査する。
6) 1 型糖尿病における免疫機構異常に関する研究
1 型糖尿病は免疫機構異常により発症する。発症時に
は膵に対する自己抗体が出現する。日本人を含むアジア
人では自己抗体の検出率が欧米人より低い。しかし、日
本人の膵自己抗体 (GAD 抗体、IA-2 抗体) の検出率は欧
米とほぼ同等である。さらに、発症が高齢になるほど自
己抗体の持続期間が長くなる。
また、1 型糖尿病患者では高率に甲状腺自己抗体が陽
性になる。約 40%で陽性になる。甲状腺自己抗体の出現
期間が一過性の群と恒常的な群の 2 群に分かれる。2 群
間での臨床上の相違点の有無を検討する。CTLA-4 遺伝子
異常の解明を行っている。CTLA-4 蛋白の発現は自己免疫
疾患で活性化している T 細胞の抑制をもたらす。この遺
伝子の polymorphism (Exon 1、A/G 多型) について 1 型
糖尿病との関連を追求している。CTLA-4 蛋白の発現は T
細胞の中でもとりわけ Th2 系の T 細胞と関連がある。1
型糖尿病や橋本病の自己免疫疾患と Th1/Th2 バランスと
の関連を追求する。
7) 沖縄県における糖尿病患者の視力障害の实態調査
中途失明者の原因疾患の第一位は糖尿病である。沖縄
県環境保健部と協力して、实態調査を行ってきた。中途
失明者の約 25%は糖尿病である。眼科医と連携してより
詳細な臨床データを集積する。
8) 糖尿病患者における無症候性心筋虚血の機序解明
自律神経機能障害のある糖尿病患者では非糖尿病患者
に比較して無症候性心筋虚血の頻度が高い。その機序に
ついては自律神経機能異常との関連が想定されている。
糖尿病患者においてジピリダモール貟荷心筋シンチグラ
フィを用いて無症候性心筋虚血の实態を調査すると同時
に、
末梢神経伝導速度 (特に F 波潜時) や心電図の power
spectrum 解析等を行い、無症候性心筋虚血の機序を解明
する。発症の予防に役立てる。
9）虚血性心疾患合併糖尿病患者における脂質代謝異常
解明
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糖尿病患者には虚血性心疾患の合併が多い。この合併
の機序を飝後の脂質上昇の観点から解明する。飝後の高
脂血症の検討はされていない。飝後高脂血症の症例にお
ける PAI-1 遺伝子異常との関連も検討している。
10）インスリン強化療法中の糖尿病患者に対する低血糖
の予防
α-glucosidase inhibitor は腸管でのブドウ糖の吸収
を遅らせ、2 型糖尿病の治療に用いられる。我々はこの
α-glucosidase inhibitor がインスリン強化療法中の 1
型糖尿病患者の夜間低血糖の予防に有効であることを見
いだした。今後多数例の検討を行う。インスリン療法中
の 2 型糖尿病症例でも検討する。
11）糖尿病患者の全県的なデータベース化
県内の为要な関連施設と協力し、同意を得られた患者
の各病院共通のデータベースを構築する。この实施は患
者のより良い治療と予後をもたらす。当面の目標は糖尿
病合併症を調査する。
12）
「高齢者糖尿病を対象とした前向き大規模介入研究」
−厚労省長寿科学総合研究費の助成による多施設共同研
究−
これまで行われた高齢糖尿病患者の長期追跡研究によ
り、高血糖は糖尿病性網膜症及び糖尿病性腎症の、高脂
血症、高血圧、高血糖は虚血性心疾患などの動脈硬化性
疾患発症や進行の危険因子であることが明らかになった。
しかし、高齢糖尿病患者でそれらの危険因子をどこまで
コントロールすべきかについては不明であり、意見が分
かれる。
欧米では DCCT や UKPDS などの大規模介入試験研
究により、血糖コントロールや血圧コントロールが糖尿
病の合併症に対し予防効果があることが証明されている。
それらの成績に従い、血圧値等に関しては目標値が提案
されているが、高齢者糖尿病において適用される否かは
不明である。
高齢者糖尿病における血糖、血圧、血清脂質などの危
険因子に対する治療介入の有効性について検討する。高
齢糖尿病患者を無作為に強化治療群と通常治療群に割り
つけ、体重、血糖、血圧、血清脂質などの危険因子の治
療効果について、
前向き無作為比較対照試験で検討する。
強化治療群では、体重、血糖、血圧、血清脂質などの危
険因子を一定の基準を定め、それらの目標に向かってコ
ントロールする。一方通常治療群では、特に具体的な目
標を定めず通常の治療を行う。追跡中の両群における糖
尿病合併症や動脈硬化性疾患の発症、進展、低血糖の頻
度および QOL の変化を比較検討し、高齢者糖尿病におけ
る体重、血糖、血圧、血清脂質の治療介入の有効性およ
び治療目標値を明らかにする。
13）高度肣満者を対象とした肣満感受性遺伝子の解析、
肣満関連腎症の遺伝子解析
沖縄県は、
全国と比較して 40 歳以上で肣満者が増加し
ている。特に男性にこの傾向が著しい。肣満は遺伝性が
強い。 高度肣満は遺伝である。肣満に関する遺伝因子の
解明は医療を大きく改善する。超肣満者を対象として遺
伝子解析に取り組んできた。そしてレプチン遺伝子の

25CAG 多型が日本人の肣満に強く関連する事を発見して
報告した。一方動物实験で、ラットにレプチンを高発現
させると、脂肪組織の萎縮に伴う体重減尐に加えて唾液
腺が著明に萎縮することも明らかにした。この所見はレ
プチンによる摂飝抑制および体重減尐に合致する。しか
も、レプチン高発現群と同量の飝事を与えたコントロー
ルラット群でも体重は減尐するが、脂肪組織の萎縮は認
めない。このことはレプチンが脂肪組織に特異的作用の
あることを示している。
こ れ ま で Melanocortin-4 receptor や
pro-opiomelanocortin, beta-1 adrenergic receptor 遺
伝子なども既に解析を終えて報告した。現在、視床下部
の摂飝調整因子、 脂質代謝の因子を解析している。さら
に肣満を介して発症する糖尿病、腎症などへの遺伝因子
の解析もすすめている。特に protein kinase C (PKC）
遺伝子と肣満関連腎症との関連を明らかにする。
肣満の機序が解明され、その因子を標的とした抗肣満
薬の開発が進んでいる。肣満治療の新しいアプローチを
する。
14) 糖尿病早期腎症に対するウレミックトキシン吸着
除去療法の検討
糖尿病腎症は、重要な糖尿病合併症の一つで、血糖コ
ントロール、飝事療法（塩分制限、蛋白制限）
、降圧療法
（ACEI、ARB を含む）を集学的に行っても、その進行を
抑えるのは困難である。糖尿病は増加している。糖尿病
腎症による腎障害や腎不全が増加している。現在透析導
入の原因第１位は糖尿病腎症による。
これまでウレミックトキシン吸着除去療法は、進行し
た腎不全に行われてきた。我々は、この治療を糖尿病早
期腎症に行い、有効にその進行を抑えるかを検討してい
る（OKINAWA study）
。糖尿病早期腎症の新しい治療方針
を確立する。
b. 基礎研究
1) 糖尿病発症機構
糖尿病発症分子機構を明らかにする。糖尿病発症の分
子機構としては H2O2 産生-DNA 損傷が重要な役割を果たし
ていることを明らかにした。糖尿病発症の分子機構とし
ては H2O2 産生-DNA 損傷とそのシグナル伝達を明らかにし
つつある。
糖尿病発症機構での NO の役割も明らかにした。
糖尿病発症分子機構を DNA レベルで明らかにし、糖尿病
発症を予防する。
2) インスリン分泋機構
インスリン分泋機構を膵潅流系、膵 ß 細胞を用いて明
らかにする。インスリン抵抗性糖尿病を呈す OLETF
(Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty) ラットはインス
リン非依存型糖尿病 (2 型糖尿病) のモデル動物である。
このラットは高インスリン血症を呈し、40 週齢以前に顕
性糖尿病を発症する。この OLETF ラットにインスリン抵
抗性改善薬等を投与し、糖尿病発症抑制の有無及び in
vitro の膵インスリン分泋能を検討する。組織学的に膵
島の数、大きさ等を検討する。さらに、 膵や肝の Glut 2
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(糖輸送担体) の発現を検討する
3) NO (一酸化窒素) の膵 ß 細胞に及ぼす影響
糖 每 性 (glucotoxicity) お よ び 脂 肪 每 性
(lipotoxicity)の研究を行う。現在、膵灌流系において
生理的な範囲の高血糖刺激が NO を産生することを明ら
かにしている。今までのところインスリン分泋のピーク
より遅れた一相性の NO の増加が認められている。
特に軽
度の糖尿病ラットの膵において NO 産生が高いことが明
らかになっている。今後はこの NO 産生が NO 合成酵素
(cNOS)を介して起こるか否かの検討や Ca2+や cGMP との関
連性の検討を行う。
さらには高血糖刺激による NO 産生が
膵 ß 細胞破壊に及ぼす影響を膵灌流系及び膵β細胞を用
いて明らかにする。上記の一連の事頄につき
lipotoxicity の観点からの検討も行う。また、实際の糖
尿病患者における NO と合併症との検討も行う。
4) 糖尿病性腎症にレニン-アンギオテンシン(RA)系と
プロテインキナーゼ C(PKC)が及ぼす影響
糖尿病合併症において、RA 系と PKC はともに重要な役
割をしている。我々はノックアウトマウスを用い、PKC
の重要性を示した。培養細胞の实験では、RA 系は PKC を
刺激する事が示されている。糖尿病マウスを用いて、
in-vivo で両者の関連を明らかにする。RA 系はインスリ
ンの作用を阻害する事がわかっている。RA 系によるイン
スリン阻害において PKC の役割を明らかにする。分子レ
ベルでの解析、IRS-1, Akt, eNOS リン酸化への影響を明
らかにする。
さらに RA 系と PKC が酸化ストレスにどのよ
うに関与するかを明らかにする。特に NADPH オキシダー
ゼとの関連を解析する。
5) 脂肪肝でのインスリンシグナル変化
脂肪肝では、肝でのインスリン抵抗性が生じ全身糖代
謝に悪影響を及ぼすと推測されている。アンギオテンシ
ノーゲン受容体拮抗薬や一部のスタチン製剤は脂肪肝を
改善する。現在肣満モデルマウスを用いて、これらの薬
剤が脂肪肝に与える影響について解析している。脂肪肝
改善によりインスリンシグナルの変化、全身糖代謝にあ
たえる影響について解析する。肝臓での Akt リン酸化等
のインスリンシグナルの変化、さらに肝繊維化への進展
抑制についても解析する。
3. 副腎 (小宮一郎、幸喜毅、大城譲、池間朊己)
1）副腎腫瘍の画像診断
CT-scan により副腎腫瘍の術前組織診断が可能である。
現在、エコー検査で術前診断が可能か否かの検討を行っ
ている。さらに、最近発見頻度が増加している副腎偶発
腫、特に subclinical Cushing 症候群とアルドステロン
症の合併例において、CT-scan や MRI にて特異な画像を
呈することを見いだしている。多数例の検討を行う。
原発性アルドステロン症は高血圧症の 5-10%を占める。
過形成による原発性アルドステロン症である特発性アル
ドステロン症 (IHA) や本態性高血圧と診断されていた
症例の中に、片側腫瘍であるアルドステロン産生腫瘍
(APA) が見つかる症例があることが分かってきた。アル

ドステロン産生腫瘍 (APA) の症例で逆説的副腎過形成
が存在することを CT-scan 等により証明すれば、前述の
仮説が裏づけられる。CT-scan や MRI にてこれを行う。
2）副腎腫瘍患者の遺伝子異常の検討
先 天 性 の 高 血 圧 症 を 呈 す る Apparent
mineralocorticoid excess syndrome (AME 症候群) はア
ルドステロン合成に関わる CYP11B2 とコルチゾール合成
に関わる CYP11B1 のキメラ遺伝子が原因である。ホルモ
ン産生副腎腫瘍における、これら CYP11B2 や CYP11B1 遺
伝子の異常の有無 (genomic および somatic) を検討し
ている。さらには副腎偶発腫でも検討を行う。
また、沖縄県では系統的な検索が成されていない多発
性内分泋腺腫症 (MEN) の臨床的なデータを収集する。
さ
らに上記の遺伝子異常や RET 癌遺伝子異常について検討
する。
4. 高血圧 (小宮一郎、幸喜毅、大城譲、池間朊己)
本態性高血圧患者における副腎酵素遺伝子異常を解析
する。
血漿レニン活性 (PRA) による本態性高血圧の分類
は古くから行われてきた。正レニン性本態性高血圧が
50-60%、高レニン性本態性高血圧が 10-20%で、低レニン
性本態性高血圧が 30%を占める。この低レニン性本態性
高血圧に着目し、検討してきた。低レニン性本態性高血
圧では、何らかの理由で循環血漿量の増加が存在すると
推測され、内分泋性高血圧の代表的疾患である原発性ア
ルドステロン症と類似する。
本態性高血圧患者の 10-14%に、高ナトリウム血症(147
mEq/l 以上)、PRA の抑制と相対的高アルドステロン血症
(Ald/PRA 比300 以上) がある。
これらの患者では血中DOC
(11-deoxycorticosterone)、18-OH-DOC (18-hydroxyDOC) が増加する。
低レニン性本態性高血圧患者ではアルドステロン合成
酵素であるチトクローム p450AS の遺伝子(CYP11B2)
polymorphism が存在している可能性が考えられ、これの
変異について検討した。CYP11B2 の Exon 4 の Lys173Arg
変異の検討を行った。相対的高アルドステロン症の患者
（低レニン性高血圧症の一部）で、Lys173 変異が多い。
さらに、CYP11B2 の promoter 領域-344T/C polymorphism
の検討も行い、-344T と Lys173 変異は完全に一致し
linkage disequilibrium にあることがわかった。今後は
renin-aldosterone-angiotensin 系に関わる他の遺伝子
異常の検討を行う。さらに-344T と Lys173 変異の CYP11B2
の機能解析を行う。
5. 循環器
a. 臨床研究 (比嘉聡)
(A) 不整脈疾患の新たな診断と治療法の開発
高周波カテーテルアブレーション(RFCA)とインプラン
トを行う。
RFCA を 1,000 例以上，
植え込み型除細動器 100
例以上，心审再同期療法 50 例以上を行ってきた。上审性
頻拍症および特発性心审性頻拍症のほとんどが根治可能
であった。しかし心房細動に代表されるように従来の
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RFCA で治療困難な頻拍症がいまだに存在する。このよう
な難治例のため頻拍回路の正確な同定法や新たなアブレ
ーション法の開発が必要である。2006 年に国内で初めて
３次元非接触性マッピング法を導入し，これら難治性頻
拍症の根治に取り組んだ。
(1) 通常型心房粗動
通常型心房粗動の頻拍は三尖弁-下大静脈間の線状焼
灼により根治が可能である。線状焼灼後に残存する gap
が再発の原因となる。従来頻拍回路の同定のみに用いら
れてきた 3 次元マッピングシステムをブロックライン上
に残存する gap を検索するツールとして応用する。
(2) 非通常型心房粗動
非通常型心房粗動の頻拍は三尖弁-下大静脈間の線状
焼灼のみでは根治は不可能である。これまでに右房内で
生じる頻拍として (1) upper loop reentry (分界稜に存
在するgap conduction を頻拍回路の下端として右房内を
旋回する reentry)， lower loop reentry (分界稜に存
在するgap conduction を頻拍回路の上端として右房内を
旋回する reentry)， (2) double loop reentry (通常型
心房粗動と upper または lower loop reentry が同時に旋
回する reentry)， (3) scar related reentry (瘢痕組
織の周囲を旋回する reentry)， (4) figure of eight
reentry (2 つの興奮波が central common pathway を同
時に伝導し隣接する 2 つの解剖学的障壁の間を旋回する
reentry)が同定されている。非通常型心房粗動では発作
中，
興奮波が上記(1)-(4)のリエントリー間を複雑に移行
することが報告されている。また心房細動の全く新しい
維持機序として，非通常型心房粗動中に fibrillatory
conduction を伴い，体表面心電図上心房細動様を呈する
疾患群がある。従来心房細動とされていた症例のなかに
非通常型心房粗動が含まれている。治療は(1)および(2)
では分界稜に存在する gap conduction と三尖弁—下大静
脈間の解剖学的狭路の線状焼灼，(3)および(4)では必須
伝導路の線状焼灼である。このように非通常型心房粗動
の詳細な研究は一部の心房細動の機序を解明していく上
で重要である。これまで用いられてきた 3 次元マッピン
グシステムではこれら頻拍周期が変化する不安定な頻拍
回路の解明は困難である。症例に応じて頻拍回路を同定
し，至適焼灼部位を決定する不整脈のテーラーメイド治
療を可能にする新しい非接触性非透視性 3 次元マッピン
グシステムを導入した。非接触性非透視性 3 次元マッピ
ングシステムを用いたテーラーメイド治療を発展させる。
(3) 発作性心房細動
肺静脈隔離法の臨床応用を行い，
良好な成績を収めた。
肺静脈周囲の左心房を線状および円周状焼灼することに
より不整脈トリガーおよび頻拍回路基質を同時に隔離す
る治療法の有用性が報告されている。線状および円周状
焼灼に必要な 3 次元マッピングシステムおよびカテーテ
ルナビゲーションシステムを導入した。また焼灼困難例
に対して新しいアブレーションシステム（冷凍凝固，レ
ーザー，超音波）の臨床応用をする。
(4) 慢性心房細動

慢性心房細動おける不整脈源の同定は困難である。心
房細動中の不整脈源同定法としてアブレーションカテー
テルからの高解像度マッピング局所電位波形から高頻度
興奮部位を心房内で検索して治療部位を決定している。
この方法はこれまで行われてきた肺静脈隔離法のように
画一的なアプローチとは異なり，症例ごとに治療部位を
決定し，高頻度ペーシングによる誘発が困難になるまで
不整脈発生源を焼灼していく方法である。これまで 40
例に行ったが，約半数で洞調律を維持している。３次元
非接触性マッピング法を用いた不整脈基質同定法を新た
に開発する。
(5) 器审的心疾患に伴う心审頻拍
虚血性心疾患，心筋症に合併する心审頻拍は血行動態
を悪化する。心审頻拍発作誘発は危険をともなう。発作
誘発による頻拍回路の同定は困難である。このような症
例でも洞調律中に緩徐伝導部位の電位をマッピングする
ことで心筋組織内の頻拍回路を推定することが可能であ
る。仮想の頻拍回路の解剖学的狭路を横断するブロック
ラインを作成することで発作を誘発することなく難治性
心审頻拍の抑制が可能かを検討する。またこのような疾
患群では心外膜側アプローチ法によるマッピング法およ
びアブレーション法が有用である。
(B) 植 え 込 み 型 除 細 動 器 （ ICD: implantable
cardioverter defibrillator）挿入患者の疫学調査研究
ICD 植え込み施設認定基準を満たし，1998 年より心审
細動・持続性心审頻拍など致死的不整脈例へ植え込み術
を施行してきた。ICD は突然死予防に効果がある。５年
生存率の不良であった致死的心审性不整脈合併症例にお
いても ICD の有効性が確認された。
また 2006 年からは両
心审ペーシング機能を併せ持ち優れた新世代 ICD (CRTD)
の使用も可能になった。2002 年の AHA/JACC/NASPE の適
応基準拡大改訂をふまえ，植え込み後の予後や作動状況
を追跡調査する。リスク層別化・危険因子を推定する。
(C) 心审再同期療法（慢性心不全に対するペーシング療
法—CRT: cardiac re-synchronization therapy）のレス
ポンダーの有効指標の開発
心审再同期療法施設認定基準を満たし，2005 年から本
格的に高度慢性心不全症例に対し同治療を施行してきた。
高度心機能低下例では両心审の電気的同期性が失われて
いることが多い。このような症例で両心审の電気的同期
性を回復させることが心拍出量増加につながる。右审お
よび左审を同時，または時相を変えて電気刺激する CRT
は，慢性心不全に対する画期的ペーシング療法として
QOL および予後の改善が期待できる。本治療の適応を拡
大し，中等度心機能低下例での有用性を検討する。
(D) 非侵襲的心臓電気生理学的検査による不整脈基質
の新たな同定法の開発
侵襲的心臓電気生理学的検査を行う前に非侵襲的方法
により心房細動発症起源や機序を推定することは治療法
の選択や治療効果および予後判定に重要である。P およ
び QRS 波加算平均心電図やホルター心電図・心拍数変動
を解析する。
非侵襲的心臓電気生理学的検査で解析する。
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(E) 沖縄県人における QT 延長症候群（LQTS）および
Brugada 症候群の疫学調査研究
LQTS は薬剤誘発性 LQTS との関連が示唆される LQT6，
さらに最近発見された Andersen 症候群を加え，
尐なくと
も 7 つの病型が，それぞれ異なる染色体部位と連鎖する
ことが示されている。Brugada 症候群でも心筋 Na チャン
ネル(SCN5A)の遺伝子変異が報告された。今後，沖縄県人
におけるLQTS およびBrugada 症候群患者の詳細な臨床デ
ータおよび遺伝子解析を行い，
予後との関連を追跡する。
b. 基礎研究 (比嘉聡)
(A) 内分泋･代謝性疾患における心機能，循環動態の特
徴
甲状腺ホルモンと各種循環調節ペプタイドが，正常お
よび虚血再潅流心，または实験的糖尿病ラット，肣満イ
ンスリン抵抗性ラットの心機能，循環動態および实験的
誘発心房細動におよぼす影響を working heart 法を用い
て検討している。甲状腺中每症ラットモデルで，体表心
電図，活動電位， 電位依存性 Na+， L 型 Ca2+チャンネル
電流 (I(Na)， I(Ca(L)))， 内向き整流 K+チャンネル電
流 (I(K1))，一過性外向き K+チャンネル電流 (I(to))，
遅延型整流 K+チャンネル電流 (I(K(delay)) を測定した。
甲状腺中每症ラットモデルでは，頻脈，心房細胞肣大と
ともに活動電位の短縮，膜容量の増大，インプットレジ
スタンス (R(in)) の減尐がみられた。I (Na)， I (K1)
は不変だったが， I (Ca(L)) が低下し I (K(delay))が
増加していた。甲状腺中每ラットでは， 活動電位時間
（APD20%， 50%， and 90%）は短縮し，最大活動電位 Max
dV/dt は増大した。Na チャネルブロッカーpilsicainide
は 心 拍 数 を 変 え ず に P 波 と Qtc を 増 加 さ せ た 。
pilsicainide は最大活動電位Max dV/dt を減尐させ，ネ
ット内向き電流を抑制することで，甲状腺中每モデルの
心房伝導速度を抑制し心房性不整脈の予防に有効な可能
性がある。
(B) 不整脈
(1) 心房細動発生機序についての研究
左房-肺静脈間に存在する心筋組織から発生する巣状
興奮が発作性心房細動の発生に重要である。
しかし左房肺静脈間の心筋組織がどのようにして，巣状興奮を発生
させるかは不明である。
従ってまず左房-肺静脈間心筋を
用いた心房細動モデルを作成する。カテコールアミン，
甲状腺ホルモンの自動能または撃発活動誘発に及ぼす効
果と各種イオンチャンネルの関与を，パッチクランプ法
を用いて検討する。インスリン抵抗性・高インスリン血
症が心筋細胞イオンチャンネル動態を変化させ催不整脈
作用を惹起することが示唆されている。上記モデルラッ
トを用いて機序を解明する。
(2) 心房細動維持機序についての研究
心房細動の維持に重要なのは心房筋の電気的および構
造的リモデリングである。卖離心房筋で，カテコールア
ミン，甲状腺ホルモン存在下電気的リモデリングの成因
に関与すると考えられる膜イオン電流の測定と各種チャ

ンネルの発現レベルの関係を検討する。
6. 血液・腫瘍
a．臨床研究 (増田昌人、友寄毅昭、奥平多恵子)
1) 成人 T 細胞白血病・リンパ腫 (ATL) に対する骨髄非
破壊的移植療法
ATL に対するミニ移植の臨床研究を行った。骨髄非破
壊的移植療法は、 高年令層の ATL にも实施可能であり、
「有効」と判断した。臨床経過および in vitro データ
から、 移植片対 ATL 効果の存在や特異的細胞傷害性 T
細胞の存在が示唆され、 寛解例では human T-cell
leukemia virus type-I (HTLV-I) プロウイルス量も減尐
した。本移植法は ATL に対する新規治療法として有望で
あり、 第 2 期プロトコールを開始した。
2) ATL に対する化学療法
「ATL に対する VCAP/AMP/VECP 療法 (modified LSG15)
と biweekly CHOP 療法 (modified LSG19) による第 III
相試験」を行なった。治療成績を解析中である。
3) ATL に お け る 微 小 残 存 病 変 (minimum residual
disease: MRD) の検討
「ATL における MRD 検査法の臨床応用についての研究」
を行った。
HTLV-I プロウイルス量を real-time PCR で MRD
としてモニタリングし、 血清中 sIL-2R 濃度等との比較
により予後との関連を解析中である。
4) 末梢性 T 細胞性 NHL および ATL に対する化学療法
「末梢性 T 細胞非ホジキンリンパ腫および成人 T 細胞
白血病・リンパ腫（ATL 急性型およびリンパ腫型）に対
する THP-COP 療法の有用性の検討（K-HOT プロトコール
T-ML01）
」を行っている。治療成績を解析中である
5) NK/T 細胞リンパ腫に対する化学療法
「未治療限局期鼻 NK/T 細胞リンパ腫に対する放尃線療
法と DeVIC 療法との同時併用療法の第 I/II 相臨床試験」
を行っている。
6) 進行期低悪性度 B 細胞リンパ腫に対する化学療法
「未治療進行期低悪性度 B 細胞リンパ腫に対する抗
CD20 抗体療法+ 化学療法 [Rituximab+standard CHOP
(R・S-CHOP) vs Rituximab+bi-weekly CHOP (R・Bi-CHOP)]
のランダム化比較第 II/III 相試験」を行っている。
7) 再発・難治性中高悪性度非ホジキンリンパ腫に対す
る救援療法としての超大量化学療法＋自己末梢血幹細
胞移植
「再発・難治性中高悪性度非ホジキンリンパ腫に対す
る救援療法としての大量化学療法＋自己末梢血幹細胞移
植 の 有 効 性 に 関 す る 検 討 (CHASE-MCEC 、 CHASE-LEED
randomized phase II Study)」を行っている。
8) 多発性骨髄腫に対する化学療法
「多発性骨髄腫に対する寛解導入療法有効患者を対象
とした interferon-α、prednisolone による維持療法の
第 III 相ランダム化比較試験」を行っている。
9) 同種骨髄移植と同種末梢血幹細胞移植の比較研究
「成人白血病に対する HLA 一致同胞ドナーからの同種
骨髄移植と同種末梢血幹細胞移植の臨床第 III 相非盲検
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無作為割付比較試験」を行っている。
10) 好中球減尐による発熱 (febrile neutropenia:FN)
に対する抗菌化学療法
「 FN に 対 す る 抗 菌 化 学 療 法 に お け る 注 尃 用
Fluoroquinolone 薬の臨床的位置付けの検討
（K-HOT プロ
トコール T-ML01）
」を行っている。
11) 造血器疾患における抗菌剤不応熱時の抗真菌剤の
有効性と安全性
「新規抗真菌剤ミカファンギンによるエンピリックテ
ラピー；造血器疾患ならびに固形癌患者における抗菌剤
不応熱時での有効性と安全性の検討」を行っている。
12) 進行期中悪性度 B リンパ腫に対する化学療法
「未治療進行期低リスク群のびまん性大細胞型 B リン
パ腫に対する R-CHOP 療法における Rituximab の投与ス
ケジュールの検討を目的としたランダム化第 II/III 相
試験」を行っている。
b. 基礎研究 (増田昌人、友寄毅昭、奥平多恵子)
1) Ras 遺伝子を導入したマウス造血前駆細胞における
mitogen-activated protein kinase (MAPK) 経 路 及 び
phosphatidylinositol-3 kinase (PI3-K) 経路を介した
アポトーシス抑制蛋白 Survivin の制御の検討
Survivin はアポトーシス抑制蛋白で細胞周期依存性
にその発現が制御されており、Ras 遺伝子の活性化と
Survivin の発現の関連が報告されている。Ras 経路には
MAPK 経路及び PI3-K 経路が存在する。Ras 遺伝子の活性
化による Survivin の発現が MAPK 及び PI3-K 経路を介す
るものか検討した。サイトカイン依存性マウス造血前駆
細胞である Baf-3 細胞に Ras 遺伝子を導入し、 MAPK 経
路及び PI3-K 経路を特異的に活性化した。Survivin の細
胞周期依存性発現はエルトリエーションにより各周期の
細胞を分離して解析した。
さらに Survivin 遺伝子のプロ
モータ解析を行い Ras 遺伝子の作用部位を特定した。結
果: Ras 遺伝子により活性化された MAPK 及び PI3-K 経路
にて Survivin が制御されていることが明らかとなった。
Survivin のプロモータ解析にて Ras 遺伝子が特異的に作
用する部位を同定した。
各細胞周期の解析では G2/M 期の
Survivin の発現が Ras 遺伝子の活性化により増強するこ
とが明かとなった。
2) 成人 T 細胞白血病（ATL）の発症機序、病態の解析お
よび新規治療薬の開発
ATL はレトロウイルスである HTLV-1 が関与する T 細胞
性リンパ腫である。ATL は HTLV-1 が感染したキャリアよ
り、40 年から 60 年の潜伏期を経て発症する。病型は緩
徐な経過を辿るくすぶり型、慢性型と劇症の急性型、リ
ンパ腫型の 4 型に分類される。くすぶり型、慢性型は経
過中にしばしば急性型に移行する。ATL 発症には HTLV-1
感染および宿为のゲノム、遺伝子変異、エピジェネティ
ックな変化（メチル化など）が関与する（
「多段階発癌機
構」
）
。ATL は難治性で、特に急性型、リンパ腫型の予後
は極めて不良であり、現在まで予後を改善する治療法は
確立されていない。九州・沖縄において HTLV-1 感染キャ

リア、ATL 患者数は際立って多く、その発癌機構、病態
解明、有効な治療法開発は重要である。
(1)Death associated protein (DAP)-kinase 遺伝子
のメチル化
ATL の難治性の要因として、
ATL 細胞のアポトーシス耐
性が挙げられる。ATL 細胞はインターフェロン、Fas
ligand、抗腫瘍剤刺激に対しアポトーシス耐性を示す。
DAP-kinase はインターフェロン、Fas ligand によって誘
導されるアポトーシスを正に制御する遺伝子であり、
ATL
の腫瘍化、進展、劇症化に関与している可能性がある。
HTLV-1 キャリア、
ATL 患者検体を用いて DAP-kinase 遺伝
子のメチル化を解析中である。加えて、ATL 細胞に対す
る脱メチル化剤の抗腫瘍効果についても検討を行う。
(2) ゲノム異常解析
臨床病態の異なるリンパ腫型と急性型 ATL について、
ゲノム異常解析を array CGH 法を用いて行った。リンパ
腫型でゲノム異常領域が多く認められた。急性型では 3
番染色体領域の増幅、リンパ腫型では 4、7 番染色体の増
幅、13q 染色体の欠損が特徴的であった。リンパ腫型と
急性型 ATL とも HTLV-1 を病因とするが、
腫瘍化に至る経
路は異なると推測される。今後、標的遺伝子の同定が、
発癌機構の解明に寄与できる。
(3) 新規合成レチノイド NIK-333 の抗腫瘍効果
レチノイドである all-trans retinoic acid は ATL に
対し抗腫瘍効果を有する。また、新規合成レチノイドで
ある NIK-333 は C 型肝炎ウイルスによる肝細胞癌の術後
再発を抑制する事が報告されている。NIK-333 の ATL に
対する抗腫瘍効果を検討した。in vivo 实験において、
NIK-333 は HTLV-1 感染細胞、
ATL 細胞に対し、
増殖抑制、
アポトーシス誘導を示した。
さらに、
ATL 細胞株移植 SCID
マウスに対し、NIK-333 を投与したところ腫瘍の増殖が
抑制された。NIK-333 は新規 ATL 治療薬あるいは発症予
防薬として期待される。
3) DNA 損傷による apoptosis における Bim の関与
DNA 損傷による apoptosis は腫瘍化および化学療法抵
抗性に重要な働きをもつ。
Bcl-2 family の一員であるBim
はサイトカイン除去による apoptosis において重要な働
きを示すが、 DNA 損傷による apoptosis における Bim
の働きは明らかでない。そこで IL-3 依存性細胞株 Baf3
を用いて紫外線 (UVC) による apoptosis における Bim
の関与を検討した。 結果:IL-3 除去後に UVC を照尃する
と 20 J/m2 では相加的に apoptosis を誘導するが、 80
J/m2 、 200 J/m2 と よ り 高 い UVC 照 尃 量 で は 逆 に
apoptosis が減尐し、IL-3 除去による Bim の発現が抑制
されることを見いだした。この調節が転写によるものか
どうかを調べるため promoter assay を行った。Bim 遺伝
子の intron-1 に UV-responsive element (URE) が存在
すること、 URE 依存性に Bim promoter の活性が抑制さ
れることがわかった。さらに、ゲルシフトアッセイおよ
びクロマチン免疫沈降法を用いて URE に結合する転写因
子が cyclic AMP response element modulator (CREM) で
あることが判明した。Baf3 細胞において CREM activator
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(t、 t1、 t2) と repressor (a、 b、 g) isoform が発
現しているが UVC 照尃により CREM の全ての isoform の発
現が抑制された。
これらのことから紫外線は CREM の発現
を抑制することにより Bim の発現を抑制し apoptosis を
抑制する。現在、CREMt 過剰発現、Baf3 細胞および CREMt
ノックダウン Baf3 細胞を用い解析する。
4) Glucocorticoid(GC)によるアポトーシスおよび Bim
発現調節の解析
GC は正常リンパ球やリンパ系腫瘍のみならず、一部の
骨髄系腫瘍にアポトーシスを誘導する。また、 GC はリ
ンパ系腫瘍において治療に重要な役割を占める。GC によ
るアポトーシスの機序に関しては多くの研究がなされて
きたが、完全には解明されてはいない。近年、microarray
法を用いて、 GC によるアポトーシスの際に調節されて
いる遺伝子の候補が多数報告されている。これらの遺伝
子の中で、アポトーシスのメインマシナリーである
Bcl-2 フ ァ ミ リ ー タ ン パ ク 質 と し て は Bim の
up-regulation および Bcl-2 の down-regulation が報告
されている。
そこで GC による Bim の発現調節機序に関し
検討した。 結果: Human Pro B cell line、 697 cell
を用いて reporter assay を行い、 GC の有無による
promoter 活性の違いを調べた。これまでの報告から GC
により Bim の mRNA は増加するので、GC 添加により Bim
の promoter 活性は増加すると予測していたが、 逆に GC
添加により Bim の promoter 活性は約半分に低下した。
GC
により GILZ という転写因子が増加し Bim promoter の
FHRE を介して Bim の発現を抑制することが報告されてい
るが、 FHRE mutant を用いた結果では転写活性に差はな
かった。GC 依存性に転写活性を抑制する cis-element を
同定する。GC による Bim の発現増加が Bim mRNA の寿命
調節による可能性を検討する。
5) 原発性体腔性リンパ腫の発症機序、病態の解析
原発性体腔性リンパ腫（primary effusion lymphoma:
PEL）は腫瘍塊を形成せず、腫瘍細胞が体腔液中で増殖す
る特異な非ホジキンリンパ腫である。 Human herpes

virus-8（HHV-8）が病因として知られているが、HHV-8
非感染の PEL（malignant effusion lymphoma: MEL）も
報告されている。PEL および MEL の発症機序、病態は未
だ不明である。予後は不良である。治療法は確立されて
いない。これらの細胞株は世界的にも尐数であるが、
HHV-8 感染 PEL 細胞株（MEL-1）および HHV-8 非感染非感
染 MEL 細胞株
（STR-428）
を樹立した。
SCID マウスへ MEL-1
を移植し、体腔性にリンパ腫細胞が増殖することを確認
した。
MEL-1 細胞株および移植マウスは PEL の病態解析、
新規治療法の開発に有用である。STR-428 では HHV-8 以
外の病因子の検討が可能である。
さらに MEL-1 と STR-428
の比較検討により HHV-8 関連あるいは非関連因子の詳細
な情報が得られる事が期待される。また、STR-428 の染
色体変異のひとつとして t(3;8)(q27;q24)が検出され、
遺伝子解析により C-MYC 遺伝子転座が認められた。
C-MYC はリンパ腫発症に関与する重要な癌遺伝子である。
免疫グロブリン遺伝子等との相互転座がリンパ腫発症に
関与する事が知られているが、
t(3;8)(q27;q24)はこれま
でに報告のない転座である。この染色体転座の検討によ
り、新規の C-MYC 活性化機序が解明される可能性がある。
6) Bernard-Soulier 症候群 (BSS) の遺伝子解析
血小板膜糖蛋白 (GP) Ib/IX/V 複合体の欠損・異常に
起因する先天性血小板機能異常症である BSS 患者 2 例を
経験し、 患者末梢血卖核球より DNA を抽出し、 GPIbα
GPIbβGPIX 遺伝子のシークエンスを行った。
結果:2 症例
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皮膚科学分野
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审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。世界保健機構（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）
。
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,当教审は高知大学医学部寄生虫学教审,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审,
山口大学農学部病態制御学講座獣医衛生学研究审との共
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報告によると 2006 年に
は 378 例の海洋危険生物被害の報告があり,その 70％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,卖純に刺す生物から刺每をもつものなど様々
であることや为な每成分が不明なことが多いことによる
と思われる。
当教审は加害動物の每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,海洋危険生物の皮膚障
害の治療方法を確立したいと考えている。
3. 沖縄県での皮膚腫瘍（悪性と良性を含む）の治療と实
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。当科においては現在まで手術を中心に腫瘍はなるべ
く切除する方向で治療を行ってきた。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は手
術が良いのか, あるいは姑息的治療が良いか過去の手術
例の予後を調査することにより, 今後の治療方法の開発
に役立てたい。
亜熱帯地方に属する沖縄地方の皮膚悪性腫瘍の特徴は
紫外線による光線性角化症，有棘細胞癌や HTLV-1 ウィ
ルスによる成人 T 細胞白血病が多いことが知られてい
る。また毛包系腫瘍や毛嚢に関わる pilonidal sinus の
報告例も多い傾向がある。さらに, 血管系腫瘍である
Kaposi 肉腫，悪性血管内皮細胞腫(以下 MHE)なども症例
が多い。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と思
われるが,沖縄県にては古典型を多く認める。1994 年～
2008 年の間に琉球大学にて 22 例が確認されている。そ
のうち 8 例は宮古島からの出身者であり何らかの関連が
あると示唆している。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, 疼痛を引き起こすため著
しく QOL を損なうと考えられている。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)の感染率などの实態調査（特に宮古島での調
査）が必要と考えられる。
また, MHE は高齢者の頭部に出現しやすい悪性腫瘍で
肺に転移しやすい致死的な疾患である。1987 年～2007
年の間に琉球大学では 37 例の症例を確認しており,ここ
数年は症例の増加を認めている。この腫瘍は培養が困難
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であり, 世界でまだ 2 例しか報告されていないため,
腫瘍培養を確立させ今後の研究や治療に発展させたい。
沖縄地方はヒトパピローマウイルス(HPV)の関与する腫
瘍(疣贅やコンジローマ)が多い。また, 稀と思われる型
の HPV の関与が示唆された Bowen 病, 悪性黒色腫, 疣
状黄色腫などの例を報告してきた。このような HPV と腫
瘍の関係はデータの蓄積が今後とも必要である。さらに
EB ウィルス感染の合併が疑われた T cell lymphoma や
ATL などの症例がみられ EB ウィルスが多彩な病像の発
現に関わっていることが推測された。ATL 患者もなお新
しい患者は発生しており, 治療法の開発が必要である
4.沖縄県における市中感染型 MRSA の疫学的調査
背景:皮膚科領域において皮膚感染症は頻繁に遭遇する
疾患であるが,その原因菌として特に MRSA は多剤耐性能
を持つため治療に難渋する。近年,従来の院内感染型
MRSA(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
のみならず,市中感染型 MRSA の存在が問題視されている。
これまでは院内での感染が中心であった MRSA 感染症が,
外来患者にも認められるようになり市中での感染拡大が
指摘されている。
市中型 MRSA 感染症の特徴として健常者
に 皮 下 膿 瘍 を 形 成 す る PVL(Panton-Valentine 型
Leukocidin)每素を高率に産生する株が存在する。
この每
素を持つ株は重症化しやすく,皮下膿瘍に対してしばし
ば切開排膿などの外科的治療が必要となる。このように
重症化しやすいため,治療を慎重に行う必要があるが,
我々は近年,沖縄県内の入院患者から PVL 每素を持つ株
を検出した。現在のところ沖縄県内における感染状態は
データが無いため全く不明である。そこでわれわれは県
内の医療機関と連携し,皮膚感染症のうち特に感染性粉
瘤や皮下膿瘍,伝染性膿痂疹の患者から細菌培養を行
い,MRSA が検出された症例に対して PVL 每素遺伝子を持
つ株かどうか検査している。それにより県内の PVL 每素
遺伝子を持つ MRSA の蔓延状況を把握するとともに啓蒙
と対策を行っていく。
5.皮膚真菌症の疫学・菌学的検討（单西諸島地域に於け
る真菌症）
单西諸島（琉球列島，薩单諸島）は本邦で唯一亜熱帯
に属し,この地理的・気象学的条件下に於ける病原性真菌
叢調査，化学療法など治療法進歩に伴う日和見真菌感染
症増加の可能性等の観点から患者と諸環境より真菌培
養・同定を行い疫学的及び臨床的に貴重な結果が得られ
ている。
1)表在性真菌症：これまでに Microsporum gallinae,
M.gypseum, M.canis Trichophyton violaceum, T.rubrum,
T.mentagrophytes, Asperugillus tamalli, Asp.
fumigatus, Prototheca wickerhamii, Fusarium sp. ，
Hortaea werneckii, Trichosporon sp., Exophiala
jeanselmai などが分離されている。为に鶏に感染する獣
性真菌 Microsporum gallinae が平成 20 年に本邦では初
めて体部白癬から培養され,この病原菌の疫学調査
（患者

宅鶏小屋,沖縄県本島内 5 つの小学校及び養鶏場）
により
Arthroderma
multifidum,
Arthroderma
simii
Chrisosporium 属菌種などが分離された。これらの真菌
は体部白癬，角膜真菌症,爪真菌症の病原菌でもあり,さ
らに AIDS,白血病などの免疫不全状態では全身播種例も
報告されており注意が必要である。琉球大学医学部附属
病院皮膚科外来に於ける培養株は尐数であるが培養株の
約70～80% が T.rubrum と T.mentagrophytes とで占めら
れる傾向に変化なく，ペット飼育ブームが原因と考えら
れる獣性真菌 M. canis による頭部白癬例や好土壌性真菌
M.gypseum による体部白癬が散見されている。M.canis
の 2 株のスライドカルチャー所見で, 成書に記述のない
菌糸形態が観察され分子生物学的手法及び走査電顕によ
る亜種の可能性を検討している。柔道など格闘技選手に
流行した T. tonsuransim 感染症は皮膚科開業医で診断・
治療されているためか疫学的情況と診断や治療・予防の
方法の現状は明らかでない。その他，これまでに広範囲
熱 傷 部 位 に 生 じ た 皮 膚 Fusarium sp. 感 染 症 ，
Paecillomyces lirasinus と Acremonium sp.に角膜真菌
症の失明例,平成 20 年には Fusarium sp.による角膜真菌
症の失明例を経験している。
Tinea nigra：昭和 58 年，沖縄県から Hortaea werneckii
による手掌黒癬の本邦第1 例が発見されて以来35 例が発
見され 15 例が沖縄県地方からの報告であった。近年，同
疾患は開業医等で診断・治療されているため疫学的現状
は明らかでないと思われる。近年，同疾患の発症･報告地
域が千葉県にまで北上し,地球温暖化の関与が至適され
ている。さらに，免疫不全状態では血液や脾臓から培養
された症例，眼内レンズ挿入術後に生じた同菌による眼
内炎の報告があり注意が必要な病原真菌として再認識と
情報提供・教育が必要である。さらに，気候変動と病原
真 菌 の 本 邦 に お け る 分 布 に 関 し て は Prototheca
wickerhamii など本邦单部地域に多い他菌種についても
同様に調査し現状を把握する必要があると思われた。
2) 深 在 性 真 菌 症 ： 下 肢 の 皮 膚 膿 瘍 か ら Exophiala
jeanselmai が 培 養 さ れ 沖 縄 県 地 方 で は 第 一 例 目 の
Subcutaneous phaeophphomycosis を経験した。皮膚科入
院中に皮膚筋炎に合併した Aspergillus fumigatus 肺炎
（死亡例）の喀痰培養で異常に急速な発育を示す集落が
観察され，集落の成長速度が免疫不全の強度に相応して
菌糸性要素が多いことが確認された。小児科入院中に
Fusarium sp.菌血症で死亡した Ewing’s sarcoma 症例に
生じた血庖の病理組織検査で真菌要素の末梢血管塞栅所
見からサイズが大きい大分生子による塞栅症が死因と推
定された。
その感染源検索に病审の窓サッシ 2 箇所,換気
扇 1 箇所,エアコン 1 箇所,病审戸口前の廊下 2 箇所の検
討では Aspergillus sp.のみであった。発症前に外泊し
た自宅付近の植物と土壌などの標本（10 箇所）を採集し
クロラムフェニコール加 PDA で検討した結果,一箇所の
土壌から Fusarium sp が分離･同定され外泊時に経気道感
染した可能性が推測された。その他，これまでに Chronic
mucocutaneous candiasis（1 死亡例）
，Sporotrichosis
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（11 例）
，Chromomycosis（3 例）
，Exophiala jeanselmai
に よ る Subcutaneous phaeophphomycosis （ 1 例 ），
Cutaneous protothecosisi（2 例）， Paracoccidioides
brasiliensis に よ る 单 ア メ リ カ 分 芽 菌 症
Paracoccidioidomycosisi （ １ 例 ） ， Cutaneous
cryptococcosis（1 例）の他，ATL mycosis の内数例を検
討した。Candida albicans による眼内真菌感染症（2
例）は 2 例とも長期（約 1 ヶ月間）の抗生物質 IVH 中に
皮表で増殖した C.albicans に続発したカンジダ血症や
胃癌手術例では術後の免疫低下も誘因と考えられた。单
米の風土病である Paracoccidioides brasiliensis によ
る单アメリカ分芽菌症 Paracoccidioidomycosisi はホリ
ビアに移住し沖縄に帰省時に診断された症例で亣通機関
進歩に伴い，本邦に無い真菌症が短時間で輸入されるこ
とを示唆する症例であった。その他 ATL mycosis として
極めて非定型的臨床を呈した皮膚カンジダ症及びカンジ
ダ血症（死亡例）では acute crisis 時に口腔内から
Candida albicans と伴に多数の Aspergillus sp.集落が
培養され，免疫不全の強度と病原菌種との間に相関があ
ると考えられた。また同症例の皮膚カンジダ症の直接検
鏡では仮性菌糸要素が大部分を占め，免疫不全環境下で
は菌糸要素が優位となる現象を確認した。この点は副腎
皮質ホルモン製剤の外用が誘因と思われた Cutaneous
cryptococcosis（1 例）の病原菌 Cryptococcus neoformns
の培地への継代株では莢膜形成が認められないことに付
合し，また皮膚筋炎に合併した Aspergillus fumigatus
肺炎（死亡例）の喀痰培養で異常に急速な集落の発育と
多数の菌糸要素の存在は，宿为免疫と真菌要素の変化に
相関があることを示唆するものと考えられた。その他の
ATL mycosis に Rizopus sp.による副鼻腔真菌症や微小な
病理組織標本の染色性と形態から Aspergillus sp.また
は Fusarium sp.が原因と考えられる副鼻腔（上顎洞）真
菌症を経験したが，後者では病巣の培養がなく，また微
小なパラフィン標本からの分子生物学的検討は困難であ
った。
Sporotrichosis：昭和 53 年～平成 19 年の 30 年間にスポ
ロトリコーシスが疑われた 61 例中 5 例で Sporotrix
shenckii が培養陽性（8.2%）であった。本邦の年間発症
患者数は数百例であり深部皮膚真菌症の大半を占めてい
るが，
同地域の症例数が他府県に比し尐数である誘因に，
後述する幼稚園砂場の培養結果から気温など環境因子が
推察された。なお骨・関節，鼻腔・口腔・咽頭粘膜，内
臓などに続発性病巣を形成した症例はなかった。昭和 59
年までの病型別頻度は固定型 9 例，リンパ管型 1 例，播
種型 1 例であり，生活環境の都市化により感染源との接
触が尐なくなっているためか症例数が減尐すると伴に小
児の眼周囲に生じた固定型が大部分であった。このため
沖縄県内，数十の幼稚園砂場の真菌培養が行われたが同
真菌は培養されなかった。同疾患は毛包炎様～皮下結節
など多様な臨床症状を呈し診断が困難なケースが多く，
最近経験した小児の 2 例は皮膚症状から同疾患が疑われ
た が Chalazion( 霰 粒 腫 ) と 診 断 さ れ ， 眼 周 囲 の

Sporotrichosis 様皮疹の診断に際し Chalazion を鑑別診
断として念頭におく必要が明らかとなった。
Cutaneous protothecosis：ステロイド製剤外用が発症誘
因と考えられた右上肢例は，外用中止後に自然治癒した
が，その後に他側上肢に同症が発症しイトラコナゾール
による治療を行い治癒したがステロイドを外用していな
い左上肢の発症誘因が不明であり再検討中である。
他に，
表皮から Trichophyton mentagrophytes が培養され真皮
から Prototheca wickerhamii が培養された稀な症例を
経験した。P.wickerhamii は systemic infection の原
因菌でもあり免疫不全状態では注意が必要な真菌の 1 つ
と考えられた。
3) 病原真菌の分子生物学的検討：PCR 法による分子生物
学的検討が進展しており，これまでに沖縄県地方で分離
された T. tonsuransim は輸入された菌種であること，
hairbrush 法 に よ り イ ヌ 体 表 か ら 分 離 さ れ た
Asperugillus tamalli,及び Microsporum gypseum,同地
方に高頻度の Tinea nigra の病原真菌 Hortaea werneckii,
同地方では第 1 例目である phaeophphomycosis の病原真
菌 Exophiala jeanselmai, ア ス ペ ル ギ ル ス 肺 炎 の
Asperugillus fumigatus.フサリウム菌血症と皮疹（血庖）
及び住居付近の土壌から分離培養された Fusarium sp.な
どについて分子生物学的同定がなされた。環境中の真菌
叢の検討に始めてクロラムフェニコール(100μg/ml)添
加 PDA 培地を使用し，極めて有用であった。
4) 爪真菌症の菌学的検討：爪真菌症は臨床症状から診断
が難しいケースが多いに関わらず，近年は爪真菌症
Onychomycosis を爪白癬 Tinea unguium として皮膚科以
外で治療されることが多くなっている。爪真菌症でない
症例に長期間抗真菌剤の全身投与される誤診例も散見さ
れ，皮膚科医を含め他科の教育も必要と思われた。さら
に白癬菌以外に Candida sp., Fusarium sp., Malassezia
sp.，Acremonium sp.が分離・同定され，現在処方される
抗真菌剤に感受性の低いものもあり全身投与の際の培
養・同定が適切な治療につながると考えられる。なお爪
甲中 Malassezia sp.は角化細胞間脂質を栄養としている
と考えられ検討中である。また爪真菌症では培養率が低
い原因に不適切な採取法と培養法があると伴に
contaminant が高頻度に培養されるため基本的な手技の
習得が必要と考えられた。なお，従来使用されていた
Parker- super Quink permanent blue-black-ink(Parker
BB)を含むパーカーインク・KOH 法は直接検鏡に極めて有
用であったが製造中止となった。
平成 20 年に報告された，
現在市販されている Paｒker-Quink black-ink を利用し
た 20%含有 20%KOH 液は染色性が,以前のものとやや色調
が異なるが有用であることが確認され，特に診断の難し
い爪真菌症に有用であった。
6.单西諸島に於けるハンセン病（疫学，病態，治療）
单西諸島（琉球列島，薩单諸島）に於けるハンセン病
の臨床症状は，本邦の本州等他地域と相違が認められ，
亜熱帯～熱帯に位置する流行地域に類似し，同地方に於
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ける疫学・病態・予防・治療（特に後遺症）の検討は赤
道を挟む单北 20 度地域に集中する流行地に於ける対策
の一助となると考えられる（平成 7～19 年版琉球大学医
学部研究紀要参照）
。
1) 疫学的検討：琉球大学医学部附属病院（琉大病院）の
新患者数は昭和 57～平成 20 年(27 年間)に 150 例，他施
設で化学療法施行後の再燃例は 4 例であった。新患数は
昭和 60 年まで増加傾向を示したが，
以降は漸減し平成元
年前後には年間 2～6 例と一桁となり平成 15 年に始めて
0 例となった。平成 16 年の新患は 2 例，平成 17 年～18
年は 0 例，
平成 18 年には沖縄県全体の新患発生が始めて
0 例となった。
しかし平成 19 年に新患が 1 例発見され
（56
歳，男性，BL 型）
，20 年に新患が 2 例発見され（77 歳，
女性，BT 型と 66 歳，男性，BT 型）暫くの期間はごく尐
数例，過去に多発地域であった地域の出身者を中心とし
て，为に境界群例が散発的に発見される可能性が推定さ
れた。また，77 歳の女性の出身地は大阪市であり，本州
地域に於いても 70 歳代以上の新患発見の可能性が明ら
かとなった。近年，本邦に於ける新患の大部分が東单ア
ジアや单米など多発地域からの在日外国人例であるが過
去に多数の单米移民があった沖縄県内ではまだ発見され
ていない。なお集計には鹿児島県（与論島，大島郡）か
ら来院した 6 例を含む。
ハンセン病に対する意識調査：ハンセン病に対する意識
調査を医学生と看護学生を中心にアンケート形式で調査
し，一般人に対する啓蒙については「必要」＞「どちら
かというと必要」
，医療関係者に対しては「必要」の傾向
には変化がなかった。水俣病等の公害訴訟と異なり，医
師側の課題があり医療従事者側の対応について質問内容
を修正しつつ回筓数を重ね，一般人へアンケート対象を
広げ調査を継続する。
病型別頻度：流行地で高頻度の病型(未定型群と TT 型)
が著減し，境界群の占める割合増加がみられ過去 4 年間
の新患はすべて同群例であり，これからも同病型の新患
が発見される可能性が大きいと考えられた。なお，化学
療法終了後に末梢神経炎症状を伴う皮疹の再発がみられ
た 4 症例を遅発性境界反応と集計したが菌学的検査陰性
であり，病態が未だ不明であり文献検索を含め検討中。
年齢分布：過去 10 年間に於ける新患の年齢は全て 50 歳
以上であるが，
過去 27 年間の集計では中年層と高齢者と
の 2 峰性分布が認められ，
本州地域に於ける 70 歳前後の
１峰性分布とは異なる疫学的情況が明らかとなった。ま
た流行地で高頻度の小児例（14 歳以下）は発見されなか
った。
出身地別頻度：過去 19 年間に於ける出生地の集計が「都
市型」を呈する点は，消退沈静期の疫学的徴候に一致し
ていた。近年は離島出身者の割合が増加し「離島型」と
称すべき特徴がみられている。なお，平成 19 年に BT 型
と診断された高齢の女性例は大阪市出身であり，全国的
において極めて尐数例（高齢者）が散発的に発見される
可能性が明らかとなった。
発症～診断期間：発症から受診までの期間(patient’s

delay)が発症後 1 年以内が最も多くかったが，
10 年以上
の症例もあった。その誘因として，らい菌の doubling
time が異常に長い（約 10～20 日間）ことが考えられた。
初診の診療科：皮膚病変を为訴に皮膚科を受診する例が
大部分で，神経痛様疼痛などを为訴に外科，診療所，内
科，整形外科，眼科，耳鼻科などを受診する例も尐数み
られた。なお現在でも東单アジア地域，西单アジア，单
米などの流行地域では多数の新患発生があり，本邦では
尐数であるが在日外国人例を中心とした新患発生があり，
鑑別疾患として念頭におく必要がある。
瘙痒を伴う症例：一般に「ハンセン病の皮疹には瘙痒を
伴わない。
」とされてきたが，当院で経験した 149 症例中
21 症例(14.1%)で「瘙痒」を伴っていた。瘙痒を伴う皮
膚病変を薬疹, 紅皮症, 体部白癬, 虫刺症などの皮膚疾
患と誤診されるケースもあり注意が必要である。
後遺症重傷度・頻度：四肢のしびれ感，知覚障害，末梢
循環障害, 下腻浮腫などの軽症の後遺症を除いた集計で
は，顔面の変形, 閉眼不能, 角膜潰瘍，兎眼・全盲，全
頭脱毛，シャルコー関節, 垂足，鷲手, 猿手などの重篤
な後遺症が 10 例において初診時～治療経過中にみられ
た。同疾患による後遺症の頻度及び重症度と，らい菌の
低至適生息温度(30.4-32℃)と気候（緯度）との相関に言
及する報告があるが確証がなく，流行地域に於ける今後
の調査結果と比較検討していきたい。
発症誘因(紫外線)の臨床的検討：紫外線暴露量が多い顔
面・頚部に於ける皮疹分布から紫外線が発症誘因となり
得る可能性を検討した。顔面に皮膚病変が見られる症例
は 27 例（18.0%，27/150）
，顔面や頚部が初発部位である
症例は 32 例（21.3%，32/150；男性 17 例，女性 15 例）
，
顔面と頚部のみに病変が見られた症例は 16 例（10.7%，
16/150；男 6 例，女性 10 例）であったが同様の資料がな
く，この結果が臨床的に有意であるか検討中である。皮
疹が右側に限局する症例，左側に限局する症例，両側に
見られる症例を比較検討している。男性例では自動車運
転中に右顔面に長期間にわたり日光暴露を受けた 4 症例
で炎症症状の強い皮疹が右側顔面に限局していた。BL 型
では皮疹の分布が左右対称性かつ瀰漫性であるが，同型
の男性 1 症例において皮疹が右側顔面～右側頚部に限局
していた。さらに平成 19 年の BT 型男性例に見られた顔
面の皮疹は右頬部で発赤が強かった点等から臨床的には
紫外線が発症・増悪因子である可能性が示唆された。更
に流行地域に於ける調査結果と比較検討すると伴に高血
圧マウスの鼻部病変で動物实験を検討中である。なお高
齢男性例に関しては本土復帰後の車線変更を考慮する必
要があると思われた。以上の臨床的・疫学的徴候が沖縄
県地方に特異なものであるのか流行地域と比較検討を行
っている。
2) 後遺症予防及び治療法：世界に於ける同疾患による後
遺症をもつ患者数は登録患者数より遙かに多く，その対
策として multi drug therapy(WHO/MDT)修正やステロイ
ド剤尐量～中等量併用療法の有用性が報告されてきた。
しかし，らい反応時の強い神経炎による神経痛や関節痛
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及びその後に生じる後遺症予防には不十分であり 125～
750mg の点滴静注によるミニパルス療法は副作用が尐な
く有効であることを報告してきた。レイノー症状に対し
セロトニンブロッカーと黄連解每湯や当帰芍薬散併用の
有用性が報告されており，ハンセン病に於ける自律神経
性の末梢循環障害に有用か検討中である。有用性判定に
サーモグラフィーも用いているが，同検査法は簡易で侵
襲性がなく，糖尿病など類似の病態を呈する疾患に於い
ても有用であった。
7.東洋医学
東洋医学は西洋医学的観点から基礎･臨床研究の歴史
が浅く EBM に欠くという誤解があったが東洋医学成立過
程に於ける EBM 成立に関して認知されてきている。
近年，
東洋医学の基礎･臨床研究が進展し薬剤選択のチャート
化や東洋医学的徴候のスコア化等の工夫，及び西洋医学
的手法による EBM 確立も進展している。中国漢方医学は
古代より本邦に伝えられ，独自の和漢医学が発展したが
明治維新時の偏った医療政策により東洋医学専門医の医
師免許が認められない長い期間があった。
平成 13 年文部
科学省の｢医学教育モデル･コア･カリキュラム｣に医学部
卒業までの到達目標に｢和漢薬を概説できる｣が加えられ，
平成 14 年に日本東洋医学会が標準的テキスト(日本語及
び英語)を刉行した。
平成 16 年 12 月に琉球大学医学部に
於いても 4 学年対象に特別講義がもたれ平成 17 年 9 月か
らは東洋医学概説講義が始まり，
平成 22 年以降必修科目
となった。医師国家試験の出題が数年後と予想され，そ
の対策を始めている。近年，漢方薬は欧米諸国では本邦
に先んじ代替医療に使われ，米国では大規模臨床治験も
行われており，本邦に於いても逆輸入の形で認知され予
防医学･代替医療･医療経済の観点から大切な役割を担う
と思われる。本邦医師の 80%程が漢方薬を処方している
が，病名投与による誤治例も散見される。特に沖縄県地

方では地理的な不利な点もあり教育･普及が遅れ早急な
対応・教育が必要とされている。琉球大学附属病院皮膚
科及び関連病院で難治性慢性疾患等に対し漢方製剤(エ
キス剤)を併用･卖独投与し臨床的有用性を検討した結果，
アレルギー性疾患，
皮膚附属器疾患(汎発性脱毛症など)，
炎症性角化症（爪扁平医苔癬疑い例，爪尋常性乾癬疑い
例など）
，皮膚掻痒症，膠原病とその類症など対する有効
率は 70%ほどで，特に成人型アトピー性皮膚炎に於ける
顔面の炎症性皮疹のほぼ全例で著効が得られた(平成 17
～18 年琉球大学医学部研究概要参照)。特に病態が西洋
医学的に不明かつ東洋医学的に明確なケースに対し併用
及び卖独投与で有効例が多く見られるため，積極的に試
みるべきものと考えられた。さらに脳梗塞などで長期臥
床高齢者に高頻度の反復する蜂窩織炎，(誤飲性)肺炎な
どの補助的治療として補剤が極めて有用であることが明
らかとなった。これまでに認められた副作用は軽微な消
化器症状 3 例，低カリウム血症 1 例で，内朋中止や減量
により速やかに改善した。西洋医学と東洋医学併用の結
果より観察された特記すべき点は，为訴の皮膚症状等改
善と伴に，精神・心理面を含め全身状態・QOL の明らか
な改善が認められることであった。この誘因に構成生薬
の理気剤，
利水剤，
駆瘀血剤等の多様な作用が考えられ，
東洋医学的諸徴候のスコア値の経時的観察から具体的に
裏付けられた。肉体と精神を二元論で捉える西洋医学に
は無い，心身一如や養生の視点からの疾病（病気）に対
するアプローチは経済効率の高い良質の医療が可能にな
ると考えられ，大学医学部教育，診療においても例外で
はないと思われた。抗生物質療法の補助，抗結核剤の肝
機能障害抑制，肺結核等の慢性消耗性の疾患罹患に伴う
体重減尐抑制，抗癌剤及び副腎皮質ホルモン製剤の副作
用軽減に関する有用性検討は患者サイドからも重要な課
題と思われた。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 安里 豊, 山本雄一, 平良清人, 上里 博:新興・再興感染症-neglected disease. 最新皮膚科学
体系, 玉置邦彦（編),247-265, 中山書店, 東京, 2008.

(B)

BD08002: 山本雄一, 上里 博:ポルフィリン症. 光皮膚科, 森田明理（編), 124-126, 文光堂, 東京, 2008.

(B)

原
著
OI08001: Terayama Y, Kato H, Gomez EA, Uezato H, Calvopina M, Iwata H, Hashiguchi Y:Molecular typing
of sand fly species(Diptera, Psychodidae,Phlebotominate)from areas endemic for
Leishmaniasis in Ecuador by PCR-RFLP of 18S ribosomal RNA gene. J Vet Med Sci, 70:907-913,
2008.
OI08002: Shimizu A, Tamura A, Abe M, Motegi S, Nagai Y, Ishikawa O, Nakatani Y, Yamamoto Y, Uezato
H, Hoshino H:Detection of human papillomavirus type 56 in Bowen's disease involving the nail
matrix. Br J Dermatol, 158:1273-1279, 2008.

- 106 -

(A)

(A)

OI08003: Kato H, Caceres AG, Gomez EA, Mimori T, Uezato H, Marco JD, Barroso PA, Iwata H, Hashiguchi
Y:Molecular Mass Screening to Incriminate Sand Fly vectors of Andean-type Cutaneous
Leishmaniasis in Ecuador and Peru. Am J Trop Med Hyg, 79:719-721,2008.

(A)

OI08004: Kato H, Gomez EA, Yamoto Y, Calvopiana M, Guevara AG, Marco JD, Barroso PA, Iwata H, Hashiguchi
Y:Natural infection of Lutzomyia tortura with Leishmania(Viannia)naiffi in an Amazonian area
of Ecuador. Am J Trop Med Hyg, 79:438-440, 2008.

(A)

OI08005: Asato Y, Taira K, Yamamoto Y, Uezao H:Detection of human papillomavirus type 11 in a case
of Buschke-Lowenstein tumor. Eur J Dermatol, 18:329-331, 2008.

(A)

OI08006: Hokama A, Tomoyose T, Yamamoto Y, Watanabe T, Hirata T, Kinjo F, Kato S, Ohsima K, Uezato
H, Takasu N, Fujita J:Adult T-cell leukemia/lymphoma presenting multiple lymphomatous
polyposis. World J Gastroenterol, 14:6584-6588, 2008.

(A)

OD08007: 佐藤浩信, 鶴田雄一郎, 上里博: 皮膚科のプライマリーケア 刺・咬傷のプライマリーケア. 日本
皮膚科学会雑誌, 118:2583-2589, 2008.

(B)

OD08008: Gushi Makiko, Yamamoto Yu-ichi, Mine Yoshiko, Awazawa Ryoko, Nonaka Kimiko, Taira Kiyohito,
Asato Yutaka, Hagiwara Keisuke, Uezato Hirosh:Neonatal pemphigus vulgaris. The Journal of
Dermatology, 35:529-535, 2008.

(A)

OD08009: Arakaki Osao, Yamamoto Yuichi, Awazawa Ryoko, Nonaka Kimiko, Taira Kiyohito, Asato Yutaka,
Hagiwara Keisuke, Oyama Bungo, Ishii Norito, Hashimoto Takashi, Uezato Hiroshi:Case of
linear immunoglobulin A bullous dermatosis associated with acquired hemophilia. The Journal
of Dermatology, 35:437-446, 2008.

(A)

OD08010: Miyagi Hideki, Yamamoto Yu-ichi, Kanamori Shinako, Taira Kiyohito, Asato Yutaka, Myint
Chomar Kaung, Kayo Susumu, Hosokawa Atsushi, Hagiwara Keisuke, Uezato Hiroshi:Case of
chromoblastomycoasis appearing in an Okinawa patient with a medical history of Hansen's
disease. The Journal of Dermatology, 35:354-361, 2008.

(A)

OD08011: Myint Chomar Kaung, Asato Yutaka, Yamamoto Yu-ichi, Kato Hirotomo, Bhutto Abdul M., Soomro
Farooq R., Memon Muhamad Z., Matsumoto Jun, Marco Jorge D., Oshiro Minoru, Katakura Ken,
Hashiguchi Yoshihisa, Uezaato Hiroshi:Polymorphisms of cytochrome b gene in Leishmania
parasites and their relation to types of cutaneous leishmaniasis lesions in Pakistan. The
Journal of Dermatology, 35:76-85, 2008.

(A)

OD08012: Sato Hironobu, Tsuruta Yuichiro, Yamamoto Yuichi, Asato Yutaka, Taira Kiyohito, Hagiwara
Keisuke, Kayo Susumu, Iwanaga Setsuko, Uezato Hiroshi:Case of skin injuries due to stings
by crown-of thorns starfish (Acanthaster planci). The Journal of Dermatology, 35:162-167,
2008.

(A)

症 例 報 告
CD08001: 峯 嘉子, 山本雄一, 安里 豊, 平良清人, 眞鳥繁隆, 粟澤遼子, 照屋美貴, 上里 博:HTLV-1
キャリアに強皮症,関節リウマチ,sjogren 症候群を併発した 1 例. 西日本皮膚科. 70:601-605,
2008.

(B)

CD08002: 照屋 操, 山本雄一, 眞鳥繁隆, 安里 豊, 平良清人, 上里博:爪下外骨腫の 1 例. 皮膚の科学,
7:337-342, 2008.

(B)

CD08003: 川崎恭子, 眞鳥繁隆, 安里 豊, 山本雄一, 平良清人, 上里 博, 高江洲杉恵, 澤口昭一:Vogt小柳-原田症候群の小児例. 西日本皮膚科, 70:274-278, 2008.

(B)

CD08004: 平良清人, 上里 博:写真で見る皮膚真菌症診療と真菌学的検索のコツ 黒癬 再発をくり返した
症例. Visual Dermatology, 7:542-545, 2008.

(B)

- 107 -

CD08005: 安里 豊, 山本雄一, 平良清人, 上里 博:薬疹 2008 臨床例 infliximab が原因と考えられた
leukocytoclastic vasculitis. 皮膚病診療, 30:543-546, 2008.

(B)

CD08006: 細川 篤:漢方製剤併用が有効と考えられた慢性皮膚炎の 1 例. 西日本皮膚科, 70:135-141, 2008.

(B)

CD08007: 細川 篤, 平良清人, 山本雄一, 上里 博:漢方製剤（桂枝茯苓丸）が有効と考えられた汎発性脱
毛症の 1 例. 西日本皮膚科, 70:37-42, 2008.

(B)

総
説
RD08001: 平良清人, 安里 豊, 山本雄一, 細川 篤, 上里 博:最近のトピックス 2008 Clinical
Dermatology 2008 最近話題の皮膚疾患 日本における黒癬. 臨床皮膚科, 62:29-33, 2008.

(B)

RD08002: 山本雄一:虫刺症. 小児内科, 40:1525-1528, 2008.

(B)

国際学会発表
PI08001: Yuuichi Yamamoto, Ryouko Awazawa, Hiroshi Uezato:A Case of Systemic sclerosis complicated
by Microangiopathic Hemolytic Anemia and Thrombocytopenia. Memoriarl International Workshop
on Scleroderma. 89.
国内学会発表
PD08001: 安里 豊, 平良清人, 山本雄一, 上里 博:当院における sentinely lymph node biopsy のまとめ.
西日本皮膚科, 70:658, 2008.
PD08002: 新嘉喜 長, 屋宜宠武, 宮里 肇, 仲里 巌, 宜保弓恵, 安里 豊, 上里 博:手背の多発皮下結
節の 1 例. 西日本皮膚科, 70:658, 2008.
PD08003: 照屋美貴, 青木武雄, 上里 博:ループス腼胱炎の 1 例. 西日本皮膚科, 70:657-658, 2008.
PD08004: 宮城秀樹, 山本雄一, 細川 篤, 上里 博, 山城栄津子:スポロトリコーシスが疑われた霰粒腫の
1 例. 西日本皮膚科, 70:657, 2008.
PD08005: 眞鳥繁隆, 山本雄一, 川崎恭子, 川野尚子, 上里 博:VP-16 が奏功した菌状息肉症の 1 例. 西日
本皮膚科, 70:657, 2008.
PD08006: 大久保優子, 山本雄一, 仲宗根尚子, 眞鳥繁隆, 川崎恭子, 上里 博:アスピリン貟荷により誘発
された小麦による蕁麻疹の 1 例. 西日本皮膚科, 70:657, 2008.
PD08007: 峯 嘉子, 安里 豊, 山本雄一, 半仁田優子, 仲村郁心, 大久保優子, 上里 博:アスピリン貟荷
により誘発された小麦による蕁麻疹の 1 例. 西日本皮膚科, 70:657, 2008.
PD08008: 峯 嘉子, 安里 豊, 山本雄一, 半仁田優子, 仲村郁心, 大久保優子, 上里 博:表在拡大型悪性
黒色腫の 1 例と琉球大学皮膚科過去 11 年間における悪性黒色腫の統計的検討. 西日本皮膚科,
70:657, 2008.
PD08009: 仲村郁心, 山本雄一, 粟澤遼子, 半仁田優子, 大久保優子, 照屋美貴, 峯 嘉子, 上里 博, 嘉
陽宗亦, 廖 明清, 山田英明:白斑を合併した malignant melanoma の２例. 西日本皮膚科,
70:657, 2008.
PD08010: 新濱みどり, 山本雄一, 小田浩史, 半仁田優子, 峯 嘉子, 大久保優子, 仲村郁心, 上里 博,
高宮城 敦:経過中にトリコチロマニアを合併したアトピー性皮膚炎. 西日本皮膚科 70:657,
2008.
PD08011: 安里 豊, 照屋美貴, 新川博美, 稲福和宏, 平良清人, 山本雄一, 金城实男, 長濱正吉:c-kit 抗
体に陽性を認めた巨大腹部 MFH の 1 例. 日本皮膚科学会雑誌, 118:2020, 2008.
PD08012: 宮城秀樹, 安里 豊, 平良清人, 山本雄一, 細川 篤, 上里 博, 山城栄津子, 仲宗根 勇:プロ
- 108 -

トテコーシスの 1 例. 日本皮膚科学会雑誌, 118:2010, 2008.
PD08013: 新川博美, 新垣 肇, 山本雄一, 上里
例. 西日本皮膚科, 70:460, 2008.

博:刺青が原因と考えられる重症自家感作性皮膚炎の 1

PD08014: 嘉陽宗亦, 上原絵里子, 山本雄一, 上里 博:母斑との鑑別にダーマスコープが有用であった足底
異物の 1 例. 西日本皮膚科, 70:460, 2008.
PD08015: 宮城秀樹, 安里 豊, 山本雄一, 上里 博, 山城栄津子:頭部白癬(M.canis)の家族例. 西日本皮
膚科, 70:459, 2008.
PD08016: 大久保優子, 仲村郁心, 粟澤遼子, 半仁田優子, 上里 博, 山田英明, 伊集 操:ミゾリビンとス
テロイドの併用が有効であった尋常性天疱瘡の 2 例. 西日本皮膚科, 70:459, 2008.
PD08017: 新濱みどり, 半仁田優子, 山本雄一, 上里 博:Limited 型強皮症の 1 例. 西日本皮膚科, 70：459，
2008.
PD08018: 粟澤遼子, 半仁田優子, 大久保優子, 仲村郁心, 峯 嘉子, 山本雄一, 上里 博, 玉城 毅:蛋白
漏出性胃腸症を伴った SLE の 1 例. 西日本皮膚科, 70:459, 2008.
PD08019: 峯 嘉子, 山本雄一, 安里 豊, 平良清人, 照屋美貴, 上里 博:関節リウマチとシェーグレン症
候群を伴った MCTD. 西日本皮膚科, 70:451, 2008.
PD08020: 細川 篤, 平良清人, 山本雄一, 上里 博, 照屋 操, 具志真希子:薬疹が疑われた境界郡ハンセ
ン病の 1 例. 西日本皮膚科, 70:357, 2008.
PD08021: 新濱みどり, 粟澤遼子, 嘉陽宗亦, 仲松あや乃, 仲村郁心, 半仁田優子, 山本雄一, 上里 博:頭
部血管肉腫の 1 例と当科 21 年間の頭部血管肉腫 37 症例の臨床的検討. 西日本皮膚科, 70:352,
2008.
PD08022: 峯 嘉子, 平良清人, 山本雄一, 安里 豊, 仲村郁心, 上里 博, 照屋美貴, 新川博美:高カルシ
ウム血症を呈した臀部有棘細胞癌の 1 例. 西日本皮膚科, 70:349, 2008.
PD08023: 仲村郁心, 山本雄一, 新嘉喜 長, 上里 博:頭部に生じた angiolymphoid hyperplasia with
eosinophilia の 1 例. 西日本皮膚科, 70:348, 2008.
PD08024: 具志真希子, 新垣京子, 粟澤遼子, 山本雄一, 上里 博:Multicentric reticulohistiocytosis の
1 例. 西日本皮膚科, 70:348, 2008.
PD08025: 丸山治彦, 上里 博:生物による皮膚症知っておきたい海洋危険生物による皮膚障害. 西日本皮膚
科, 70:330, 2008.
PD08026: 宮城秀樹, 新濱みどり, 安里 豊, 平良清人, 山本雄一, 細川 篤, 上里博, 山城一純:非定型抗
酸菌感染症が疑われた Microsporum gypseum による体部白癬の 1 例. 日本皮膚科学会雑誌,
118:831, 2008.
PD08027: 峯嘉子, 山本雄一, 粟澤遼子, 上里 博:SCLE 様皮疹と DLE 皮疹で再燃した SLE の 1 例. 日本皮
膚科学会雑誌, 118:787, 2008.
PD08028: 山本雄一, 具志真希子, 上里 博:急激な視力低下を初発症状とした SLE の 1 例. 日本皮膚科学会
雑誌, 118:787, 2008.
PD08029: 細川 篤, 安里 豊, 平良清人, 山本雄一, 上里 博, 具志真希子, 照屋 操, 原 實:最近経験
したハンセン病の 1 例. 日本ハンセン病学会雑誌, 77:109, 2008.
PD08030: 平良清人, 山本雄一, 照屋美貴, 安里 豊, 稲福和宏, 新濱明彦, 上里 博:右第２指に発症した
- 109 -

有棘細胞癌の 1 例. 西日本皮膚科, 70:112, 2008.
PD08031: 平良清人, 上里 博, 野中薫雄, 渡嘉敶 崇, 伊集 操:背部の慢性疼痛より notalgia
paresthetica を疑った 1 例. 西日本皮膚科, 70:96, 2008.
PD08032: 清水 晶, 田村敦志, 岡部万理絵, 茂木精一郎, 永五弥生, 石川 治, 中谷陽子, 星野洪郎, 上
里 博:爪部 Bowen 病における human papillomavirus 感染の検討. The Kitakanto Medical Journal,
58:102, 2008.
PD08033: 加藤大智, Caceres Abraham, Gomez Eduardo, 三森龍之, 上里 博, 岩田裕之, 橋口義久:リーシ
ュマニア原虫感染サシチョウバエのマススクリーニング法の開発と单米アンデスの疾患流行地で
の疫学調査への応用. 衛生動物, 59:56, 2008.
PD08034: 細川 篤, 平良清人, 山本雄一, 上里 博:漢方製剤（桂枝茯苓丸）が有効と考えられた汎発性脱
毛症の 1 例. 西日本皮膚科, 70:37-42, 2008.
PD08035: 平良清人, 安里 豊, 山本雄一, 細川 篤, 上里 博:最近のトピックス 2008 Clinical
Dermatology 2008 最近話題の皮膚疾患 日本における黒癬. 臨床皮膚科, 62:29-33, 2008.
PD08036: 屋宜宠武, 宮里 肇, 新城 憲, 仲里 巌:2006 年(H18/1/1〜12/31）の当科における悪性皮膚腫
瘍症例. 西日本皮膚科, 70:460, 2008.
PD08037: 新嘉喜 長, 屋宜宠武, 宮里
70:460, 2008.

肇, 長嶺直尚, 高宮城敦:臍部皮下結節の 1 例. 西日本皮膚科,

PD08038: 高五彩也華, 武藤 潤, 福本 瞳, 青木 繁, 藤本典宏, 小林孝志, 多島新吾:急性汎発性膿疱性
細菌疹の 1 例. 日本皮膚科学会雑誌, 18:2014, 2008.
PD08039: 山城栄津子:メシル酸ガベキサートによる皮膚潰瘍の 1 例. 西日本皮膚科, 70:459, 2008.
PD08040: 具志真希子, 山本啓文, 新垣京子, 野中薫雄:胃癌発見の契機となった悪性黒色表皮腫. 西日本皮
膚科, 70:459, 2008.
PD08041: 桑江朝二郎, 青木武雄, 野中薫雄:造影剤またはサルファ剤による TEN 型薬疹の 1 例. 日本皮膚科
学会雑誌, 118:1273, 2008.
PD08042: 奥島憲彦, 河合 陽, 内海大介, 照屋なつき, 松浦文昭, 西垣大志, 宮平 工, 花城直次, 西原
实:飝道癌 ESD（粘膜下下層切開剥離術）症例の治療成績の検討. 日本臨床外科学会雑誌, 69:2443,
2008.
PD08043: 奥島憲彦, 河合 陽, 内海大介, 照屋なつき, 松浦文昭, 西垣大志,花城直次, 宮平 工, 西原
实, 喜友名進:高ガストリン血症を伴った胃カルチノイドの一例. 沖縄医学会雑誌, 47:114, 2008.
PD08044: Myint Chomar K, Asato Yutaka, Yamamoto Yu-ichi, Kato Hirotomo, Bhutto Abdul M., Matsumoto
Jun, Marco Jorge D., Katakura Ken, Hashiguchi Yoshihisa, Uezato Hiroshi:Polymorphisms of
cytochrome B gene in causative parasites and their relation to the types of cutaneous
leishmaniasis lesions in Pakistan. Tropical Medicine and Health, 36:16, 2008.
PD08045: Kato Hirotomo, Caceres Abraham, Gomez Eduardo, Mimori Tatsuyuki, Uezato Hiroshi, Terayama
Yoshimi, Iwata Hiroyuki, Hashiguchi Yoshihisa:Establishment of a mass screening method of
sand fly vectors for leishmania infection by molecular biological method and its application
for field epidemiological studies in andean areas of Ecuador and Peru. Tropical Medicine
and Health. 35:14-15, 2008.
PD08046: 石五則久, 熊野公子, 杉田泰之, 並里まさ子, 野上玲子, 細川篤, 牧野正直:2007 年のハンセン
病新規患者発生状況. 日本ハンセン病学会雑誌, 77:105, 2008.
- 110 -

PD08047: 細川篤, 上里博, 宮城嗣名:漢方製剤が有効であった慢性難治性口唇炎の 1 例. 西日本皮膚科,
148: 2008.
PD08048: 新嘉喜 長, 屋宜宠武, 宮里 肇, 仲里 巌, 宜保弓恵, 安里 豊, 細川 篤, 上里 博:リウマ
チ性多発筋痛症に生じた phaeohyohomycosis の 1 例. 西日本皮膚科, 147, 2008.
PD08049: 細川 篤, 米須麻美, 上里博：漢方薬併用が有効だった顔面紅斑の 1 例. 日本東洋医学会九州支部
沖縄県部会, 2008.
PD08050: 宮城秀樹, 細川 篤, 上里 博:成人Ｔ細胞白血病に合併した副鼻腔真菌症の1 例. 第24 回沖縄感染
症研究会, 2008.
その他の刉行物
MD08001: 細川 篤:皮膚疾患. うるま市養護教諭研究会（勝連地区公民館), 2 月 25 日 2008.
MD08002: 平良清人:foot care vol1. レキオ, 4 月 3 日 2008.
MD08003: 平良清人:foot care vol2. レキオ, 6 月 26 日 2008.

- 111 -

病態消化器外科学分野
A. 研究課題の概要
1. 塩酸オルプリノンによる肝血流動態の改善 (白石祐
之，豊田亮，西巻正)
肝阻血再灌流障害において硫酸オルプリノンが改善効
果を有するかどうかを，臨床モデルと实験モデルにて検
討している。
2. トロンボモジュリンによる肝阻血再灌流障害の抑制
(白石祐之，豊田亮，西巻正)
血管内皮細胞に特異的に発現するトロンボモジュリン
（TM）蛋白は，肝臓においては類洞内皮細胞に発現し，
この喪失が肝阻血再灌流障害機序として重要である。
我々は，可溶性 TM の投与や，TM をコードするウイルス
ベクターによる肝臓への遺伝子導入により，阻血再灌流
障害を抑制する研究を行っている。
3. 切除不能大型肝細胞癌に対するラジオ波凝固治療
(白石祐之，西巻正)
ラジオ波凝固療法（RFA）は，肝悪性腫瘍に対する低侵
襲で局所治療効果の高い治療として急速に普及しつつあ
るが，大型の肝細胞癌に対する有効性は証明されていな
い。我々は肝動脈栅塞療法（TAE）を RFA の前後に組み合
わせることにより，切除不能大型肝細胞癌に対しても積
極的に RFA 治療を導入しその成績を検討中である。
4. 肝切除術における末梢循環改善薬の役割に関する研
究（白石祐之，西巻正）
肝臓癌手術（原発性・転移性）においては，術後肝障
害ひいては肝不全の発症を予防することが術中・術後管
理において重要な課題である。末梢循環（血流）を保つ
ことで術中・術後の肝障害を軽減することが知られてい
る。現在末梢循環量を増加させ組織血液量を上昇させる
薬剤として塩酸ドパミンやコアテックなどが使用されて
いる。
肝臓癌手術において末梢循環改善薬を使用することで
術中・術後で血圧・尿量・肝機能・合併症の発生頻度な
どを比較検討し薬剤との関連を検討する。
5. 進行・再発乳癌に対するパクリタキセルとトレミフェ
ン 120mg 併用療法の検討（宮国孝男）
アンスラサイクリン系およびタキサン系薬剤に対する
耐性機序として, P 糖タンパクの関与がいわれている。P
糖タンパクは生体内における解每機序の一種であるが,
癌細胞に発現すると薬剤排出に働き, 抗癌剤の効果を減
弱し耐性へと導く。乳癌細胞においてはこの P 糖タンパ
クが原発で 40%発現しているといわれ, さらにサイトト
キシックな抗癌剤を用いるとその発現が増すともいわれ

ている。タキサン系薬剤はこの P 糖タンパクによる排出
を受ける薬剤として知られている。閉経後乳癌の治療薬
である toremifene (以下 TOR) は, 120mg の高用量投与
において, ホルモンレセプターを介さない作用として P
糖タンパクを抑制する働きを持っていることが知られて
いる。すなわち, 細胞レベルの試験では, P 糖タンパク
の発現によりアドリアマイシン(以下 ADM)耐性となった
乳癌細胞において, 細胞内の ADM 濃度を高める効果が既
に報告されている。
近年, 新たに paclitaxel の細胞内濃
度も高めることが報告され, ADM を含む多剤併用化学療
法によって耐性を獲得した乳癌細胞に対して, 二次化学
療法として paclitaxel を用いる場合, TOR の併用による
効果増強の可能性が考えられる。今回我々は, 閉経後進
行・再発乳癌症例を対象として, パクリタキセル投与に
て PR あるいは SD が確認された後に PD となった症例に対
し, トレミフェン 120mg＋パクリタキセル併用療法を施
行し, その有効性及び安全性について検討する。
6. 進行再発乳癌に対する Capecitabine 卖剤療法と
Capecitabine・Cyclophosphamide 併用療法の効果と安全
性の比較（宮国孝男，国仲弘一，野村寛徳，西巻正）
【はじめに】進行再発乳癌の治療目的は症状緩和し良好
な QOL を維持しつつ生存期間の延長を図ることである。
経口抗癌剤は脱毛が尐なく，簡便で外来での診察時間が
短いため患者にとってメリットが大きく近年治療機会が
増えてきた。今回，当科で行っている Capecitabine (X)
卖剤療法と Capecitabine・Cyclophosphamide (XC)併用
療法の効果と安全性を比較検討した。
【対象と方法】2004
年 1 月から 2009 年 1 月の間に X 卖独療法もしくは XC 併
用療法を施行した進行再発乳癌症例のうち PS0-2 で 2 コ
ース以上投与可能だった症例を対象とした。X 卖剤群は
17 例で，
X:1800-2400mg/body/day を 3 週投与 1 週休薬で
反 復 投 与 し た 。 XC 併 用 群 は 10 例 で
X:1800-2400mg/body/day, C:100mg/body/day を 2 週投与
1 週休薬で反復投与した。全例に手足症候群(HFS)対策と
してビタミン B6 製剤を投与し，HER2 陽性例にはハーセ
プチンを，骨転移例にはビスフォスフォネート剤を併用
した。転移臓器は X 卖剤群がリンパ節 3 例，肺 6 例，肝
5 例，骨 8 例，脳 1 例，腹膜 1 例で，XC 併用群がリンパ
節 5 例，肺 5 例，肝 1 例，骨 4 例，胸壁 2 例であった。X
群 および XC 群 におけ る奏 功率， Clinical Benefit
Rate(CBR)は 35.3％であった。XC 群は CR1，PR5，NC4（6
ヶ月以上 NC なし)，有害事象について検討を行い両者の
効果と安全性を比較検討する。
7. N0 甲状腺乳頭癌に対する中央区域リンパ節郭清の検
討（宮国孝男，野村寛徳，西巻正）
【目的】甲状腺乳頭癌に対する予防的リンパ節郭清につ
いては施設ごとに方針が異なり，その要否については議
論の余地がある。
我々は術前検査で N0 と診断された症例
に対してもルーチンに中央区域リンパ節郭清を施行して
いる。今回，当科における N0 甲状腺乳頭癌に対する中央
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区域リンパ節郭清の安全性や妥当性について検討を行っ
た。
【対象】2002 年１月から 2007 年 12 月までに当科で
手術を施行した甲状腺分化癌のうち術前検査にてリンパ
節転移が認められなかった 43 例を対象とした。
全例乳頭
癌であった。男性 10 例，女性 33 例で，平均 52.8 歳。pT1；
29 例，pT2；8 例，pＴ3；5 例，pT4；1 例であった。術前
N0 症例における病理学的リンパ節転移の頻度，手術時間，
出血量，合併症および術後在院日数などについて検討を
行う。
8. 機能温存直腸癌手術に関する研究（佐村博範，野里栄
治，新垣淳也，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实情
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
ている。今日では一部の専門施設ではあるが，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，一部の施設ではもはや標準手術となりつつ有る。当
初は内肛門括約筋を一部切除し，腫瘍切除する手技であ
ったが，最近では内括約筋全切除，内肛門括約筋全切除
＋外肛門括約筋部分切除と言う術式まで行われている。
肛門機能温存手術ではどのように肛門機能を残せるのか，
切除後残った括約筋の働きはどのように回復するのか，
残存直腸肛門はどこまで排便機能を開腹・維持すること
が可能なのかなどについて，肛門内圧検査，肛門超音波
検査および各種感覚検査を用いて検討する。 尚，現在こ
れらの検査ついては当院には肛門超音波検査しかなく，
その他の検査は関連施設に依頼し検査を施行している。
9. 直腸癌局所再発の診断と集学的治療と機能温存手術
（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，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
能な症例も尐なくない。
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，泋尿器科領域への浸潤の程度
により腼胱機能温存が可能な症例が存在する事が分かっ
てきた。症例を厳選し従来なら骨盤内臓全摘術の適応で
有った症例の合併切除を最小限にし，特に腼胱機能を温

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尃線化学療法を含めた集学的治療
の可能性を検討する。
10. 大腸癌腹膜播種症例の治療（佐村博範，野里栄治，
新垣淳也，西巻正）
大 腸 癌 は 消 化 器 癌 の 中 で は 比 較 的 biological
behavior が良い疾患とされているが，進行再発例，特に
腹膜播種症例はこれまで有効な治療法がなかった。しか
し最近同疾患に対する温熱化学療法の有効であったとす
る報告が散見される様になっており，予後改善効果が期
待されている。しかしながら，合併症が起こりうる治療
手技でもありこの効果の向上と合併症の減尐に向けた方
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。
11. 腹腔鏡補助下大腸切除術（佐村博範，野里栄治，新
垣淳也，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实際に有
るかどうかまだ十分に検討されていない。腹膜飜転部ま
では漿膜下浸潤までの N1 までの症例を対象に，
腹膜飜転
部以下では固有筋層まで，
N０の症例を対象に腹腔鏡の安
全性，
長期予後，
医療経済に置ける有用性を検討したい。
12. 大腸癌における核酸代謝関連酵素に関する検討（佐
村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
大腸癌における化学療法には 5-FU が最も広く使用さ
れ て い る が ， 5-FU の 標 的 酵 素 で あ る
Thymidylatesynthase （ TS ） や 分 解 酵 素 で あ る
Dehydropyrimidinedehydrogenase（DPD）の腫瘍組織内酵
素活性を測定する事は腫瘍の 5-FU に対する感受性を予
測するのに有用であるとされており，これまで大腸癌に
おけるこれらの発現を測定し検討してきたが，十分な予
後予測因子と言うにはいたらなかった。今後 TS および
DPD 活 性 に 加 え ， 5-FU 代 謝 経 路 に 関 与 す る
Thymidinephoshorulase
（
TP
）
，
Ortatephosphoribosyltransferase（OPRT）mRNA の発現
を解析し，臨床病理学的因子，抗癌剤感受性，予後との
相関に関し検討する。
13. StageⅡB/Ⅲ大腸癌に対する術後補助化学療法とし
ての UFT/LV 経口療法の治療スケジュールに関する第Ⅲ
相比較臨床試験（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻
正）
大腸癌の治癒切除後の成績は向上しているが，リンパ
節転移の有る場合再発の危険性が高まる事が分かってお
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り，TMN 分類 Stage III 用例に対する 5FU+LV（葉酸製剤）
の静注療法の予後改善効果が確認されている。今回，他
施設共同研究として大腸癌に対する術後補助化学療法と
しての，ホリナート･テガフール･ウラシル（UFT/LV）経
口療法の至適な治療スケジュールを検証する目的で，治
癒切除を受けた StageⅡB（T4，N0，M0）および StageⅢ
（any T，N1-2，M0）
（TNM 分類）の結腸癌（C，A，T，D，
S）および直腸癌（Rs のみ）症例を対象に，UFT/LV を 28
日間連日投与し，
その後 7 日間休薬するスケジュール
（連
日投与法）を 1 コースとして 5 コース（6 か月間）投与
する群（A 群：標準治療群）と，UFT/LV を 5 日間連日投
与し，その後 2 日間休薬するスケジュール（5 投 2 休法，
土日休薬）
で，
1 コース 5 週として 15 コース
（18 か月間）
投与する群（Ｂ群：試験治療群）の 2 群にランダムに割
り付け，比較試験を实施し， 大腸癌術後補助化学療法の
投与期間， および投与方法による効果の相違， 有害事
象に関し評価する。
14. 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対する
mFOLFOX6 サイクル×4⇔FOLFIRI×4 サイクル亣替療法
(alternative)の 1st-line における有効性と安全性の検
討（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
大腸癌に対する化学療法は約 2 年前に5-FU の持続静注
療法とオキザリプラチン（以下 l-0HP）の使用が承認さ
れ，CPT-11 と l-0HP を用いた，FOLFIRI または FOLFOX
療法が標準治療となっている。切除不能大腸癌において
は化学療法がその予後を大きく左右する事となるが，薬
剤感受性試験等で効果を予想して投与する事は現实的に
は困難である。また，有効なレジメンでも，薬剤の蓄積
で発生する有害事象から治療継続が困難となり，レジメ
ンの変更を余儀なくされる例も尐なからず有る。
今回の「治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対す
る，4 サイクルごとの mFOLFOX6 と FOLFIRI 亣替療法」に
おいて使用する化学療法のレジメンは，前述のごとく現
在卖独では第一選択として標準的に施行されている方法
である。これを 4 サイクルごとに切り替えることで，
CPT-11 あるいは l-OHP の休薬期間が設けられた事になり，
それぞれのレジメンが持つ特異的な有害事象の発生を抑
制できる可能性がある。また早期に効果判定をしつつレ
ジメン変更を行うことで抗腫瘍効果の低いレジメンを早
く排除出来る可能性があると考えられる。また，殺細胞
性が有る薬剤（5-FU，CPT-11，l-OHP）を全て使用するこ
とで生存期間の延長が見込める事が知られており，この
点からも非常に合目的で効果が期待できるプログラムに
なっている。同じように 3 剤を早期に使用する方法で考
案されたレジメンに FOLFOXIRI（3 剤同時投与）
が有るが，
每性の増加が強く懸念され本邦での使用は非常に慎重に
ならざるを得ない状況である。今回の亣替療法は
2ns-line で使用された報告が有るが，今回多施設共同研
究で同療法の 1st-line での有効性と安全性を検討する。
15. FOLFOX 治療後の進行・再発結腸・直腸癌に対する

2nd-line Irinotecan + S-1 併用療法 第 II 相臨床試験
（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
現在本邦において，進行・再発結腸・直腸癌に対する
標準治療は，
FOLFOX や FOLFIRI 療法とされている。
また，
国内においても 5-FU を経口剤である TS-1 に置き換えた
治療法が積極的に検討されてきている。
進行・再発結腸・直腸癌に対して，国立がんセンター中
央病院の後藤らはイリノテカンを 3 週 1 回(day1)/TS-1
を 2 週間(day1-14)投与の第 II 相試験を行った)。TS-1
規定用量とイリノテカン 150mg/m2 で全体の奏効率 62.5%，
PFS 中央値 8.0 ヶ月であった。特に重篤な副作用は見ら
れなかったとの本併用療法の有用性を報告している。こ
の他にもいくつかの投与ケュールにより，イリノテカン
+TS-1 併用療法の 1st-line における有効性が検討されて
おり，奏効率 33-62%，PFS 中央値 226-320 日との報告が
なされている。
しかしながら，2nd-line における本併用療法の有効性・
安全性はこれまで検討されていない。特に，FOLFOX 治療
抵抗例に対する 2nd-line を対象とした本併用療法の有
効性・安全性は，大腸癌化学療法において 5-FU 系経口剤
を使用する上で重要なエビデンスとなると考えられる。
以上のような背景から，今回我々は，FOLFOX 治療後の進
行・再発結腸・直腸癌に対する 2nd-line としてのイリノ
テカン+TS-1 併用療法の有効性と安全性を検討すること
を目的として，多施設共同第 II 相試験を計画した。
16. StageIII 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療
法としての UFT/Leucovorin 療法と TS-1 療法の第 III 相
比較臨床試験および遺伝子発現に基づく効果予測因子の
探索的研究（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
大腸癌に対しては手術治療がもっとも有効な治療法であ
るが，治癒切除後の再発は StageIIIa では 24.1%，
StageIIIb では 40.8%にみとめられ，
大腸癌患者の予後を
改善するには，根治手術後ではあっても有効な術後補助
療法が必要である。
大腸癌治療ガイドラインでは，大腸癌に対する術後補助
化学療法の適応は，
「治癒切除が行われた StageIII 結腸
癌で，为要臓器機能が保たれている症例」と規定されて
いる。またその治療法は，5-FU/LV 療法が標準的治療と
して確立しており，海外の臨床試験における 5-FU/LV 療
法の投与期間は 6 ヵ月，
投与法は RPMI の週 1 回投与法が
多いと記載されている。
一方，フッ化ピリミジン系経口抗癌剤による術後補助化
学療法(UFT/LV 療法，
Capecitabine 療法)は，
静注 5-FU+LV
療法による補助療法との同等性が欧米において検証され
ている。また，経口抗がん剤はその簡便性，良好な QOL
を維持しやすいという利点から，国内においては UFT/LV
療法が好まれている。
今回，根治度 A の切除術を受けた結腸癌および直腸 S 状
部癌症例を対象とし，標準的治療法のひとつである
UFT/Leucovorin 療法に対し，
TS-1 療法が非务性であるこ
とをランダム化比較試験により検証する他施設共同研究
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に参加する。
为要評価頄目 : 無病生存期間
副次的評価頄目 : 全生存期間，
有害事象の発現頻度と程
度，医療経済，効果予測因子の検討
測定研究として，UFT/LV 療法および TS-1 療法の効果予
測因子を探索的に検討する。
mRNA 発現量の検討
Danenberg Tumor Profile(DTP)法により，TS，DPD，TP，
OPRT，FPGS，GGH，DHFR，MTHFR，MTHFD，FOLRA および GART
mRNA 発現量を評価する。
17. 直腸癌手術に対する術後感染予防薬の投与期間に関
する比較試験（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
米国のガイドラインでは手術終了後速やかに（24 時間
以内の）抗菌薬投与中止を推奨している。一方，わが国
でも近年抗菌薬投与期間の短縮が進められ，下部消化管
手術における抗菌薬の投与期間は手術日を含めて 4 日間
が最も一般的である。
直腸癌手術における手術部位感染予防のために，経静脈
投与される抗菌薬の適正な投与期間を明らかにし，本邦
におけるガイドライン化の基礎となるよう，本試験では
欧米の投与方法である術後 24 時間投与と本邦の投与法
で あ る 術 後 3 日 目 ま で の 投 与 に て Surgical site
infection (SSI) 発生率をエンドポイントとして比較す
る他施設共同研究に参加する。
18. 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対する 4
サイクルごとの mFOLFOX6+ベバシズマブと FOLFIRI+ベバ
シズマブ亣替療法（alternative）の 1st-line における
有効性と安全性の検討（第Ⅱ相臨床試験）
（佐村博範，野
里栄治，新垣淳也，西巻正）
7.の『治癒切除不能な進行・再発 結腸・直腸癌に対す
る mFOLFOX6 サイクル×4⇔FOLFIRI×4 サイクル亣替療法
(alternative)の 1st-line における有効性と安全性の検
討』に加え新規に高腫瘍剤として承認されたベバシズマ
ブを併用する臨床試験である。7 にベバシズマブを加え
る事で無増悪生存期間と奏効率の上乗せ効果を確認する
ものである。同時に安全性，全生存率に対する効果も検
討する。７と同様に他施設共同研究で实施する。
FOLFOX6 レ ジメン（ オキサ リプラチ ン＋ infusional
5-FU/LV 療法）と FOLFIRI レジメン（イリノテカン＋
infusional 5-FU/LV 療法）を比較され，その結果両治療
効果に差がないことがわかったが，FOLFOX の有害事象で
ある末梢神経症状がオキサリプラチンの減量や治療の中
止を余儀なくさせることがわかった。また，11 試験を用
いたメタ解析では，オキサリプラチン，イリノテカンお
よび 5-FU/LV の 3 剤全てを投与した群の患者の割合が高
いほど MST が延長することが明らかとなった。以上より
化学治療で最大の効果を得るには有害事象を抑制するこ
とが肝要であるといえる。特に 1st-line 治療として汎
用されている FOLFOX については，
蓄積性の末梢神経症状
のコントロールが課題となる。

そこで GERCOR は，それぞれ薬剤の dose intensity を充
分維持しかつ三剤を使う方法として FOLFOX6 レジメン
（4
サイクル）と FOLFIRI レジメン（4 サイクル）を亣替で
行う療法“FIREFOX Strategy（Alternating Therapy）を
考案し，5-FU 抵抗性の転移性結腸・直腸癌症例の
2nd-line でその安全性と有効性を検証した。FIREFOX
study では FOLFOX と FOLFIRI の亣替療法を行うことによ
り Grade3 以上の神経每性が軽減し，2ndline でありなが
ら投与コース数の中央値は12 コースであった。
OS も18.7
ヶ月を得ていることから，
每性や PD 後にレジメンを亣替
する従来の治療法に比べて良い結果が得られる可能性が
ある。1stline での有用性については，7.の『治癒切除
不能な進行・再発 結腸・直腸癌に対する mFOLFOX6 サイ
クル×4⇔FOLFIRI×4 サイクル亣替療法(alternative)
の 1st-line における有効性と安全性の検討』
の臨床試験
を進めている。
一方ベバシズマブ（商品名：アバスチン）は，血管新生
に必須の蛋白 Vascular Endothelial Growth Factor；血
管内皮細胞増殖因子に特異的なヒト化 IgG1 モノクロー
ナル抗体である。本邦において，ベバシズマブは本年 6
月に発売となった。同薬剤は FOLFIRI，FOLFOX と併用す
ることで有意に奏効率，PFS，OS を改善することが確認
された。
最新の NCCN ガイドライン v.1.2008 19)において，切除
不能進行・再発大腸癌に対する標準化学療法は，FOLFOX
＋ベバシズマブ療法，XELOX＋ベバシズマブ療法，及び
FOLFIRI＋ベバシズマブ療法とされている。
アバスチンの
認可に伴い，FIREFOX＋ベバシズマブで PFS の更なる延
長が得られるものと想定し，本研究を７と同じく他施設
共同研究で施行する。
19. H2 および H3 の肝限局性転移を有する結腸･直腸癌に
おける術前化学療法(mFOLFOX6+Bevacizumab)の有効性お
よび安全性の検討- 多施設共同 第Ⅱ相臨床試験 附随研究：術前化学療法(mFOLFOX6+Bevacizumab)による
組織学的肝障害の程度の検討（佐村博範，野里栄治，新
垣淳也，西巻正）
【目的】H2 および H3 の肝限局性転移を有する結腸･直
腸癌における術前化学療法（mFOLFOX6+ Bevacizumab）の
有用性および安全性を検討する。
Primary endpoint：肝切除率，Secondary endpoint：H2
症例における肝切除率，H3 症例における肝切除率，3 年
無再発生存割合，3 年生存割合，奏効割合（病理判定を
含む）
，安全性（有害事象，術前化学療法完遂率，肝障害
発現率，術後合併症発現率，術後入院期間）
，R0 切除率，
肝転移巣縮小割合
【背景】遠隔転移を有する IV 期に対しては，肝転移や肺
転移などが切除可能と判断される場合は外科的切除が行
われる場合も多いが，手術が不可能な場合には全身化学
療法が施行される。転移を有する大腸癌症例のうち，そ
の半数以上が肝転移症例であり，外科的切除が可能であ
った場合の予後は比較的良好であり，治癒的肝切除を行
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った場合の 5 年生存割合は 15～59％と報告されている。
一方，肝切除を施行していない症例における生存時間中
央値は，進行度により異なるが 6～16 か月程度との報告
があり，外科治療の対象となる症例であっても肝切除を
しなければ長期生存は殆ど望めない。
大腸癌肝転移切除不能例に対する術前化学療法の意義は，
転移病巣の縮小により手術が可能になることである。術
前化学療法と肝切除率を検討した報告から FOLFIRI 療法
より FOLFOX（Oxaliplatin）療法が有効な治療薬と考え
られる。
今回そのほとんどが切除不能例となる H2 および H3 の肝
限局性転移を有する結腸･直腸癌における術前化学療法
（mFOLFOX6+ Bevacizumab）の有用性および安全性を検討
する本研究を計画した。
また，化学療法を行っていない症例と比較して
Oxaliplatin を投与した症例では，肝類洞障害が多く発
現し，Irinotecan を投与した症例では，脂肪性肝炎が有
意に多く発現したと報告している。さらに，脂肪性肝炎
を発現した症例では，発現していない症例と比較し，術
後 90 日以内の死亡率が高く，
類洞の障害を発現した症例
での死亡例はなかった。更に 5-FU+Oxaliplatin 療法に
Bevacizumab を併用した場合の正常肝組織に対する化学
療法の影響を評価した結果，類洞拡張の発現率は
Bevacizumab 併用群で有意に減尐することが示された。
これらを踏まえて本研究では付随研究として術前化学療
法（mFOLFOX6+bevacizumab）による組織学的肝障害の程
度の検討も行う。
この研究も 11 同様他施設共同研究で施
行する。
20. StageⅢ結腸癌（直腸Ｓ状結腸部（ＲＳ）を含む）に
対するカペシタビン術後補助化学療法の安全性確認試験
（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正）
【目的】本邦における術後補助化学療法としてのカペ
シタビンの安全性を検討する。
プライマリーエンドポイント: 完遂割合
セカンダリーエンドポイント: 安全性プロファイル（有
害事象発現割合及びその重症度）
手足症候群，肝機能障害の累積発現割合
（副次的解析）
： 3 および 5 年無病生存割合，全生存割
合
【背景】大腸癌全国登録（1995～1998 年度症例）による
と，結腸癌の治癒切除率は 78.1％，根治術症例の病期別
での 5 年生存では，Stage0：94.8％，StageI：90.6％，
StageII：83.6％，StageIIIa：76.1％，StageIIIb： 62.1％
で，リンパ節転移陽性である StageIII の予後は务る。大
腸癌治療ガイドライン 2005 年版では，術後再発抑制，生
存の向上を目的に，StageIII 結腸癌及び StageII の再発
高リスク結腸癌を対象に術後補助化学療法を推奨してい
る。
大規模臨床試験結果により StageIII の治癒切除後の結
腸癌患者の補助化学療法は 5FU/LV 療法が標準的治療法
として位置付けられてきた。日本では「大腸癌 治療ガ

イドライン 2005 年版」にて，Stage III の結腸癌術後補
助化学療法において 5FU/LV 療法が標準的治療方法とし
て確立されていると記載されている。近年，経口剤であ
るカペシタビンや UFT/LV と標準療法である 5FU/LV 療法
との非务性試験が实施され，その有用性が証明されてい
る。
日本においては，進行・転移性結腸・直腸癌の後期第 III
相臨床試験を实施し，海外の進行・結腸直腸癌第 III 相
試験の成績と同等の効果が得られ，安全性についても特
に問題はないと判断された。この結果と海外の StageIII
治癒切除結腸癌を対象とした術後補助化学療法の試験
（X-ACT 試験：非务性試験）の結果をもとに，日本でも
カペシタビンによる術後補助化学療法は 2007 年 12 月に
結腸癌術後補助化学療法の承認を得た。しかし国内では
術後補助化学療法における臨床試験を实施しておらず，
本剤による術後補助化学療法の安全性を示唆する情報は
乏しい。よって，日本人の StageIII 治癒切除結腸癌を対
象とした術後補助化学療法における本剤 2,500mg/㎡/日
2 週間投与・1 週間休薬使用時の安全性の検討・確認する
為に本試験を他施設共同研究として計画した。
21.ヒト大腸粘膜におけるムチン枯渇巣の検索とその分
子病理学的検討（佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻
正）
近年，日本では大腸癌の羅漢率および死亡率が増加傾
向を示し，その対策が急務となっている。大腸癌を早期
に発見し治療することは，その後の予後が格段と良くな
る。また，羅漢しないような予防策を構築することも重
要な対策の一つである。
動物(ラット)を用いた实験では，
大腸癌の前癌病変（ムチン枯渇巣）がみつかっているが
ヒトの大腸では確認がされていない。
この研究は，ヒトの大腸にも前癌病変が存在するかを確
かめることが大きな目的である。それによって将来的に
は，大腸癌をより早期（前癌病変での発見）での発見に
繋げて行きたいと考えており，加えて大腸癌に羅漢しな
いような予防策の確立に寄与できると考えている。腫瘍
病理教审との共同研究に参加する。
22. 飝道癌生検標本の遺伝子プロファイル解析による化
学放尃線療法感受性予測に関する探求的研究 (下地英明,
狩俣弘幸, 長濱正吉, 西巻正)
近年, 飝道癌に対し, 化学放尃線療法が従来の手術成
績に匹敵する生存成績が得られることが報告されてきた。
しかしながら, 化学放尃線療法が有効な症例は未だ不明
であり, 治療法の選択に明確な選択基準が存在しない。
病期 II・III（T4 を除く）の飝道扁平上皮癌患者を対象
に化学放尃線療法と高感度・高再現性 DNA チップによる
飝道癌治療前生検標本の発現遺伝子プロファイルを解析
し, 化学放尃線療法治療効果を予測する可能性の高い遺
伝子群を同定し, 飝道癌における化学放尃線療法感受性
予測アルゴリズムの作成を目標に, 兵庫医科大学, 京都
大学, がんセンター等を中心に, 共同研究を施行中であ
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る。

吻合部狭窄が良い適応となる。今回私たちは当科で内視
鏡拡張術を行った消化管狭窄例の治療成績を検討した。

23. 臨床病期 II-III(T2-3, N0-3, M0)胸部飝道癌に対す
る飝道切除術と根治的化学放尃線療法(RT+CDDP/5FU)の
多施設共同前向き比較試験 (下地英明, 狩俣弘幸, 長濱
正吉, 西巻正)
切除可能な中等度進行飝道癌すなわち臨床病期
II-III （T2-3, N0-3, M0）
（飝道癌取扱規約第１０版）
飝道癌の標準治療は, 飝道癌治療ガイドラインによれば
飝道切除術と化学放尃線治療が推奨されている。この極
めて内容の異なる両治療法が標準治療とされているため
に, 飝道癌医療の現場において混乱を招いている。切除
可能な中等度進行飝道癌
（臨床病期 II-III: T2-3, N0-3,
M0）に対する飝道切除術と根治的化学放尃線療法の治療
成績を明らかにすべく, 多施設共同前向き臨床試験
prospective trial を施行中である。
24. 進行飝道癌に対する集学的治療の有用性の検討 (下
地英明, 狩俣弘幸, 長濱正吉, 西巻正)
進行飝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, 進行飝道癌に対し化学療法・化学放尃線療法・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，進行飝道癌に対する術前化学療法, 術前
化学放尃線療法の治療効果予測因子を検討中である。
25. 切除可能な消化管間質腫瘍（GIST）肝転移患者の治
療方法に関する第Ⅱ相試験
＜手術療法＞― GIST 研究会臨床試験（A）
＜イマチニブ療法＞― GIST 研究会臨床試験（B）
(下地英明, 狩俣弘幸, 長濱正吉, 西巻正)
ＧＩＳＴ診療ガイドラインでは，切除可能な消化管間
質腫瘍（GIST）肝転移患者の治療方法として外科的切除
とイマチニブ療法が治療選択肢として挙げられている。
しかし，現時点では、このような治療を計画する上で最
も重要な要素となる肝転移 GIST に対する外科切除の治
療成績は明らかではない。切除可能な消化管間質腫瘍
（GIST）肝転移）に対する外科的切除とイマチニブ療法
の治療成績を明らかにすべく，多施設共同第Ⅱ相試験前
を施行中である。
26. 腹壁瘢痕ヘルニア手術症例の検討 (長濱正吉，下地
英明，佐村博範，白石祐之，西巻正)
腹壁瘢痕ヘルニアは開腹手術の 4.2～20%に発症し軽
視できない術後合併症である。今回私たちは当科での腹
壁瘢痕ヘルニアの手術成績をレヴューし，再発しない，
より良好な術式選択を目標として検討した。
27. 消化管狭窄例に対する内視鏡拡張術の治療成績 (長
濱正吉，下地英明，佐村博範，白石祐之，西巻正)
消化管狭窄は内視鏡的拡張術や SEMS(自己拡張型金属
ステント)が有効な病態である。
消化器外科分野では術後

28. 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, 堤真吾, 西巻正)
小児外科分野において, 最も多い疾患が鼠径ヘルニア
であり，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には至っていないが，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，鼠径管内の構造を剥離
し，精管や精巣動静脈をヘルニア嚢から剥離が必要であ
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 法を導入しているので，
従来法での臨床結果と比較しその有効性を検討する。
29. 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, 堤真
吾, 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, 必要
なら化学療法の有効性に関しても検討する。
30. 小児外科診療における心理療法の研究 (佐辺直也,
堤真吾, 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をしている。
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31. 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, 堤真吾, 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
なされ, 本邦に置いても, 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いるので従来の穿刺法と比較し
有用性を検討する。

の検討 (佐辺直也, 堤真吾, 西巻正)
先天性横隔膜ヘルニアは軽症から重症例まで様々な病
態があるものの, その治療は術前の呼吸・循環管理に終
止する。即ち, より安全で効果的な全身管理ののち根治
手術に導入し, さらに術後の合併症をおこさずに管理を
続けることが肝要である。重症の先天性横隔膜ヘルニア
に対する ECMO の適応, 効果は一定のコンセンサスを得
ているが, 最重症症例に対してはたとえ ECMO を導入し
てもその予後は悪い。
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。
当科での治療指針について症例の蓄積とともに検討を行
っている。

32. 重症先天性横隔膜ヘルニアに対する ECMO 治療戦略

B. 研究業績
原
著
OD08001: 西巻正, 下地英明, 長濱正吉, 狩俣弘幸, 松原洋孝: 飝道癌手術における胸管損傷の予防と対策.
手術, 62:931-935, 2008.

(C)

OD08002: 宮国孝男, 西巻正: 特集処置と小手術のコツと合併症 Ⅱ．処置各論 17.咬傷・虫刺されの処置. 外
科, 70: 1403-1407, 2008.

(C)

OD08003: 下地英明, 西巻正, 内間庸文, 菊池馨, 岸本信三, 金城福則, 金城光世, 小波津寛, 座覇修, 島尻
博人, 宮平工, 山城正明: 沖縄県における GIST の臨床的検討. 沖縄消化器内視鏡会 45 周年記念
誌:15-22, 2008.

(C)

症 例 報 告
CD08001: 澤岻安勝, 佐村博範, 大城崇司, 友利寛文, 下地英明, 西巻正: 隆起型を呈した早期飝道胃接合部
印環細胞癌の 1 例. 日消外会誌, 41: 35-40, 2008.
CD08002: 砂川宏樹, 川上浩司, 稲嶺進, 當山鉄男, 座波久光, 大城直人, 西巻正: 胸部上部飝道に発生した
飝道腺癌の 1 例. 日消外会誌, 41: 1677-1681, 2008.
総
説
RD08001： 白石祐之, 長濱正吉, 友利寛文, 西巻正: ［生涯教育］腹腔鏡(補助)下の肝切除術およびラジオ波
焼灼術. 沖縄県医師会報, 44: 1-4. 2008.
国際学会発表
PI08001: Shimoji H, Nishimaki T, Karimata H, Matsubara H, Kuninaka K: PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY WITH
OR WITHOUT RADIOTHERAPY FOR ADVANCED ESOPHAGEAL CANCER. 11th World Congress of the
International Society for Diseases of the Esophagus, Sep.10-13,2008. Budapest, Hungary.
International Proceedings 2008; 255-257.
PI08002: Kuninaka K, Nishimaki T, Shimoji H, Karimata H, Matsubara H: A CASE OF LEFT BRACHIOCEPHALIC
THROMBOSIS WITH LEUKOCYTOSIS AND THROMBOCYOSIS WITHOUT FEVER ELEVATION AFTER RIGHT THORACIC
SUBTOTAL ESOPHAGECTOMY WITH THREE FIELD LYMPH NODE DISSECTION AND RETROSTERNAL GASTRIC TUBE
RECONSTRUCTION: A CACE REPORT. 11th World Congress of the International Society for Diseases
of the Esophagus, Sep.10-13,2008. Budapest, Hungary. International Proceedings 2008;
185-186.
国内学会発表
PD08001: 佐村博範，野里栄治，金城文乃，小川和彦，伊良波史朗，玉城稚菜，戸板孝文，垣花泰政，金城泉，
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(B)

(B)

(C)

国吉幸男，村山貞之，西巻正: 肛門管扁平上皮癌に対する同時化学放尃線療法：4 症例の検討. 第 1
回九州大腸がん懇話会, 2008.Jan.19, 久留米市, プログラム・抄録集: 29,2008.
PD08002: 野里栄治，佐村博範，新垣淳也，友利寛文，西巻正: 当科における直腸腫瘍局所切除症例の検討. 第
1 回九州大腸がん懇話会, 2008.Jan.19, 久留米市, プログラム・抄録集:41, 2008.
PD08003: 佐村博範，野里栄治，新垣淳也，西巻正: S 状結腸癌再々発症例に対し減量手術を施行した 1 例. 第
68 回大腸癌研究会,2008.Jan.25,福岡, プログラム・抄録集:98, 2008.
PD08004: 下地英明，西巻正，久志一朗，野里栄治: 当科の胃癌治療の成績. 第 55 回沖縄県外科会,2008.Feb.3,
沖縄,プログラム・抄録集:10, 2008.
PD08005: 下地英明，西巻正，野里栄治，幸喜毅，山川房江，内間ゆかり，翁長小百合，平良智恵美，仲宗根
聖，鈴木毅: 腹膜炎術後，ビタミン B1 欠乏性乳酸アシドーシスを呈した 1 例. 第 23 回日本静脈経
腸栄養学会,2008.Feb.21-22, 京都, 静脈経腸栄養 23 増刉号:325, 2008.
PD08006: 下地英明，西巻正，長濱正吉，砂川宏樹，國仲弘一: 高齢者胃癌手術症例の検討. 第 80 回日本胃癌
学会総会, 2008.Feb.27-29,横浜, Gastric Cancer 第 80 回日本胃癌学会総会記事:189, 2008.
PD08007: 長濱正吉，下地英明，野里栄治，佐村博範，友利寛文，白石祐之，西巻正: 当科における胃 GIST の
検討. 第 80 回日本胃癌学会総会, 2008.Feb.27-29,横浜, Gastric Cancer 第 80 回日本胃癌学会総
会記事:219, 2008.
PD08008: 長濱正吉，伊禮靖苗，久志一朗，野里栄治，下地英明，佐村博範，友利寛文，白石祐之，西巻正: 膵
頭十二指腸切除後に虚血性変化を伴った大腸 NSAIDs 潰瘍の経験．第 44 回日本腹部救急医学会総会,
2008.Mar.14-15,横浜,日腹部救急医会誌, 28:294, 2008.
PD08009: 長濱正吉，白石祐之，久志一朗，野里栄治，佐村博範，下地英明，友利寛文，西巻正: 腎細胞癌に
よる転移性膵腫瘍の 1 例. 第 45 回九州外科学会，2008.Apl.11-12,鹿児島,プログラム・抄録集:70,
2008.
PD08010: 赤松道成，下地英明，伊禮靖苗，久志一朗，新垣淳也，西巻正: 飝道癌術後乳糜胸に対して開腹胸
管結紮術を施行し改善した 1 例. 第 45 回九州外科学会，2008.Apl.11-12,鹿児島,プログラム・抄録
集:49, 2008.
PD08011: 野村寛徳，宮国孝男，西巻正: 傍腫瘍性神経症候群を呈した乳癌の 1 例. 第 44 回九州内分泋外科学
会，2008.Apl.11-12,鹿児島,プログラム・抄録集:96, 2008.
PD08012: 佐辺直也，豊田亮，西巻正: 腹痛で発見された小児胃 GIST の 1 例. 第 45 回九州小児外科学会,
2008.Apl.11-12,鹿児島,プログラム・抄録集:89, 2008.
PD08013: 長濱正吉，友利寛文，白石祐之，名嘉勝男，西巻正: 当院における経鼻上部消化管内視鏡症例の検
討. 第 75 回日本消化器内視鏡学会総会, 2008.May.24-26,横浜,日消内視会誌, 50 臨増 Suppl.1:860,
2008.
PD08014: 長濱正吉，友利寛文，名嘉勝男，西巻正: 当院における経鼻内視鏡を用いた PEG 症例の検討. 第 75
回日本消化器内視鏡学会総会, 2008.May.24-26,横浜,日消内視会誌, 50 臨増 Suppl.1:890, 2008.
PD08015: 友利寛文，白石祐之，久志一朗，新垣淳也，野里栄治，長濱正吉，佐村博範，西巻正: 胆嚢癌術後
に胆管空調吻合部に炎症を引き起こした糞線虫症の一例. 第 20 回日本肝胆膵外科学会・学術集会,
2008.May.28-30, 山形, プログラム・抄録集: 381,2008.
PD08016: 長濱正吉，白石祐之，久志一朗，友利寛文，西巻正: 右腎細胞癌術後，膵頭部腫瘤を認めた一例. 第
20 回日本肝胆膵外科学会・学術集会, 2008.May.28-30, 山形, プログラム・抄録集:235, 2008.
PD08017: 白石祐之，友利寛文，長濱正吉，久志一朗，西巻正: 肝予備能不良肝細胞癌症例に対する鏡視下肝
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部分切除および RFA. 第 20 回日本肝胆膵外科学会・学術集会, 2008.May.28-30, 山形, プログラム・
抄録集:161, 2008.
PD08018: 宮国孝男，野村寛徳，白石祐之，西巻正: N0 甲状腺乳頭癌に対する中央区域リンパ節郭清の検討. 第
106 回沖縄医師会医学会総会, 2008.Jun.8,沖縄, 沖縄医会誌,46:119, 2008.
PD08019: 長濱正吉，友利寛文，宮城剛，名嘉勝男，西巻正: 経鼻上部消化管内視鏡検査の現況. 第 85 回日本
消化器内視鏡学会九州支部例会, 2008.Jun.13-14, 福岡, プログラム・抄録集:72, 2008.
PD08020: 長濱正吉，下地英明，西巻正: 飝道抜去中に気管模様部を損傷した 1 症例. 第 62 回日本飝道学会学
術集会, 2008.Jun.21-22, 東京,プログラム:200, 2008.
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道学会学術集会, 2008.Jun.21-22, 東京,プログラム:190, 2008.
PD08022: 下地英明，西巻正，狩俣弘幸: 進行飝道癌に対する集学的治療の試み. 第 62 回日本飝道学会学術集
会, 2008.Jun.21-22, 東京,プログラム:160, 2008.
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Gemcitabine/TS-1 化学療法). 第 63 回日本消化器外科学会総会, 2008.Jul.16-18, 札幌,日消外会
誌, 41:1286, 2008.
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れていない。現在は予後ならびに妊娠予後に関して追跡
中である。
今後もさらに症例を追加していく予定である。

女性・生殖医学分野
A. 研究課題の概要
I. 婦人科腫瘍学
１ ． 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 （平川誠 , 長五裕 , 青 木
陽一）
若年の子宮頸癌患者の増加および晩婚化という社会的
背景が重なり、妊孕能温存治療を希望するケースが増え
てきている。現在のところは妊孕能温存が希望される場
合に臨床進行期 Ia1 期までの微小浸潤扁平上皮癌に対し
ては子宮頸部円錐切除術の適応が広くコンセンサスとし
て得られてきている。しかしながら Ia2 期以上の扁平上
皮癌および 0 期を超える腺癌に対しては、標準的治療と
して、骨盤リンパ節郭清術を含めた根治的な子宮摘出術
が行われている。近年、初期の浸潤子宮頸癌（臨床進行
期 Ia2 期、Ib1 期）を対象に、子宮頸部円錐切除術と広
汎性子宮全摘出術との中間的な術式として、基靭帯を含
めて子宮頸部を摘出し、子宮体部を残すことにより妊孕
能 温 存 を は か る 広 汎 性 子 宮 頸 部 摘 出 術 (Radical
trachelectomy)が行われるようになってきた。1987 年に
フランスの Dargent らが開始した腟式広汎性子宮頸部摘
出術に対し、1997 年にはイギリスの Smith らが腹式広汎
性子宮頸部摘出術を施行している。これまでの報告の
90％は膣式手術で占められており、Shepherd らによる最
新の報告によると全体の再発率が 4.4%であることから
この術式が広汎子宮全摘出術と比較しても安全な術式で
ある可能性が指摘されてきている。また産科的予後につ
いてみてみると、Boss らのレビューにおいては妊娠を試
みた 153 例中 107 例(70%)が妊娠成立し、
その妊娠全体の
49%(80 出産/161 妊娠)は正期産となっている。また妊娠
28 週以降 36 週未満の早産率は 20%であり、
予想されたよ
りも高い生児獲得率となっている。但し、腟式手術は基
靭帯の切除範囲が Piver typeII に相当しており、準広汎
子宮摘出術と同等であるのに対し、腹式手術であれば
Piver typeIII の広汎子宮摘出術と同等である。なお腹
式の場合、手技全般が通常の広汎子宮摘出術に準じ、骨
盤リンパ節郭清も開腹下に行い、そのテクニックは受け
入れやすいと考えられている。本邦においては、慶応義
塾大学や、九州大学において臨床試験が行われており、
多数例の報告がなされている。術式は腹式広汎性子宮頸
部摘出術が施行されている。また、倉敶成人病センター
の安藤らは腹腔鏡下広汎性子宮頸部摘出術を施行し、妊
娠正期産例を認めている。以上より、初期浸潤子宮頸癌
に対する腹式広汎性子宮頸部摘出術を今回の臨床試験と
して計画するにいたった。
平成 20 年には４例に対し腹式
広汎性子宮頸部摘出術を施行し、重大な合併症等はみら

２．子宮頸部扁平上皮癌におけるヒトパピローマウイル
スの型は、
放尃線治療効果および予後に影響するか？
（ジ
ャンナトゥル・フェルドシ, 平川誠, 稲嶺盛彦, 長五裕,
青木陽一）
子宮頸癌の発生に、ハイリスクヒトパピローマウイル
ス (HPV) の持続感染が为因であることはすでに確立さ
れた事实である。子宮頸癌の予後因子として、臨床進行
期、腫瘍径、組織型、リンパ節転移、脈管侵襲、頸部間
質浸潤の深さ等が報告されている。しかしながら、進行
期 I, II 期で 10-15%、III, IV 期では 30-50%の再発・原
病死が起こるとされ、新たな治療効果判定、予後を推測
できる因子の開発が待たれている。今回、HPV の型によ
り、治療効果に違いはあるのか、さらに予後と関連があ
るのかを解析するため、本研究を行った。これまでの報
告では、HPV の型が予後と関連あるとするものや、無関
係であるとするものなど一定の見解が得られていない。
そこで本研究では、対象症例を子宮頸部扁平上皮癌で、
为治療で放尃線治療（または同時放尃線化学療法）が施
行された患者に限定し、HPV の型が治療効果および予後
に影響するかを検討した。対象は 1993 年から 2002 年に
琉球大学病院で放尃線または同時化学放尃線療法を行っ
た 113 人の子宮頸部扁平上皮癌患者である。放尃線療法
は全骨盤に対する外照尃と高線量率の腔内照尃による根
治照尃を、同時化学放尃線療法を行った患者では、シス
プラチン 20mg/m2、5 日間を 1 コースとして、3 週毎に 2
〜3 コースの投与が施行された。年齢中央値は 61 歳（30
歳〜80 歳）
。臨床進行期は IB 期が 11 例、II 期は 39 例、
III 期が 57 例、IVA 期が 6 例であった。HPV の型判定は、
腫瘍組織から DNA を抽出し、L1 consensus primer を用
いた PCR により HPV DNA を増幅し、PCR 産物を direct
sequencing 法により HPV DNA 配列を決定した。113 例中
95 例 (84.1%) に HPV が検出され、それぞれの HPV 型に
関しては、HPV-16 が 33 例 (34.7%), HPV-33 が 10 例
(10.5%), HPV-58 が 10 例 (10.5%), HPV-52 が 7 例
(7.3%)であった。混合感染は HPV-16, -33 の 1 例のみで
あった。また 6 例では型判定が困難であった。HPV-16 は
50 歳以下の若年層に 16 例 (48.5%) に認められたが、他
の HPV 型は 50 歳以上の高年齢層に大多数が認められた。
HPV の型と臨床進行期、腫瘍径、画像評価によるリンパ
節腫大、治療前ヘモグロビン値の臨床病理学的因子に特
徴的な関連はみられなかった。HPV の型による放尃線療
法への反応では、HPV-16 では 33 例中 7 例に治療終了時
に局所遺残がみられたが、他の HPV type では放尃線によ
る局所コントロールは極めて良好であった。予後に関し
ては、HPV-16 陽性者では、33 例中 11 例に局所再発、原
病死を認めた。しかしながら HPV58 陽性者では 10 例中 1
例のみに、HPV31 陽性者でも 5 例中 1 例のみに再発、原
病死を認めただけであった。また、HPV33 陽性者では、
他の型と比較し腫瘍サイズが小さく、またリンパ節腫大
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頻度も低いにもかかわらず、10 例中 5 例が再発し、原病
死していた。5 年生存率は HPV58 陽性者で 90%、HPV31 陽
性者で 80%、HPV16 陽性者では 69.4%、HPV33 陽性者では
39%であった。HPV-16 陽性者では放尃線治療に対する不
応性が示唆され、HPV58、31 陽性者では他の型の HPV 陽
性者に比較し、良好な予後が観察され、HPV の型は放尃
線または同時化学放尃線療法を行う子宮頸部扁平上皮癌
患者において、放尃線治療効果や予後判定に有用な指標
となる可能性が示された。
３．沖縄の子宮頸癌とＨＰＶ感染（長五裕, 平川誠, 久
高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一）
琉球大学での臨床統計・HPV に関する研究統計、沖縄
県の検診統計を全国からの報告, 世界各国からの報告と
比較することにより, 沖縄の子宮頸癌の発生基盤、罹患
率、検診等の特徴・問題点について考察した。
１）罹患率は約 20 数年間減尐していない
琉球大学で治療した浸潤子宮頸癌（沖縄県の 90%前後
に相当）の推移であるが, 治療症例数の減尐がみられて
いない。
全国統計では罹患率が 10 万女性あたり７〜８で
あるのに対し, 沖縄県では依然、概算で 15〜18 である。
２）進行例の比率が高い
全国統計の進行期ピークは Ib 期であるが, 沖縄県で
は II〜III 期にピークが見られる。
３）子宮頸癌検診の偏り
琉球大学で治療した浸潤子宮頸癌症例において, 全く
の子宮癌検診未施行者, ５年以上の未施行者が 70%を占
める。
また沖縄県の統計では 30〜50 才代の検診率が低く、
60, 70 才代の検診率が高い。
４）
正常細胞診者の HPV 陽性率が 40 才代以降で有意に高
率である。
正常細胞診者の多数例を検討し報告されている金沢市
の統計と比較すると、20 才代、30 才代ではほぼ同等の
HPV 陽性率を示しているが, 沖縄県では 40 才代以降でも
10%強の陽性率がみられ有意に高率である。
５）浸潤子宮頸癌で検出される HPV の型が異なる。
最も高頻度であるのはHPV 16 型で全国データと同様で
あるが、HPV 31, 33, 35, 58 型の頻度が高く, HPV18 型
の頻度が低いため, HPV 16 型+18 型の頻度は 52%と世界
の他地域や日本全国と比べ低率である。しかしながら、
年齢別に観察すると、20〜40 歳代まででは、HPV 16 型+18
型の頻度は 75%前後であり、50 歳代以上では 20〜40%と
著明に低下している。
以上が沖縄県の子宮頸癌の特徴であるが, 罹患率を低
下させるための戦略としては, 検診の啓蒙が最も大切で
あり, とくに 30-40 才代の検診率の向上させることが重
要である。様々な方策による啓蒙, メディアの利用, さ
らに他の理由で婦人科を受診した際に積極的に検診を行
うことが肝要である。第一歩として、各診療施設に妊婦
の子宮癌検診勧奨をお願いすることから戦略を開始し,
平成20 年4 月から開始される妊婦健診公費貟担の第一回
健診に子宮癌検診が組み込まれた。また, HPV 検査の検

診への導入ついて行政への働きかけ, HPV 自己検診, さ
らに今後は HPV ワクチンの積極的な導入を視野に入れて
おく必要がある。
４．子宮頸部発癌における喫煙の関与とそのしくみ Ｈ
ＰＶ感染細胞への喫煙関連物質の作用（稲嶺盛彦, 長五
裕, 青木陽一）
喫煙科学研究負団から研究助成を得た特定研究である。
HPV 感染細胞である子宮頸部異形成上皮において, 喫煙
が VEGF-C 発現に影響を及ぼしているかどうかを明らか
とすることを目的とした。 HE 染色，VEGF-C ならびに
Ki-67 に対する免疫染色を行った。
Ki-67 では陽性細胞の
割合をパーセントで表し, VEGF-C の発現量は発現スコア
を４段階に半定量的に表した。
検討した８例中 CIN1 が６
例, CIN2 が２例, 経過中, 病変の消失と存続が各４例で
あった。High risk HPV は７例で検出できた。喫煙１例
での CIN は存続, VEGF-C の発現スコアは 3 であった。非
喫煙７症例では 4 例が消失, 3 例が存続, VEGF-C の発現
スコアは平均で 0.85 であった。
Ki-67 染色による細胞増
殖活性については CIN 消失群で, VEGF-C の発現は CIN
存続群で高い傾向を認めた。Ki-67 染色による細胞増殖
活性については消失群で，VEGF-C の発現は存続群で高い
傾向を認めたが, 喫煙例, 非喫煙例ともに症例の追加に
よるさらなる検討が必要である。
５．
局所進行子宮頚癌の化学放尃線同時療法(平川誠, 久
高亘, 稲嶺盛彦, 長五裕, 青木陽一, 放尃線医学講座と
の共同研究)
Concurrent chemoradiation, CCRT は, 放尃線療法に
化学療法を同時に併用する治療法であり，難治性の局所
進行頸癌に対する第一選択の治療法として推奨されるに
到っている。しかし，併用する化学療法の薬剤，投与量，
投与方法および副障害に関する結論は未だ確立されてい
ない。当科では，原発巣が著しく大きな難治性頸癌に対
して，1996 年より, Cisplatin 20 mg/m2 x 5 日間連日静
注を放尃線療法初日より開始し，3 週間隔で繰り返し行
う方法を採用してきた。これまで 171 例を治療し、重篤
な有害事象は認めていない。治療効果としては，放尃線
療法卖独の治療と比較して良好な無病生存率がえられて
おり，
長期生存率の改善が得られている。
しかしながら、
CCRT を行っても予後不良な症例が抽出されつつあり，新
たな治療法の開発について検討中である。
１）Concurrent chemoradiotherapy(CCRT)を行った子宮
頸癌において血清 SCC 値は再発の予知因子となりうるか。
CCRT で治療した子宮頸癌において, 血清 SCC 値が再発
の予知因子となりうるかを明らかとする。1996-2003 年
に CCR(外照尃 50－50.4Gy、高線量率腔内照尃 3 回、
CDDP20mg/m2 5 日間 2－3 コース)で治療を行った子宮頸
癌 117 例(FIGO stage IB2/II/III/IVa 2 例/58 例/54 例
/3 例)に治療前、腔内照尃前, 治療終了後に血清 SCC 値
を測定し, SCC の陰性化と再発、SCC 値および他の臨床病
理学的因子と再発・再発部位について検討した。多変量

- 124 -

解析はロジスティック回帰分析を用いた。CCRT にて CR
となった症例は 112 例(95.7％)。再発を 36 例(遠隔 23
例,局所 7 例,両部位 6 例)に認めた。SCC 値は治療前にお
いて 104 例が陽性であったが, 腔内照尃前には 61 例、
治
療終了時には 79 例が陰性化した。血清 SCC 値、治療前
Hb 値、局所腫瘍径 7 ㎝以上、骨盤内リンパ節 (PLN)腫大
などの予後因子を再発に関して多変量解析すると, 局所
再 発 例 で は リ ン パ 節 腫 大 (p=0.002) と 局 所 腫 瘍 径
(p=0.02)、遠隔再発例ではリンパ節腫大(p=0.02)と腔内
照尃前 SCC 陽性(p=0.01)が独立した予知因子であった。
腔内照尃前 SCC 陽性例, 陰性例の遠隔再発率はそれぞれ
37.5 ％ （ 15/40 ）、 13.1% (8/61) で 有 意 差 を 認 め た
(p=0.007)。また腔内照尃前 SCC 値の再発に関する
Sensitivity65.2%,
Specificity67.9%,PPV37.5%,
NPV86.9%であった。CCRT にて治療した子宮頸癌において,
腔内照尃前 SCC 値は遠隔再発予知因子として有用である。
２）進行子宮頸部腺癌に対する Taxol, CDDP を用いた
Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT)
進行子宮頸部腺癌（頸部腺癌）の放尃線治療（放治）
成績は, 満足いくものではない。頸部腺癌に対する
Taxol (T)と CDDP (P)を用いた CCRT の治療成績を検討す
る。原発巣が 40mm を超える頸部腺癌 6 例（3B: 5 例、4A:
1 例）を対象（CCRT -TP 群）とし, 過去の症例で放治の
み 13 例（RT 群）と, P のみでの CCRT 8 例（CCRT -P 群）
を対照とした。化学療法に関して, CCRT -TP 群は、T：
50mg/m2 (weekly), P：50mg/m2 (3 weeks interval) と
し, CCRT -P 群は P: 20mg/m2 x 5 days (3 weeks interval)
であった。累積全生存率/無増悪生存率/骨盤内制御率（4
年）は, RT 群: 15%/15%/23%、CCRT -P 群: 25%/25%/25%
であり、有意な差は認めなかった。一方、CCRT -TP 群に
おいては、累積生存率/骨盤内制御率（3 年）は
100%/67%/100%であった。
急性期有害事象による照尃休止
は、CCRT -TP 群で 1 例も認められず, 全例に予定の照尃
が完遂できた。現在まで, 重篤な晩期有害事象は認めて
いない。CCRT –TP は, 頸部腺癌に対する有効な治療とな
る可能性がある。
６．当科で治療した腟癌症例の検討（平川誠, 稲嶺盛彦,
久高亘, 長五裕, 青木陽一）
当科で治療した腟癌症例の問題点を明らかとすること
を目的として, 1979 年から 2005 年に当科で治療した腟
癌 56 例（扁平上皮癌 54 例, 腺癌 2 例）を後方視的に検
討した。初回治療は 3 例に手術療法 (OP), 47 例に放尃
線卖独療法（RT）, 6 例に化学放尃線同時療法（CCRT）
が施行された。0 期 22 例は 2 例に OP, 20 例に RT がなさ
れ, 1 例に局所再発を認めたが, 手術摘出により無病生
存中である。I 期 7 例は RT が施行され全例無病生存中で
ある。II 期 13 例では OP, CCRT が各 1 例で施行され無病
生存中, また 11 例に RT が施行され, 腺癌の 1 例に局所
再発, また bulky mass の扁平上皮癌 1 例に仙骨再発を認
めた。
III 期 4 例は 3 例が RT, 1 例が CCR で治療され CCRT
症例 (bulky mass)1 例に局所制御後, 局所再発を認めた。

IVa 期 6 例では 2 例は RT で治療され 1 例は局所制御でき
ず, 他の 1 例は局所・傍大動脈リンパ節再発, また 4 例
は CCRT が施行され全例で局所制御が得られたが, うち 1
例のみに局所再発を認めた。
IVb 期の4 例にはpalliative
RT が施行された。III、IV 期の予後は不良であるが, CCRT
により局所制御ならびに予後の向上が得られる可能性が
認められた。
７．子宮頸部発がんの宿为要因としてのＨＬＡ遺伝子多
型に関する民族疫学的研究
（長五裕, 平川誠, 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。子宮頚癌は, 先
進国において減尐傾向にあるとはいえ, 全世界的には女
性がんの罹患率、死亡率で乳癌についで２位を占めてい
る。HPV は子宮頸がんの为要な causative agent であり,
性器に感染する約40 の型のHPV の中で子宮頸がんに関連
するのは HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,
58, 59, 68 などである。HPV16 が最も多く関与し, 約
40-60%を占める。HPV 感染の多くは一過性の感染である。
一部が持続感染, 続いて CIN となる。一部の CIN が存続
し, 子宮頸がんへと進展する。この経過には HPV 感染細
胞に対する細胞免疫（ヘルパーT 細胞、細胞傷害性 T 細
胞[CTL]）が重要な鍵を握っている。抗原提示細胞の細胞
膜に提示された HPV 抗原ペプチドと HLA クラス II 分子
の複合体を認識してヘルパーT 細胞が活性化され, HPV
ペプチドと HLA クラス I 分子の複合体を認識して CTL が
活性化される。さらに, CTL による攻撃は細胞膜上の HPV
抗原ペプチドと HLA クラス I 分子の複合体を認識して起
こる。このように HPV 感染に対する免疫応筓には HPV 抗
原ペプチドと HLA 分子との複合体が関係しているため,
HPV 感染の持続性・発がん性が個人・民族によって異な
るのは HLA のちがいがその要因と考えられている。
子宮頸癌発生における遺伝子背景の関与に関する
Magnusson らの報告では, 姉妹などに HPV の垂直感染で
は説明できない発生の増加がみられるとされる。この現
象についての説明として, 現在までの研究では HLA 型に
よる子宮頸癌発生頻度の相違が最も有力である。子宮頸
部発がんと HLA 型に関する検討は, 現在まで様々な報告
がある。1991 年, Wank らはクラス II の DQ 抗原の型によ
り子宮頚癌の発生の頻度が異なることを報告した。人種
や地域によって一定の見解を得ていないが, 子宮頸がん
で頻度が低い HLA クラス II アレルとしては DRB1*1302
が世界的に共通している。頻度が高いアレルとして
DRB1*1501, DRB1*1502, DQB1*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
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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。
８．子宮頸部円錐切除施行例の検討（安里こずえ, 平川
誠, 稲嶺盛彦, 長五 裕, 青木陽一）
近年, 先進国では子宮頸癌の screening が広く行われ
ることで, 浸潤癌の発生率が減尐した一方, CIN あるい
は微小浸潤癌で発見されるケースが多くなってきている。
また, これらの病変は, 30 歳前後に発症のピークがある
ため、妊孕能を温存した保存的治療の需要が高まってき
ている。しかし一方で, 治療後の妊娠症例において, 早
産率の増加, 低出生体重児や新生児死亡率の増加が報告
されており, 妊娠予後に対する影響も危惧されている。
当科で子宮頸部円錐切除術を行った 325 例について, そ
の治療成績を後方視的に検討し考察した。
2001 年 1 月～2007 年 12 月までに当科で子宮頸部円錐
切除術を行った 325 例に対して, その合併症, 再発と妊
娠予後に関して, 診療録を後方視的に検討した。年齢の
中央値は 38 歳, 観察期間の中央値は 26 ヶ月であった。
325 例の対象のうち, 診断的円切は 93 例, 治療的円切は
232 例であった。術後診断の内訳は, CIS が最も症例数が
多く 73.8％を占めていた。円切標本の長軸方向の最長径
を cone length とし, 中央値は 20mm。再発は 8 例(2.9%)
で、8 例中 7 例が 1 年以内の再発であった。再発の risk
factor に関しては, 切除断端陽性群と endocervical
curettage 陽性群で再発率が有意に高かった。妊娠は 31
症例, 44 妊娠, 正期産 18 (40.9%), 早産 6 (13.6%) で,
一般の早産率に比べ, 円切症例では高い傾向にあった。
妊娠中の頸管長は中央値 31mm で、25mm 未満の症例は 24
例中 2 例のみであった。また, 正期産 18 例において,
PROM 症例は 27.8％, 早産 6 例中 p-PROM は 50％であった
。32 週未満の早産は 1 例も認めなかった。
術後合併症に関しては、cold knife と比較して, レー
ザーで切除した群で術後出血の頻度が低く, 50 歳未満に
おいて, 術後出血の頻度が高かった。再発に関しては,
切除断端陽性群と ECC 陽性群で再発率が高かった。妊娠
予後に関しては, cone length と早産率との関連はなか
ったが, 頸管長 25mm 未満の症例は早産率が高かった。
９．若年局所進行子宮頸癌の臨床的特徴（稲嶺盛彦,平川
誠, 久高亘, 長五裕, 青木陽一）
近年, 若年者層での子宮頸癌の増加が問題となってい
る。そこで当科で治療した若年局所進行子宮頸癌の臨床
病理学的特徴を明らかとし, 今後の治療と予後向上に役
立てる事を目的として、本研究を開始した。
10．子宮体癌 I, II 期に対する術後化学療法適応症例の
検討（青木陽一）

厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）の分
担研究である。子宮体癌 I, II 期に対する術後化学療法
の適応を明らかとするため, 再発の危険因子, 術後化学
療法の有用性について後方視的検討を行った。深い筋層
浸潤, 低分化型, 脈管侵襲, 頚部浸潤の４因子のうち１
因子のみを有する例では再発を認めなかった。２因子を
有する例では 13%の再発, また化学療法未施行例では
50%に再発を認めた。
３または４因子を有する例では全例
に術後化学療法が施行され, 1 例 (9%)のみに再発を認め
た。子宮体がん I, II 期でリスク因子を 2 因子上有する
症例に対して, 術後化学療法は有用と考えられる。
11．血清中ヘパラナーゼ測定法の確立と抗ヘパラナーゼ
薬による癌転移抑制療法の開発（稲嶺盛彦, 青木陽一）
文部科学省科学研究費による研究である。
Heparanase (Hpa)は細胞表面, 細胞外マトリックスに
お い て 重 要 な 構 造 の 一 つ で あ る Heparan sulfate
proteoglycan の分解酵素である。担癌マウス, 担癌患者
の血中, 尿中においては高い Hpa 活性がみとめられ, ま
た細胞株においても転移能と Hpa 活性との相関が報告さ
れた。最近ヒト Hpa 遺伝子がクローニングされ, ヒト転
移好発細胞株において高い Hpa 活性の発現および Hpa が
血管新生促進増殖因子を刺激し, 腫瘍血管の新生を促進
していることが報告され, 腫瘍細胞の転移・血管新生,
さらに転移抑制療法との関連において注目されている。
子宮体癌組織（類内膜型腺癌）５２例を材料とし RNA
を抽出し, RT-PCR 法により Hpa および-actin mRNA を
増幅し, FAS-II UV image analyzer, Quantity One Ver.
3.0 により定量化し, 両者の比を臨床病理学的因子と比
較検討した。52 例中 37 例において Hpa の発現が検出さ
れた。臨床病理学的因子との比較では, １）臨床進行期
IIIc 期の全例で Hpa の発現を認め, 平均発現比 0.616 と
Ia, Ic 期の平均発現比 0.006, 0.115 と有意差 (p=0.0351,
0.0282)を認めた。２）リンパ節転移例においても平均発
現比は0.696 で, 非転移例の0.282 と有意差
（p=0.0197）
を認めた。３）組織分化度, 筋層浸潤度, 脈管侵襲, 頸
部浸潤, および腹腔内洗浄細胞診の各因子において有意
差はないものの, 予後不良群においていずれも平均発現
比が高値を示した。
次いで、Hpa peptide を抗原として, ウサギに免疫し
抗 Hpa ポリクローナル抗体を作成した。この抗体を用い
て免疫染色を行い, 子宮体癌組織における Hpa の陽性率
と局在を検討した。52 例の子宮体癌症例のうち 23 例に
おいて Hpa 陽性が免疫組織学的に確認できた。この染色
結果と臨床病理学的因子を比較検討すると, 手術進行期,
組織分化度, 筋層浸潤度, 脈管侵襲の各因子において,
有意に予後不良群で Hpa 染色陽性率が高率であった。リ
ンパ節転移, 頚部浸潤, 洗浄細胞診, 卵巣転移の各因子
において有意差はないものの, 予後不良群において Hpa
染色陽性率が高率であった。
子宮体癌において Hpa の発現は、病巣進展の推定, リ
ンパ節転移の推定さらには予後因子として有用な指標と
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なりうると考えられる。
Hpa は分泋蛋白であるため, 担癌患者の血清中に検出
される。そこで婦人科癌における Hpa の発現を免疫染色
で確認し, 癌患者血清中の Hpa 濃度を測定し, これが臨
床病理学的特徴, 転移, 予後と関連しているかを確認す
ることは非常に意義あることと考える。ELISA を用いた
Hpa 濃度測定法を確立することとした。
ELISA 反応確認試
験として, 抗 Hpa 抗体と抗原である合成ペプチドで競合
法 ELISA 反応を行った。HPR1 ペプチドとして 10～
1,000nmol/L の範囲で, 濃度に依存する検量線を得るこ
とができた。反応条件検討試験を行い, 静置条件下での
反応時間による影響を検討した結果, 2～3 時間で十分な
吸光度が得られ, HPR1 濃度に依存する良好な検量線が得
られた。
反応時間として 3 時間が適当と判断した。
Av-HRP
反応時間は 1 時間, HRP 反応時間は 20 分, Bio-HRP1 濃度
は 2.5ng/ml, anti-HPR1 濃度は 500ng/ml, Avidin HRP
濃度は 10,000 倍希釈が適当と判断した。
血液サンプル測
定の可能性を検討する上で, HPR1 ペプチドを血漿に添加
し測定を行った結果, PBST に添加した場合と同程度の反
応が確認された。抗 Hpa 抗体と合成ペプチドを用いた
ELISA を検討した結果, 1) 抗原ペプチド濃度として 1～
100nmol/L の範囲で定量が可能, 2) 血漿を用いた ELISA
も良好な反応を示し, 血液サンプル測定への可能性が示
された。今後, HPR1 タンパクあるいは实際のサンプルを
用いた検討を行うことで有用性の検証を行う予定である。
12. 沖縄県婦人科腫瘍登録（長五裕, 平川誠, 久高亘,
稲嶺盛彦, 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 2 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い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 19 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 31 巻に公表した。 当科のホー
ムページでも公表を行う予定である。
13. 各種臨床試験への登録（長五裕, 平川誠, 稲嶺盛彦,
久高亘, 青木陽一）
１）IVB 期・再発子宮頸癌に対する S-1 + CISPLATIN 併
用療法と CISPLATIN 卖剤療法の第３相比較試験
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, 第三相試験である。現在まで８例
の登録を行い, 治療・経過観察中である。
２）局所進行子宮頸癌に対する高線量率腔内照尃
（ High-dose-rate intracavitary brachytherapy:
HDR-ICBT）を用いた 同時化学放尃線療法（Concurrent
chemoradiotherapy: CCRT）に 関する多施設共同第 II

相試験
遠隔転移のない、
切除不能と判断される局所進行
（III、
IVa 期）子宮頸癌患者に対する CCRT の効果, 完遂率, さ
らに安全性を評価する臨床第二相試験である。平成 20
年に 8 症例の登録を行い治療した。
３）子宮体がん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)
子宮体がん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。
婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構 (JGOG)が施行して
いる臨床試験への登録・参加である。平成 20 年には 4
例の症例登録を行った。
４）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(stage I-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・实施
する。平成 20 年には 2 例の症例登録を行った。
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
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, パクリ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 20 年には
2 例の症例登録を行った。
６）子宮癌肉腫に対する Paclitaxel / Carboplatin 併用
療法の効果と安全性
子 宮 癌 肉 腫 の 術 後 症 例 に 対 し , Paclitaxel /
Carboplatin 併用療法の補助療法として, また治療投与
としての効果および安全性を検討する。東北大学が中心
となって行っている臨床試験へ登録・实施する。
７）
子宮体癌の照尃後再発例に対する Paclitaxel または
Docetaxel の効果と安全性の市販後臨床試験
８）
子宮体癌の照尃後再発例に対する Paclitaxel または
Docetaxel の効果と安全性に対する市販後臨床試験へ登
録・实施する。
９）アンプリコア HPV テストによる子宮頸癌早期診断の
有用性に関する臨床性能試験
子宮頚部組織診で CIN2( 中等度異形成：moderate
dysplasia)と診断された症例を２年間フォローアップし,
ハイリスク型 HPV（以下 HR-HPV）感染の有無により
CIN3(高度異形成：severe dysplasia)へ Progression す
る可能性に差があるかどうかを調査することで, HR-HPV
検査(アンプリコア HPV テスト)の有用性を検証する。
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II. 生殖内分泋学
1. 両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術
の有用性に関する検討（銘苅桂子、屋宜千晶、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筓えはない。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。
2. 良性卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手術を施行し術後診
断が境界悪性卵巣腫瘍であった症例の検討（屋宜千晶、
銘苅桂子、青木陽一）
良性卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手術を施行し術後診断
が境界悪性卵巣腫瘍であった場合, 特に妊孕能温存を希
望する若年者では, 根治術や restaging の必要性につい
ては議論の余地がある。そこで, 当科において腹腔鏡下
手術を施行し, 術後境界悪性卵巣腫瘍の診断であった症
例について再発, 予後, さらに妊娠帰結について検討し
た。平成 10 年 3 月から 18 年 11 月の期間に，良性卵巣腫
瘍に対して腹腔鏡下手術を施行した 127 例中，術後診断
が LMP であった 6 例について検討した。平均腫瘍径は，
15.7±6.5ｃｍ(8.1～25.0)であり, 施行術式は, 妊孕
能温存を希望した 4 例では卵巣嚢腫核出術, 妊孕能温存
不要の 2 例に両側付属器摘出術を施行した。摘出病理診
断は, 境界悪性粘液性腫瘍が 3 例, 境界悪性漿液性腫瘍
が 2 例, 甲状腺腫性カルチノイドが１例であり, 進行期
分類は全例 Ic 期(術中嚢腫穿刺)とした。全例追加手術・
化学療法を施行せず, 経過観察とした。挙児希望のあっ

た 4 例中 2 例で, 術後 1 年以内に妊娠が成立した。再発
は, 6 例中嚢腫核出術を施行した 2 例に認めた。その 1
例は術後診断が境界悪性粘液性嚢腫であり, 妊娠・分娩
後に再発し, 片側付属器摘出術とリンパ節生検を施行,
その後 2 年 6 ヶ月経過し再々発は認めていない。1 例は
初回術後の診断は良性粘液性嚢腫であり, 再発時診断も
良性腫瘍の再発として腹腔鏡下片側付属器摘出術を施行
したが，最終的には境界悪性粘液性嚢腫の再発と診断し
た。その後 1 年 6 ヶ月経過し，再々発は認めていない。
腹腔鏡下手術を施行し術後診断が LMP であった場合、で
きる限り根治性を高めるために、診断がついた時点で追
加手術として片側付属器切除と大網切除術の施行が標準
治療であるが、再発率が高いこと、長期の経過観察が必
要であることの十分なインフォームド・コンセントを得
た上で嚢腫摘出術も選択肢のひとつであると考えられる。
3. 子宮卵管造影検査 HSG が甲状腺機能に与える影響に
関する検討 (銘苅桂子, 屋宜千晶, 青木陽一)
子宮卵管造影検査(HSG)は不妊症治療において一般的
な検査であるが, 使用される造影剤にはヨードが含まれ
ているため甲状腺機能へ影響を与える可能性がある。
我々は以前にも HSG 施行前後の甲状腺機能の変化につい
て報告したが, 今回さらに症例を追加して検討した。対
象は 1996 年 6 月から 2004 年 12 月までに当科で HSG を施
行した不妊治療症例 475 例中, HSG 施行前後に甲状腺機
能ホルモン(TSH:甲状腺刺激ホルモン, f-T4:遊離サイロ
キシン)検査を施行し得た 217 例で, 平均年齢は 34.5±
4.6 歳, 平均不妊期間は 3.0±2.6 年であった。HSG は油
性造影剤を用いて透視下に施行した。ホルモン検査は原
則として HSG 施行周期の前周期と翌周期または 2 周期後
に施行した。症例は HSG 施行前の甲状腺ホルモン値によ
り正常群（TSH, f-T4 ともに正常値）, 潜在性機能低下
群（TSH 高値, f-T4 正常値）, その他群の 3 群に分類し
た。
対象症例中正常群は 169 例(77.9%), 潜在性機能低下
群は 27 例(12.4%), その他群は機能低下例 6 例を含む 21
例(9.7%)であった。 HSG 施行後に f-T4 値も低下し機能
低下となった例は正常群に 5 例(3.0%), 潜在性機能低下
群に 9 例(30.0%)認め, 後者が有意に高率であった
(p<0.01)。機能低下となった症例に臨床症状は認めず,
多くは一過性の変化であった。HSG 施行後の甲状腺機能
に関して, 潜在的機能低下状態の患者についてはその後
の機能変化についても経過観察が必要であると考えられ
る。
4．
子宮卵管造影検査が甲状腺機能異常合併不妊症例の甲
状腺機能に与える影響
（銘苅桂子, 屋宜千晶，
青木陽一）
子宮卵管造影検査(HSG)において使用される造影剤に
はヨードが含まれているため, 甲状腺機能へ影響を与え
る可能性がある。
甲状腺機能異常合併不妊症例に対して,
造影剤を使用した場合の甲状腺機能の変化について検討
する。対象は, H8 年 6 月から H18 年 3 月までに, HSG を
施行した不妊治療症例 515 例中,甲状腺機能異常を合併
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した 13 例とした。
甲状腺疾患に関しては当院内科にて診
断, 管理された. HSG は油性造影剤(ヨード化ケシ油脂肪
酸エチルエステル)を用いて透視下に施行した。
甲状腺機
能低下症 10 例中, HSG 後機能低下の増悪により乾燥甲状
腺剤（チラージン）の内朋を増量したのは 2 例, 再開し
たのは 4 例, HSG 後機能亢進によりチラージンを減量し
たのは１例であった。 甲状腺機能亢進症 3 例中 HSG 後
甲状腺機能が低下し propylthiouracil（PTU）からチラ
ージンへ変更したものが 1 例, PTU を中止したものが 1
例であった。
従って 13 例中 HSG 後機能低下となったのは
8 例, 機能亢進となったのは 1 例, 不変 4 例であった。
全例に臨床症状は認めず, 加療により速やかに機能は正
常化した. 4 例に妊娠成立（30.7%）し, 7 例が現在も内
朋中である. 甲状腺機能異常合併症例については HSG 施
行後の甲状腺機能変化について十分な経過観察が必要で
あると考えられる。

術を施行されたのは 36 例(境界悪性卵巣腫瘍: 23 例, 卵
巣癌: 13 例)であり, 施行された術式は, 片側付属器切
除術 33 例, 片側付属器切除術＋対側腫瘍核出術１例,
片側腫瘍核出術 2 例、両側腫瘍核出術 1 例であった。後
療法は施行しないことを原則としているが, 4 例で術後
化学療法が施行された。平均観察期間は 47.5 ヶ月で,
overall survival は 100%、36 例中 3 例に再発を認め追
加治療を施行した。全例で手術後月経再開を認めた。12
症例において 15 妊娠が成立した。3 例に不妊治療が施行
された。その内訳は卵管因子に対して 1 例に選択的卵管
造影, 2 例にIVF-ET が施行され, 3 例とも妊娠成立した。
妊娠経過については, 自然流産 2 例, 2 例が現在妊娠継
続中, その他の症例では全例生児を獲得している。
手術後の慎重な経過観察, また必要時は不妊治療を行
うことにより, 生命予後, 妊娠転帰ともに良好な成績を
得られることが示唆された。

５．卵管留水症に対する腹腔鏡下卵管開口術の治療効果
に関する検討(銘苅桂子, 屋宜千晶, 青木陽一)
卵管留水症に対する不妊治療は, 卵管切除施行後に体
外受精（IVF）を施行することが推奨されつつある。 一
方, 卵管開口術はその後の自然妊娠が期待でき, また,
IVF を施行する上でも卵管切除術と同等の効果をもつと
の報告もある。当科では卵管留水症に対して腹腔鏡下卵
管開口術を施行してきており, その治療成績について検
討している。1995.10-2005.12 の期間に, 卵管留水症に
対して腹腔鏡下卵管開口術を施行した 19 例中 17 例は術
後経過観察とし, 2 例は術直後に IVF が施行された。経
過観察とした 17 例中 5 例(29.4％)に 5,5,8,9,18 ヵ月目
で妊娠が成立し, その後, 合計 9 回の妊娠が成立した。
術直後に IVF が施行された 2 例はどちらも 1 回目で妊娠
が成立した。
経過観察で妊娠しなかった 12 例中 2 例はそ
の後 IVF により、1 例は 1 回目, 1 例は 2 回目で妊娠が成
立した。IVF は都合 4 例, 5 周期に施行され, うち 4 周期
(80％)で妊娠が成立した。IVF を含め, 19 例中 9 例
(47.4％)において妊娠が成立した。妊娠予後は, 10 回の
満期産, 2 回の自然流産, 1 回の卵管妊娠があり, 卵管妊
娠は IVF 妊娠例であった。卵管留水症に対する腹腔鏡下
卵管開口術は, IVF を施行する前の選択肢となる可能性
がある。

７．HPV 感染と体外受精（IVF）の治療成績の関連性に関
する検討(銘苅桂子, 長五裕, 青木陽一)
HPV 感染は生殖年齢婦人にみられる一般的な性感染症
であるが, HPV 感染の IVF の治療成績への影響に関する
研究は十分ではない。当科において IVF を施行された患
者群における HPV 感染の頻度, 型, HPV 感染と IVF の治
療成績の関連性について検討している。

６．境界悪性卵巣腫瘍, 卵巣癌に対する妊孕能温存手術
後の妊娠に関する検討（屋宜千晶、銘苅桂子、平川誠, 長
五裕, 青木陽一）
境界悪性卵巣腫瘍, 及び卵巣癌に対し, 当科で妊孕能
温存手術を行った例における術後の妊娠・分娩に関して
検討する。平成 5 年 1 月から平成 18 年 12 月までの期間
に, 境界悪性卵巣腫瘍, もしくは卵巣癌に対して妊孕能
温存手術を施行した 36 例において, 術後の月経状態,
妊娠の有無, 不妊治療の有無と内容, 及び妊娠予後につ
いて診療録を後方視的に検討した。
境界悪性腫瘍, もしくは卵巣癌に対して妊孕能温存手

８．Long protocol 法における recombinant FSH 製剤と
urinary HMG 製剤の使用成績 (銘苅桂子, 屋宜千晶, 青
木陽一)
recombinant FSH 製剤(r-FSH)と urinary HMG 製剤
(u-HMG)の IVF 成績に対する比較試験は多数報告されて
いるが, その有用性に関して未だ確立したものはない。
今回 u-HMG 使用による反復不成功例に対して r-FSH を用
い, u-HMG, r-FSH 使用周期の IVF 成績を比較することに
より r-FSH の有用性について検討した。2005 年 3 月～
2007 年 12 月の期間に, long protocol 法にて IVF-ET を
施行した 15 症例を対象とした。u-HMG 使用にて反復不成
功となった 22 周期と, その後 r-FSH を使用した 23 周期
の 2 群間で, 卵胞刺激日数, FSH 使用量, HCG 投与前 E2
値, 採卵数, 受精卵数, 妊娠率を比較した。子宮内胎嚢
の確認を以て妊娠成立とした。u-HMG 群と r-FSH 群間に
おいて, 平均年齢：（37.9±4.4、37.4±4.8 歳）, IVF
既往回数：
（2.6±2.5、3.6±2.3 回）, FSH 使用回数：
（9.45
±2.2、
9.8±2.3 回）
, HCG 投与前 E2 値：
（1980.4±1260.5、
1941.2±1184.5）であり, 両群で有意差を認めなかった。
しかし, 採卵数：
（5.5±3.0、8.7±4.3 個）、受精卵数：
（2.8±4.3、4.8±5.6 個）
、移植胚数：
（2.1±1.4、2.9
±0.9 個）, 妊娠率：
（4.5、26%）では有意に r-FSH 群で
良好な成績を示した（p<0.05）
。
u-HMG を使用した反復不成功例に対し, r-FSH を使用し
IVF 成績の改善を認めた。尐数例の検討であるが, u-HMG
使用反復IVF 不成功例に対してr-FSH を使用することは,
選択肢の一つであると考えられた。
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９．経腹超音波ガイド下採卵術により生児を獲得した症
例の検討(銘苅桂子、屋宜千晶、青木陽一)
筋腫による子宮腫大により, 経腟超音波下に採卵手術
が困難な症例に対して, 経腹超音波ガイド下採卵術
（TAOPU: trans abdominal ovum pick up）を施行し生児
を獲得した症例を経験したので, その適応, 合併症につ
いて検討した。 術前に bowel preparation を行い, 静脈
麻酔, 仰臥位で 18G 採卵針を用い, 安全に施行しうる卵
胞のみを穿刺した。卵巣刺激は long protocol 法にて行
った。症例１は 0G0P, 不妊期間 5 年, 2 回の筋腫核出術
の既往あるも子宮は臍下 3 横指に達, 原因不明不妊にて
IVF の適応とした。IVF1 回目は採卵数 1 個, 未受精であ
った。IVF2 回目は採卵数 4 個、ET2 個で妊娠成立した。
37 週 6 日選択的帝王切開にて児を得ている。症例２は,
2P0P, 不妊期間 1 年, 多発性筋腫に対し 2 回の筋腫核出
術の既往歴があるも子宮は臍上に達し, 卵管因子の適応
で IVF とした。TAOPU は５回施行され採卵数はそれぞれ
3, 4, 4, 8, 7 個であり, 6 回目の融解胚移植周期にて妊
娠成立した。
妊娠 28 週 1 日胎盤早期剥離にて緊急帝王切
開を施行, 児は 1138g, Ap5/8 点であった。術中 DIC とな
り出血 10885g で多量の輸血を要したが術後の経過は良
好で, ICU 管理中の健児をえた。2 周期の hCG 投与前の
E2 平均値 2880.6 pg/ml に対し平均採卵数は 4.4 個であ
り, 安全に施行しうる卵胞のみを穿刺したため E2 値に
比較して採卵数は尐なくならざるを得なかったが、腸管
損傷や血管損傷などの合併症なく施行できた。TAOPU を
腸管損傷や血管損傷などの合併症なく安全に施行でき,
妊娠・分娩症例を経験した。TAOPU は経腟採卵が困難な
症例の選択肢のひとつとなりうると考えられた。
10．両側卵管閉塞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, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木
陽一）
両側卵管閉塞の不妊症例に対し, 腹腔鏡手術で卵管再
建術を行うか, すぐさま体外受精を行った方がいいのか,
明確なエビデンスは存在しない。当科において子宮卵管
造影検査にて両側卵管閉塞と診断し, 腹腔鏡手術にて卵
管再建術を施行した症例と, 手術を行わずに体外受精・
胚移植を行った症例の妊娠, 分娩転機を比較検討するこ
とで, どちらの治療法が有用であるかを明らかにする。
また, 年齢, 卵管因子以外の不妊因子, 不妊期間など,
症例によって腹腔鏡手術と体外受精・胚移植のどちらを
選択するのが妥当であるかどうかについても検討する。
11．体外受精・胚移植における顆粒膜細胞添加胚移植は
IVF 成績を改善させるか（銘苅桂子, 屋宜千晶, 青木陽
一）
体外受精・胚移植において, 顆粒膜細胞と胚を同時に
移植する顆粒膜細胞添加胚移植（cumulus aided ET：
cumulus ET）が妊娠率を増加させるとの報告がある。
cumulus ET 施行の有無で妊娠率を年齢別, 採卵数別に比
較検討し, cumulus ET が IVF-ET の成績を改善させるか

どうかについて検討する。
12．IVF-ET 周期における 3D power Doppler 超音波を用
いた子宮内膜血流評価について
（銘苅桂子, 安里こずえ,
永山千晶, 屋宜千晶, 青木陽一）
IVF-ET による妊娠は胚の質と内膜の受容能に左右さ
れる。
内膜の血流は豊富なほどよいと考えられているが,
超音波による子宮内膜血流測定に関しては一定の評価基
準はない。IVF 周期における内膜の変化を 3D power
Doppler 超音波を用いた子宮内膜血流測定によって評価
し, その有用性について検討する。2008 年 9 月～2009
年 3 月までの期間に IVF-ET を施行し, Voluson 3D power
Doppler 超音波(GE 横河メディカル)と VOCALR(virtual
organcomputer-aided analysis)を用いて子宮内膜血流
を測定した 35 例を対象とした。
子宮筋腫を有する症例は
除外した。調節卵巣刺激は long 法で行い, 採卵決定 4
日前(pre-4), 採卵決定 2 日前（pre-2）, 採卵決定日に
子宮内膜の血流状態を vascularization-index (VI),
Flow-index (FI)、vasucularization-Flow-index (VFI)
で測定し, その変化を比較検討した。また, 採卵決定日
における VI, FI, VFI を妊娠例, 非妊娠例に分けて比較
検討した。平均 HMG 投与日数は 8.2±2.0 日, 平均移植
胚数は 1.6±0.5 個であった。5 例が妊娠成立し, うち 2
例が妊娠継続, 2 例が流産, 1 例が子宮外妊娠となった。
子宮内膜の VI は pre-4、pre-2, 採卵決定日でそれぞれ
0.97±0.75, 2.2±2.7, 3.3±4.2, FI は 23.0±2.4, 23.3
±3.5, 25.4±4.4, VFI は 0.23±0.19, 0.59±0.72, 0.94
±1.3 であり, 測定日間で有意差はなかった。また, 採
卵決定日における妊娠例, 非妊娠例の平均 VI はそれぞ
れ 4.2±6.2 vs. 3.1±3.9, 平均 FI は 25.9±5.5 vs.
24.8±3.9, VFI は 1.3±1.9 vs. 0.84±1.1 であり, 妊
娠の有無による VI, FI, VFI の値に有意差は認めなかっ
た 。以上より, 3D power Doppler 超音波を用いた子宮
内膜血流評価としての VI, FI, VFI 値は, 測定日の違い,
妊娠の有無によってはそれぞれの値に差は認めなかった。
今後, さらなる症例の検討を行い, 3D power Doppler 超
音波を用いた子宮内膜血流評価の有用性について検討を
行う。

III. 周産期医学
１．産科出血に対する子宮動脈塞栅術およびバルーン留
置血流遮断術に関する臨床的検討 （正本仁、永山千晶,
上里忠和,佐久本薫,青木陽一）
近年, 産後の弛緩出血, 腟壁血腫, 仮性動脈瘤破裂な
どに対し, 子宮動脈塞栅術が有効であるとの報告がなさ
れている。当科でも放尃線科の協力のもとで, 産科出血
に対し子宮動脈塞栅術を实施している。
平成 20 年には腟
壁仮性動脈瘤破裂の稀な症例を経験し, 子宮動脈および
内陰部動脈塞栅術により止血, 救命した症例を報告した。
前置胎盤に癒着胎盤を合併した前置癒着胎盤が帝王切開
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時に多量出血となり母体の生命を危険にさらすことが多
く報告され, その対応が多くの施設で試みられている。
当科では腹部大動脈にバルーンを留置し, 術中に拡張す
ることにより血流を遮断し術中出血量を減尐させる試み
を行っている。症例を増やし, 効果と問題点について検
討している。
２．妊娠合併卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術の検討（上
里忠和, 銘苅桂子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一）
妊娠に合併する卵巣腫瘍の頻度は妊婦の 0.5％といわ
れており, 多くが黄体嚢胞とされている。
黄体嚢胞が否定的な腫瘍は, 組織学的診断が必要であり,
妊娠中の急性腹症（茎捻転、破裂）や分娩障害の原因と
なる可能性があるため手術の適応となる。昨今, 妊娠中
の腹腔鏡下手術は数多く行われるように, 当科でも妊娠
中 の 卵 巣 嚢腫 に 対 して , １ ９ ９ ６ 年か ら Informed
Consent を得たうえで腹腔鏡下手術を行っている。対象
は, １９９６年８月～２００８年６月までに当科におい
て first trimester, または second trimester で妊娠合
併卵巣腫瘍のために腹腔鏡下手術を施行した 30 例であ
る。同期間の開腹手術は４例であった。
腹腔鏡下手術３０例のうち, ２７例は腹腔鏡下卵巣嚢
腫核出術を行い, 腹腔鏡下卵巣嚢腫茎捻転を解除したも
のが１例, 腹腔鏡下付属器切除が１例, 開腹手術に移行
して核出術を施行したものが１例であった。手術を施行
した妊娠週数は妊娠１４週から１６週が最も多く, 妊娠
９週卵巣過剰刺激症候群の１例, 妊娠１２週の卵巣嚢腫
茎捻転の１例も認めた。麻酔方法は全例で全身麻酔が行
われ, 腹腔鏡下手術は２６例が吊り上げ法、４例が気腹
法で行われた。摘出物病理検査では, 成熟嚢胞性奇形種
が２０例（６８％）, 粘液性嚢胞腺腫が５例（１７％）,
漿液性嚢胞腺腫１例（３％）, 子宮内膜症性嚢胞１例
（３％）, 卵巣上体嚢胞１例（３％）, 悪性転化を伴っ
た成熟嚢胞性奇形種１例（３％）であった。腹腔鏡下手
術群と開腹手術群ではそれぞれ, 術後入院期間, 術後子
宮収縮抑制剤静注期間, 術中出血量に有意差を認め, 手
術時間は両群で有意差を認めなかった。また, 術中の合
併症も両群において認められなかった。妊娠予後につい
ては, ４１例のうち他院で分娩を行ったため詳細不明の
１３例を除く２８例において, 開腹手術群で１例, 腹腔
鏡下手術群で２例の早産を認めたが, 手術との明らかな
因果関係を認めなかった。出生後の児の奇形例は認めて
いない。
妊娠合併卵巣嚢腫に対する腹腔鏡下手術を行うことは,
開腹手術に比べ母体に対する貟担が尐なく、術後回復が
早期である。また母体合併症の頻度や新生児の予後も変
わらず、安全に施行することが可能である。
３．精神疾患合併妊娠の適切な管理に関する研究（佐久
本薫,永山千晶,上里忠和, 正本仁,青木陽一）
平成９年から 20 年末に当科で分娩管理を行った精神
疾患合併妊婦（てんかん合併例は除外）は 61 例（のべ

65 妊娠）であった。これまで精神疾患合併妊婦の妊娠・
分娩管理について, 精神疾患のコントロールとともに細
かな看護により，産科手術を減らすことが可能であるこ
と, 精神科医，
保健師，
家族などの協力が不可欠であり，
出産後も母児の長期的管理が重要であることを明らかに
してきた。出生直後の新生児に向精神薬の影響で
sleeping baby となる場合があり, 分娩時の新生児科医
の立会いが必要である。その後もいわゆる離脱症候群と
言われる中枠神経, 消化器, 自律神経など多彩な症状が
新生児に見られるため経時的に全身状態を観察する必要
がある。当科では, 向精神薬を朋用している精神疾患合
併妊婦から出生した児の症状を磯部らの考案した
Neonatal depression チェックリストを用いて評価して
いる。精神疾患合併妊娠は母体および新生児にとってハ
イリスクである。精神科, 小児科との連携を密にするこ
とと助産師, 看護師, 地域の保健師, 福祉関係のスタッ
フとの協力が必要となる。児の長期的予後に関しては今
後検討すべき課題である。
４．産褥期の諸障害に乳汁分泋不全を併発した産褥婦の
東洋医学的臨床像とその乳児の生育状況に関する研究
－産後障害に対する当帰芍薬散料の効果の検討を通して
－
（上里忠和, 銘苅桂子, 正本仁, 佐久本 薫, 青木陽一）
産後は頻回なる授乳のため精神的にも肉体的にもかな
りのストレス環境にあるといえる。妊娠中の増大子宮に
よる消化管の機械的圧迫,産後は 3 時間ごとの授乳によ
り十分な睡眠が確保されにくいため,かなりのストレス
が消化管にかかっていると推測される。しばしば産後授
乳婦に見られる为な障害として代表的なものは、貧血,
全身倦怠感,むくみ,冷えなどであるが,これらは東洋医
学的古典においては当帰芍薬散料の証であるとされてい
る。産後授乳期に前記症状を呈する授乳婦には乳汁分泋
不全傾向のものが多く,乳児の哺乳状況が適正でないた
め体重増加が阻害されたり,脂漏性皮膚炎を併発したり
することもあり得る。上記諸症状を呈する産後授乳婦の
臨床背景と東洋医学的病態解析を行い,東洋医学的古典
で言われている当帰芍薬散料の証をより明確にすること
により,是正すべき点が浮き彫りにされ,その結果を踏ま
えた対応を講じることで産褥婦のＱＯＬが高まり,ひい
ては乳児の健やかな発育発達に寄与できると考えられる。
そこで第一段階として, 乳汁分泋不全を来たす産褥婦
の臨床背景と東洋医学的病態解析,その乳児の生育状況
の把握することを目的としてアンケート調査を開始した。
当院及び関連施設における産婦人科にて受診可能な産後
の婦人及びその乳児を対象とした。調査頄目は年齢、身
長、体重、出産回数,分娩週数,出血量,母乳と人工栄養の
1 日当たりの回数、人工乳の１日量,分娩方法,既往歴,妊
娠・分娩・産褥期の問題点,乳汁分泋不全のタイプ,陥没
乳頭の有無,飝事嗜好,東洋医学的所見〔血虚症状（皮膚
の乾燥・荒れ・赤ぎれ、頭髪が抜けやすい、爪がもろい）,
水滞症状（手または足のむくみ,めまい,朝の手のこわば
り）,脾虚症状（疲労倦怠感,飝欲不振,胃もたれ,胃の痛
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み,げっぷ,下痢,便通不良）
〕,悪露,血液検査（ヘモグロ
ビン,血清鉄）乳児の出生体重,乳児の体重,乳児の便の 1
日回数,乳児のしゃっくり,乳児の吐乳回数,乳児の脂漏
性湿疹である。
今後このアンケート調査結果により,第二
段階の研究,産後障害に対する当帰芍薬散料の効果の検
討へと進む予定である。
５．HIV 感染妊婦の实態調査とその解析（佐久本 薫）
平成20年度厚生労働省班研究「周産期・小児・生殖医
療におけるHIV感染対策に関する集学的研究」
（为任研究
者：和田裕一）
，その分担研究として行われた臨床的研究
「HIV感染妊婦の实態調査とその解析およびHIV感染妊婦
とその出生児に関するデータベースの構築」
（分担研究
者：喜多恒和）に参加した。平成20年度産婦人科・小児
科統合データベースの更新により, 2008年３月までに報
告されたHIV感染妊娠数は595例におよぶことが示され、
46例の母子感染例を報告している。
HIV母子感染予防の基
本は, 妊娠早期のHIVスクリーニング検査と抗ウィルス
薬投与による血中ウィルス量の良好なコントロールおよ
び選択的帝王切開術である。血中ウィルス量の良好なコ
ントロール下での経腟分娩の選択の余地はあるが, 選択
的帝王切開に優るものではないことが欧米の報告から示
唆されている。2008年の沖縄県のHIV感染者/AIDS患者数
は24例で2007年の31例に続いて過去２番目に多い結果で
あった。
累積数も153例になった。
人口10万比を見た場合,
東京都、大阪府に次いで全国３番目に高かった。HIV感染
が急速に拡大しており, 緊急な対策が必要である。これ
まで沖縄県では母子感染予防対策が取られ，妊娠管理さ
れたHIV感染妊娠例は経験されていないが，
平成20年内に
も人工妊娠中絶例を経験した。当診療科では拠点病院と
して、HIV感染妊婦に対する対策を立てて準備している。
６．福岡・沖縄母子保健研究（正本仁, 佐久本薫, 青木
陽一）
アレルギー疾患に対する疫学研究で福岡大学との共同
研究である。
（前向きコホート研究、班長：福岡大学三宅
吉博准教授）近年の先進諸国におけるアレルギー疾患の
増加は著しく、アレルギー疾患のリスク要因及び予防要
因の解明は予防医学上、最も重要な課題の一つである。
遺伝要因がアレルギー疾患発症に大きく関与していると
考えられる。しかしながら, 近年のアレルギー疾患の増
加を遺伝要因のみで説明することは困難であり, 環境要
因もアレルギー疾患発症に重要な役割を果たしていると
考えられる。特に, 胎児期及び生後間もない時期の環境
要因が重要である。本研究は二世代継続前向きコホート
研究であり, ベースラインデータを活用して横断的に妊
婦におけるアレルギー疾患有症率と関連する環境要因を
評価し, さらに生まれた子供において出生前後の環境要
因及び遺伝要因とアレルギー疾患発症との関連と環境要
因と遺伝要因の亣互作用も調べる。日本人におけるアレ
ルギー疾患発症関連環境要因及び遺伝要因についてレベ
ルの高い多くのエビデンスを供することができ, 環境要

因と遺伝要因の亣互作用の存在が明らかになれば, ハイ
リスク・ストラテジーである個人の遺伝的素因を加味し
たアレルギー疾患の予防に財献することができる。
７. 不育症の診断と治療成績（正本 仁，大久保鋭子, 上
里忠和, 佐久本 薫，青木陽一）
1992 年 1 月〜2007 年 12 月の期間に当科で扱った，3
回以上の流産・死産歴を有する不育症 203 例の原因別割
合および治療成績を検討した。治療として，抗リン脂質
抗体陽性に対しては Low dose aspirin＋heparin 療法ま
たは Low dose aspirin＋柴苓湯療法，黄体機能不全には
progesterone 補 充 療 法 ， 高 prolactin 血 症 に は
bromocriptine 療法，甲状腺機能亢進症および低下症に
はそれぞれ抗甲状腺剤投与または甲状腺ホルモン投与を
施行した。原因不明例には無治療で観察を行った。原因
としては，黄体機能不全，高 prolactin 血症，甲状腺機
能異常などの内分泋異常が 35.0%で最も多く，抗リン脂
質抗体陽性・凝固異常が 24.1%，頸管無力症や子宮奇形
など子宮因子が 8.4%で続いていた。治療成績については，
原因検索後 180 妊娠が成立し，治療対象としていない染
色体異常例と原因不明例を除いた 137 妊娠のうち，107
妊娠（78.1%）が生児獲得し，27 妊娠が流産，3 妊娠が新
生児死亡となった。原因別では，内分泋異常は高い生児
獲得率（87.3%）を示したが，重複した原因を持つ例
（61.5%）
，原因不明例（56.8%）は低率であった，原因の
重複例や不明例は生児獲得率が低く，免疫学的手法等を
用いたさらなる解析や治療法の確立が望まれる。
８．膠原病合併妊娠と妊娠高血圧症候群（正本仁, 大久
保鋭子, 上里忠和, 佐久本 薫, 青木陽一）
膠原病は自己免疫に由来する全身性炎症性疾患であり,
女性に発生率が高く妊娠との合併がしばしば経験される
一方, 妊娠高血圧症候群(PIH)のhigh risk とされており、
膠原病合併妊娠における PIH の臨床的特色を知ることは
重要な課題である。当施設で取り扱った膠原病合併妊娠
の PIH 例について, その発生率および病型, 患者背景,
妊娠予後や分娩後の長期予後などの臨床的因子を解析し,
その特徴を検討した。今回の検討で, 対象となった妊娠
22 週以降まで継続した膠原病合併の 45 妊娠のうち, 15
妊娠(33.3%)に PIH の発症を認めた。 PIH の病型として
は, 重症型が 12 妊娠(80%) , 早発型が 10 妊娠(66.7%)
と高い割合をそれぞれ占めていた。
とくに SLE 合併妊娠に関しては、32 妊娠中 13 妊娠
(40.5%)に PIH が発症し, うち重症型が 10 妊娠(76.9%),
早発型が 9 妊娠(69.2%)と, PIH 全体に占める重症型や早
発型の率がかなり高かった。対象 PIH を発症した妊娠群
(PIH 群)と発症しなかった群(非 PIH 群)に分けて比較し
た検討では, PIH 群では非 PIH 群に比べ腎炎既往例の占
める割合が有意に高かったが, 妊娠許可基準不適例, 抗
リン脂質抗体陽性例, 妊娠前または妊娠中 steroid 投与
例の割合には有意な差を認めなかった。
抗リン脂質抗体とPIH 発症risk の関連は数多く報告さ
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れているが, 膠原病患者における両者の関連性について
検討した報告は尐ない。
先の Chakravarty らの報告では,
抗リン脂質抗体の有無とPIH 発症risk との間に有意な関
連を認めず, 今回の我々の成績と一致していた。炎症反
応を介した血管内皮障害が为要な原因と考えられるよう
になってきた PIH の発症予知因子に関しては, さらに詳
細な免疫細胞学的解析が必要だと思われた。
PIH 群では非 PIH 群に比べ, 分娩後の膠原病の再燃・
増悪を示す例が多く認められ, さらに死亡や腎不全など,
長期予後に関わる重篤な後障害もより多く認められた。
死亡となった 2 例はいずれも分娩後高血圧が持続してい
たものの, 降圧剤で control が良好であった。うち SLE
の 1 例は分娩後 4 年で, SLE 脳症の後に心不全と DIC を
発症し死亡となっていた。慢性関節リウマチであった他
の 1 例は, 反復する流産の既往があり, 分娩後 5 年で突
然に再生不良性貧血を発症し死亡の転帰をとっていた。
再生不良性貧血は, 骨髄中の 3 系統すべての造血幹細胞
障害により, 汎血球減尐症をきたす疾患で, 近年, 患者
骨髄内に自己の造血幹細胞に対して障害作用を持つ T
cell clone が証明され, その発症機序に自己免疫が関与
するとの説が有力となっている。本例においては, 不育
症および慢性関節リウマチとして発現していた自己免疫
異常が, 数年後再燃し, 再生不良性貧血の発症につなが
った可能性が示唆される。
SLE 合併妊娠においては, 産褥期に SLE 増悪や再燃の
risk が高くなることが知られているが, 膠原病合併妊
娠において PIH を発症した例の分娩後の膠原病増悪・再
燃やその他の続発症, 長期予後について, 多くの症例で
検討した報告は未だない。今回の成績から, 膠原病患者
において, 妊娠という免疫学的貟荷がかかった場合に病
的反応である PIH を発症する例は, 自己免疫異常の分娩
後増悪のリスクが高く, 長期予後も不良である可能性が
示唆された。これらの知見から, PIH を発症した膠原病
患者においては, 妊娠中の厳重な管理のみならず, 分娩

後も, 継続した長期の内科的 follow-up が重要であると
考えられる。
９．円錐切除後娠例における頸管長と流早産の関連に関
する臨床的研究（正本仁, 大久保鋭子,上原博之, 佐久
本薫, 青木陽一）
子宮頸癌に対する円錐切除術は，妊孕能温存という観
点から適応が拡大しつつあるが，円錐切除後の妊娠例に
ついて，頸管長と流産および早産との関連を多数例で検
討した報告は未だない。円切後妊娠例の経膣超音波上の
頸管長と流早産との関連を検討した。円切後妊娠例のう
ち，17 週以降まで妊娠継続した 47 例について，妊娠 17
週から 23 週の頸管長，頸管縫縮術の有無，流産および早
産の発生を調べた。次いで，円切後妊娠で正期産となっ
た例を A 群，流早産となった例を B 群，対照として円切
を受けていない正期産例を C 群とし，
頸管長を比較した。
円切後妊娠 47 例中 35 例(74.5%)が正期産，9 例(19.1%)
が早産，3 例(6.4%)が流産となった。頸管縫縮術は 10 例
(予防的 6 例，治療的 4 例)に行われ，6 例が正期産，1
例が早産，3 例が流産となった。平均頸管長は A 群(35
例)36.4±6.9mm，B 群(12 例)23.8±8.7mm，C 群(32
例)39.8±3.1mm で，3 群で有意差を認めた。妊娠 17 週
から 23 週の頸管長 25mm 未満を cut-off とした場合，流
早 産 発 生 に 関 す る sensitivity は 9/12(75.0%) ，
specificity 34/35(97.1%)，positive predictive value
9/10(90.0%) ， negative predictive value は
34/37(91.9%)であった。
流早産となった B 群 12 例全例に
感染に関連する検査所見または母体発熱を認めた。以上
の成績より，円切後妊娠において，1) 流早産となる例の
頸管長は，正期産例や正常妊娠例より有意に短い.2) 妊
娠 17 週から 23 週の頸管長が 25mm 以上である場合は，
流
早産 risk は高くない.3) 流早産の発生に，
頸管の感染防
御機構の解剖学的破綻が関与することが強く示唆された。
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第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08039: 若山明彦, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 経腹超音波ガイド下採卵術により生児を獲得した２症
例の経験 第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9
月 30 日
PD08040: 上里忠和, 田代朊子, 鈴木さき, 鹿糠行子, 新田 迅, 若山明彦, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 正本
仁, 佐久本薫, 青木陽一 当科における卵巣嚢腫合併妊娠に対する腹腔鏡下手術の検討 第 32 回
日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08041: 安里こずえ, 鹿糠行子, 新田迅, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長五裕, 青木陽一 当科における子
宮頸部円錐切除術施行例の検討 第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホ
テル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08042: 長五裕, 若山明彦, 鈴木さき, 安里こずえ, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一 EMA/CO が奏効
した多発肺転移 Placental site trophoblastic tumor (PSTT) の 1 例 第 32 回日本産科婦人科学
会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08043: 佐久本薫 ワークショップ 2 妊娠中の急性腹症 卵巣腫瘍破裂・茎捻転 第 35 回日本産婦人科医
会学術集会（東海・北陸ブロック） 福五 フェニックス・プラザ 平成 20 年 10 月 11，12 日
PD08044: 銘苅桂子, 屋宜千晶, 若山明彦, 青木陽一 両側卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術は
有用か 第 53 回日本生殖医学会 神戸 平成 20 年 10 月 23 日、24 日
PD08045: 屋宜千晶, 若山明彦, 銘苅桂子, 青木陽一 境界悪性、悪性表層上皮性・間質性卵巣腫瘍に対する
妊孕能温存手術後の妊娠に関する検討 第 53 回日本生殖医学会 神戸 平成 20 年 10 月 23 日,24 日
PD08046: 若山明彦, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 経腹超音波ガイド下採卵術により生児を獲得した 2 症
例の経験 第 53 回日本生殖医学会 神戸 平成 20 年 10 月 23 日、24 日
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PD08047: 長五裕, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 戸板孝文, 青木陽一 子宮頸癌に対する Concurrent
Chemoradiotherapy 当科における 12 年の経験から 第 46 回日本癌治療学会 名古屋 平成 20 年
10 月 30 日〜11 月 1 日
PD08048: 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 長五裕, 青木陽一 子宮体部類内膜型腺癌 G3、漿液性腺癌、明細胞腺
癌の臨床的背景と治療予後 第 46 回日本癌治療学会 名古屋 平成 20 年 10 月 30 日〜11 月 1 日
PD08049: 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 秋田婦人科腫瘍研究会 秋田 平成 20 年 11 月 10 日
PD08050: 長五裕, 若山明彦, 鈴木さき, 安里こずえ, 平川誠, 久高亘,稲嶺盛彦, 青木陽一 EMA/CO が奏効
した多発肺転移 Placental site trophoblastic tumor (PSTT) の 1 例 第 26 回日本絨毛性疾患研
究会 浜松 平成 20 年 11 月 13、14 日
PD08051: 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 日本産科婦人科学会長崎地方部会 佐世保 平成 20 年 11 月 30 日
その他の刉行物
MD08001: 吉川裕之, 岩坂剛, 八重樫伸生, 三橋暁, 藤五多久磨, 青木陽一, 平五康夫, 星合昊, 古田玲子
子宮頸部発がんの危険因子としての喫煙に関する研究 喫煙科学研究負団年報 79-81, 2008.
MD08002: 喜多恒和, 五上孝美, 岩田みさ子, 小林裕幸, 佐久本薫, 清水泰樹, 高野政志, 中西美紗緒, 松田
秀雄, 箕浦茂樹, 宮崎泰人, 吉野直人「HIV 感染妊婦の实態調査とその解析および HIV 感染妊婦と
その出生児に関するデータベースの構築」平成 19 年度報告書 厚生労働科学研究費補助金（エイズ
対策研究）
「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」班（为任研究者：
和田裕一 2008）
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泋尿器科学分野
A. 研究課題の概要
泋尿科学教审は，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
法の開発や实験的研究を目指している。癌(前立腺癌，腎
癌，腼胱癌，精巣癌など)，下部尿路機能障害(神経因性
腼胱，過活動腼胱，前立腺肣大症，間質性腼胱炎など)，
尿路感染症，小児泋尿器科，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)，
腼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实績がある。
腎不全の研究は，
最も歴史が古く，経験の裏付けのある地道で臨床上有用
な研究が多く，安全な血液透析の監視装置の研究を为と
している。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，琉球大学では泋尿器腹腔
鏡認定医が 3 名おり，体に貟担の尐ない腹腔鏡手術を積
極的に行っている。特に，癌の中では，最も増加率が高
い前立腺癌の研究では，骨転移の機序と腫瘍マーカーと
糖鎖研究など新機軸の展開へ向け，準備をしている。
1. 泋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, 豊里友常,
米納浩幸, 大城吉則, 斎藤誠一）：東北大学との共同研
究
泋尿器系癌のなかでも尿路上皮癌や腎癌には, 前立腺
癌における PSA のような臨床的に有用なマーカーが存在
しない。
われわれは,糖鎖を認識するモノクローナル抗体
が, 特定の糖蛋白にも反応することを見出したため, こ
れの血清･尿マーカーとしての可能性を研究している。
さ
らに, 癌治療への応用を視野に入れ, 当該マーカーの悪
性形質発現における役割について研究している。
2. 腎移植の臨床的研究（大城吉則，松村英理，玉城光
由，宮里 实，斎藤誠一）
末期腎不全患者に対する唯一の根治治療として腎移植
術(生体，献腎）を行っている。移植腎の生着率および生
存率を向上させるために移植手術の技術の成熟と向上，
最適な免疫抑制療法の開発が必要である。特に生体腎移
植ではドナーの身的貟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不
適合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，血漿亣換療法，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。

3. 泋尿器科鏡視下手術の技術向上の研究（大城吉則，
松村英理，木村 隆，菅谷公男，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
者さんに貟担の尐ないものの，その手術手技は難易度が
高くなっている。琉球大学泋尿器科でも为に副腎腫瘍，
腎腫瘍に対して鏡視下手術を行っているが，症例数の増
加に伴い技術も向上してきた。最近では術中の血圧や脈
拍の変動が激しい開腹手術でも難易度の高い褐色細胞腫
や，
腫瘍サイズの大きい T2 の腎腫瘍に対しても適応を広
げている。
さらに 2008 年からはさらに難易度の高い小径
腎腫瘍に対する鏡視下腎部分切除も開始している。
また，
沖縄県で唯一，泋尿器科腹腔鏡下手術技術認定医が 3 名
おり後進の指導および技術の向上の研究を行っている。
4. 転移性腎癌の臨床的研究（大城吉則，町田典子，伊
波 恵，喜友名明日香，斎藤誠一）
腎癌の唯一の根治的治療は，腎臓に限局した腫瘍の完
全な切除（根治的腎摘出術または腎部分切除）のみであ
る。一方，転移を有する腎癌の場合はこれまで免疫療法
(インターフェロン療法，IL-2 療法)を行われてきたが，
奏効率は 10％前後で満足のいくものではなかった。近年，
諸外国から転移性腎癌に対する分子標的治療薬の良好な
治療効果が報告され，
本邦でも 2008 年から分子標的治療
薬の使用が可能となってきた。ただ，分子標的治療薬は
様々な副作用が報告されており，副作用発現時の投与方
法，副作用に対する対処が重要であり，これらについて
臨床的研究を行っている。
5. 腎性貧血の研究（町田典子）
エリスロポエチンが欠乏する腎不全では貧血患者が多
かったが，エリスロポエチン注尃が用いられるようにな
り，輸血はほとんど不要となった。しかし，その医療費
は莫大なものになってしまった。エリスロポエチン不応
性患者に対しアスコルビン酸投与がなされるが，血中シ
ュウ酸が増加するために注意が必要である。そこで，尐
しでもその注尃量を尐なくするために血中シュウ酸をモ
ニターしながらのアスコルビン酸投与を検討している。
6. 尿路結石に対する体外衝撃波結石破砕機を用いた治
療方法の臨床的検討（玉城光由，喜友名明日香，大城吉
則，斎藤誠一）
体外衝撃波結石破砕術（以下 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されているが，
治療効果は他の外科的治療方法に比較して务ってしまう。
そのため 1 症例（1 結石）に対する治療が長期にわたっ
たり，ESWL の施行回数が複数回におよんでしまったりす
ることは珍しくない。この問題を解決するため，ESWL に
て治療した 500 症例を超え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，発症
時期，治療方法等のパラメーターによる統計学的解析に
より，ESWL を用いた尿路結石の最適の施行方法の臨床的

- 140 -

検討を行っている。
7. 脳脊髄障害による排尿障害とその回復に伴う神経の
可塑性の研究（菅谷公男，宮里 实，名嘉栄勝，西島さ
おり，大城琢磨）
脳梗塞ラットや脊髄損傷ラットを用いて障害に伴う排
尿異常とその回復過程を経時的に記録し，神経系の可塑
性をアミノ酸系ニューロン活動やカテコラミン系ニュー
ロン活動から検討している。臨床例においても血清アミ
ノ酸分析から神経系障害の有無を検討している。また，
アミノ酸を用いた排尿障害治療の可能性を検討している。
8. 尿失禁の成因と治療に関する研究（菅谷公男，宮里
实，西島さおり，嘉手川豪心）
腹圧性尿失禁，切迫性尿失禁や夜尿症の成因を動物实
験や，臨床における画像診断及び排尿動態検査から検討
している。前立腺全摘除術後の尿失禁や女性の真性腹圧
性尿失禁の新たな診断法や手術術式を開発している。
9. 遺伝子多型解析による間質性腼胱炎の成因及び治療
に関する検討（菅谷公男，西島さおり）
間質性腼胱炎は尿貯留時の腼胱部痛と頻尿，腼胱拡張
後の点状出血を特徴とする難治性の無菌性疾患である。
しばしばアレルギー疾患や自己免疫疾患を合併すること
から，間質性腼胱炎も一種の免疫疾患と考えられている
が，その原因は未だ明らかにされていない。そこで，各
種インターロイキンやその受容体，各種アドレナリン受
容体などの遺伝子多型解析を行い，遺伝子多型頻度と本
症の関連や治療効果との関連を検討している。
10. 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（米納浩幸, 町田典子，豊里友常，松村英理，
安次嶺 聡）
前立腺がんの発生率は本邦においても近年増加傾向が
指摘されている。前立腺がんは高率に骨に転移し，骨転
移の 80%以上において骨硬化像を呈する。骨転移を伴う
がん患者の生存期間は長いものの，がんの骨転移は骨破
壊により骨痛，病的骨折などの合併症を引き起こし，死
亡率にも関係しているため骨転移の予防，抑制は非常に
重要な問題であるといえる。しかし重要な問題にもかか
わらず，がんの骨転移の予防ならびに治療に対し満足で
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。
11. ED の診断，治療（田崎新資）
ED の原因をさまざまな角度より検討し，診断，治療に
結び付ける研究を行っている。疫学的，統計的な手法を
行い，いかなる因子が ED に関係するかを検討している。
12. 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 (豊里友常, 松
村英理, 町田典子, 米納浩幸, 斎藤誠一)
前立腺特異抗原（PSA: prostate-specific antigen）
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（Gleason pattern）
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。
13. 小児原発性腼胱尿管逆流症(VUR)における逆流性腎
症発症機構の解明（宮里 实，嘉手川豪心）
小児原発性腼胱尿管逆流症(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。
14. 先天性水腎症にともなう尿管蠕動運動の研究（宮里
实, 川合志奈, 嘉手川豪心, 菅谷公男, 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。
15. 尿 路 結 石 の 研 究 （ Hossain RZ ， Yachantha C ，
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Woottisin S）
尿路結石の 80%は，蓚酸カルシウム含有結石である｡
尿中の蓚酸が結石形成に最も重要な役割を果たしている｡
HPCE を用いたコンピュータ制御の全自動分析装置を用
いて，多量の尿検体を分析している。ラットにおけるシ

ュウ酸の消化管での吸収，トランスポータ，シュウ酸前
駆物質投与による代謝实験など行い, 尿中の結石形成因
子の測定とその物質の過飽和状態の測定により結石形成
のリスクファクターの解析を行っている。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 小川由英: 尿路結石症による疼痛．最新泋尿器科診療指針，村五勝，塚本泰司，小川修(編)，12-14,
長五書店，東京, 2008.

(C)

BD08002: 小川由英: 腎梗塞. 最新泋尿器科診療指針，村五勝，塚本泰司，小川修(編)，15-19, 長五書店, 東
京, 2008.

(C)

BD08003: 菅谷公男: 診療に関する Q&A 夜間頻尿の患者に対する対処法を教えてください. ファーマナビゲー
ター下部尿路機能障害編，柿崎秀宏，吉田正貴(編)，272-280, メディカルビュー社, 東京, 2008.

(C)

BD08004: 小川由英，Hossain RZ: ピリドキシン(ビタミン B6)欠乏症. 尿路結石症のすべて，日本尿路結石症
学会編集，178-179, 医学書院，東京, 2008.

(C)

BD08005: 菅谷公男: Male nocturia の診断と治療. New Concepts of BPH/LUTS，山口脩，西澤理，塚本泰司， (C)
武田正之(編)，84-88，RichHill Medical, 東京，2008.
BD08006: 菅谷公男：排尿機能･神経泋尿器：夜間頻尿の診断と治療. 日本泋尿器科学会 2008 年卒後教育テキ
スト 13: 104-110, 日本泋尿器科学会，東京，2008.
原
著
OI08001: Fujimura T, Shinohara Y, Tissot B, Pang P-C, Kurogochi M, Saito S, Arai Y, Sadilek M, Murayama
K, Dell A, Nishimura S, Hakomori S. Glycosylation status of haptoglobin in sera of patients
with prostate cancer, vs. benign prostate disease or normal subjects. Int J Cancer 2008 122:
39-49.

(B)

(A)

OI08002: Sugaya K, Nishijima S, Tasaki S, Kadekawa K, Miyazato M, Ogawa Y. Mechanisms by which a
phytotherapeutic drug influences bladder activity in rats. J Urol 2008 179: 770-774.

(A)

OI08003: Prasongwatana V, Woottisin S, Sriboonlue P, Kukongviriyaphan V. Uricosuric effect of Roselle
(Hibiscus sabdariffa) in normal and renal-stone former subjects. J Ethnopharmacol 2008 117:
491-495.

(B)

OI08004: Miyazato M, Sasatomi K, Hiragata S, Sugaya K, Chancellor MB, de Groat WC, Yoshimura N. GABA
receptor activation in the lumbosacral spinal cord decreases detrusor overactivity in spinal
cord injured rats. J Urol 2008 179: 1178-1183.

(A)

OI08005: Sugaya K, Nishijima S, Oda M, Owan T, Miyazato M, Ogawa Y. Biochemical and body composition
analysis of nocturia in the elderly. Neurourol Urodyn 2008 27: 205-211.

(A)

OI08006: Miyazato M, Kaiho Y, Kamo I, Chancellor MB, Sugaya K, de Groat WC, Yoshimura N. Effect of
duloxetine, a Norephinephrine and serotonin reuptake inhibitor, in sneeze-induced urethral
continence reflex in rats. Am J Physiol Renal Physiol 2008 295: F264-271.

(A)

OI08007: Miyazato M, Sasatomi K, Hiragata S, Sugaya K, Chancellor MB, de Groat WC, Yoshimura N.
Suppression of detrusor-sphincter dysynergia by gaba-receptor activation in the lumbosacral
spinal cord in spinal cord injured rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2008 295:

(A)
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R336-342.
OI08008: Yoshimura N, Kaiho Y, Miyazato M, Yunoki T, Tai C, Chancellor MB, Tyagi P. Therapeutic receptor
targets for lower urinary tract dysfunction. Naunyn Schmiedebergs Arch Phamacol 2008 377:
437-448.

(A)

OI08009: Sasatomi K, Hiragata S, Miyazato M, Chancellor MB, Morris SM Jr, Yoshimura N. Nitric
oxide-mediated suppression of detrusor overactivity by arginase inhibitor in rats with
chronic spinal cord injury. Urology 2008 72: 696-700.
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OI08010: Saito S, Murayama Y, Pan Y, Taima T, Fujimura T, Murayama K, Sadilek M, Egawa S, Ueno S, Ito
A, Ishidoya S, Nakagawa H, Kato M, Satoh M, Endoh M, Arai Y. Haptoglobin-βchain defined by
monoclonal antibody RM2 as a novel serum marker for prostate cancer. Int J Cancer 2008 123:
633-640.

(A)

OD08011: Miyazato M, Sugaya K, Nishijima S, Kadekawa K, Oshiro Y, Hokama S, Uchida A, Ogawa Y. Changes
of bladder activity and glycine levels in the lumbosacral cord after partial bladder outlet
obstruction in rats. Int J Urol 2008 15: 843-847.

(B)

OD08012: 嘉手川豪心，菅谷公男，西島さおり，宮里实: ラット腼胱活動に及ぼすセロトニン脊髄髄腔内投与
の効果. 日脊髄障害医会誌 21: 110-111, 2008.

(B)

OD08013: 三塚浩二，石戸谷滋人，斎藤誠一，大山力, 荒五陽一：インフォームドコンセントにおける泋尿器
科手術関連死の取り扱いについての实態調査. 泋尿紀要 54: 543-548, 2008.

(B)

OD08014: 嘉手川豪心，菅谷公男，田崎新資，西島さおり，中西昌太郎，杠葉美樹，玉城光由，松村英理，豊
里友常，川合志奈，町田典子，山川健一，大城吉則，外間实裕，内田厚，小川由英：夜間頻尿に対
する塩酸オキシプチニン就寝前投与の効果．西日泋尿 70: 492-498，2008.

(B)

OD08015: Orikasa K, Ito A, Ishidoya S, Saito S, Endo M, Arai Y. Anterior apical biopsy: Is it useful
for prostate cancer detection? Int J Urol 2008 15: 900-904.

(B)

OD08016: Teerajetgul Y, Hossain RZ, Machida N, Sugaya K, Ogawa Y. Endogenous oxalogenesis after acute
intravenous loading with ethylene glycol or glycine in rats receiving standard and vitamin
B6-deficient diets. Int J Urol 2008 15: 929-935.

(B)

OD08017: 並木俊一, 石戸谷滋人, 斎藤誠一, 光川史郎, 鈴木康義, 沼田功, 荒五陽一：進行前立腺癌に対す
る内分泋療法における患者 QOL の検討：LH-RH アゴニスト 1 ヵ月製剤および 3 ヵ月製剤における比
較研究. 日泋尿会誌 99: 631-637, 2008.

(B)

OD08018: 五上幸恵，小林慎，菅谷公男: 過活動腼胱の医療経済. 日泋尿会誌 99: 713-722, 2008.

(B)

症 例 報 告
CD08001: 向山秀樹，下地光好，大城吉則，小川由英，戸田隆義，喜友名正也：前立腺癌に対する恥骨後式前
立腺全摘術の臨床的検討. 沖医会誌 46: 13-18, 2008.

(C)

CD08002: Kato M, Ikeda Y, Namiki S, Saito S, Ito A, Arai Y. Spontaneous regression of pulmonary
metastases from testicular embryonal carcinoma. Int J Urol 2008 15: 265-266.

(B)

CD08003: 名城文雄，新里博，大山朝弘，仲地研吾，諸角誠人，小川由英：腎結石を合併した腎臓異物(腎臓伏
針)の１例. 西日泋尿 70: 316-318，2008.

(B)

CD08004: 向山秀樹，栗林誠，大城吉則，喜友名正也，戸田隆義：巨大腼胱憩审に発生した腺癌を伴った移行
上皮癌の１例. 西日泋尿 70: 637-640，2008.

(B)

CD08005: Kadekawa K, Nishijima S, Miyazato M, Ohshiro Y, Hokama S, Sugaya K, Kushi Y. Chronic

(B)
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prostatitis/chronic pelvic pain syndrome complicated by interstitial cystitis and
fibromyalgia syndrome：A case report. Nishinihon J Urol 2008 70: 641-645.
総
説
RD08001: Oh-oka H, Sono A, Sugaya K, Nishizawa O. Pathogenesis and diagnosis of nocturia: From a new
viewpoint．Urotoday Int J 2008 1: 13.

(B)

RD08002: 荒五陽一, 石戸谷滋人, 斎藤英郎, 斎藤誠一：前立腺全摘術後の PSA 再発診断とその問題点：どの
基準が最も妥当か？ Urology View 6: 15-20, 2008.

(C)

RD08003: 斎藤誠一：特集「前立腺癌治療後の PSA 再発をいかにとらえるか」-前立腺全摘除術後の PSA 再発に
対する治療: 病態予測と治療戦略- Urology View 6: 50-54, 2008.

(C)

RD08004: 菅谷公男: 排尿機能についての疑問･質問. 泋尿器ケア 13: 10-16, 2008.

(C)

RI08005: Yachantha C, Woottisin S, Hossain RZ, Sugaya K, Uchida A, Hokama S, Oshiro Y, Yamakawa K,
Kawai S, Nishijima S, Maeda T, Ogawa Y. Potential phamacological effects of bitter gourd
(Momordica charantia) on urological diseases: a review. Nishinihon J Urol 2008 70: 349-355.

(B)

国際学会発表
PI08001: Ogawa Y. Urolithiasis-Epidemiology and Prevention-. The 103rd annual meeting AUA 2008; 2007
May 18: Orland, USA. The abstract of 3rd AUA/JUA 7, 2008.
PI08002: Ogawa Y, Hossain RZ, Todoroki H, Machida N, Naka H, Hokama S, Sugaya K. Could the intervention
of Okinawan vegetable-based diet change urinary stone-risk parameters in healthy subjects
in Okinawa? 11th International Symposium on Urolithiasis; 2008 Sep 2-5: Nice, France.
PI08003: Hossain RZ, Ogawa Y, Hokama S, Machida N, Naka H, Oshiro Y, Sugaya K. Effects of vitamin B1
and B6 depletion on urinary stone-risk parameters in rats. 11th International Symposium on
Urolithiasis; 2008 Sep 2-5: Nice, France.
PI08004: Nishijima S, Kadekawa K, Miyazato M, Sugaya K. Effects of an anti-muscarinic agent and an
alpha-1 receptor antagonist on plasma monoamine levels, urinary ATP level and bladder activity
after bladder stimulation in rats. The 38th Annual Meeting of the International Society ;
2008 Oct 20-24: Cairo, Egypt. Neurourol Urodyn 2008 27: 602.
PI08005: Miyazato M, Sugaya K, Chancellor M, Goins W, Goss J, Giorioso J, Yoshimura N. Suppresion of
detrusor-sphincter dyssynergia by herpes simplex virus vector-mediated glutamic acid
decarboxylase gene delivery in spinal cord injures rats. The 38th Annual Meeting of the
International Society; 2008 Oct 20-24: Cairo, Egypt. Neurourol Urodyn 2008 27: 603-605.
PI08006: Ichiyanagi N, Furuta A, Miyazato M, Chancellor M, Kihara K, Yoshimura N. Inhibitory effects
of gabapentin and pregabalin on the micturition reflex in rats. The 38th Annual Meeting of
the International Continence Society; 2008 Oct 20-24: Cairo, Egypt. Neurourol Urodyn 2008
27: 605-606.
PI08007: Kadekawa K, Nishijima S, Miyazato M, Sugaya K. Effects of intrathecal of serotonin on bladder
activity, urethral activity, and amino acid levels in the lumbosacral cord of rat. The 38th
Annual Meeting of the International Continence Society; 2008 Oct 20-24: Cairo, Egypt.
Neurourol Urodyn 2008 27: 606-607.
PI08008: Inoue S, Kobayashi M, Sugaya K. Economic impact of overactive bladder symptoms in Japan.
International Society for pharmacoeconomics and outcomes research (ISPOR) 3rd Asia-Pasific
Conference; 2008 Sep 7-9: Seoul, South Korea. Program and schedule of event 116, 2008.

- 144 -

国内学会発表
PD08001: Hossain RZ, Ogawa Y. Oxalate absorption metabolism, clinical implications. Hyperoxaluria
Symposium; 2008 Jan 19: Tokyo.
PD08002: 大城吉則，外間实裕，松村英理，豊里友常，仲西昌太郎，玉城光由，杠葉美樹，嘉手川豪心，川合
志奈，山川健一，町田典子，内田厚，菅谷公男，小川由英: 腎移植後死亡症例の検討. 第 41 回日本
臨床腎移植学会; 2008 Jan 23-25: 浜松. プログラム･抄録集 123, 2008.
PD08003: 外間实裕，大城吉則，松村英理，豊里友常，嘉手川豪心，町田典子，内田厚，菅谷公男，小川由英:
抗凝固療法により術後出血を繰り返した献腎移植の一例. 第 41 回日本臨床腎移植学会; 2008 Jan
23-25: 浜松. プログラム･抄録集 125, 2008.
PD08004: 菅谷公男: 特別講演: 過活動腼胱と夜間頻尿. 第１回水戸排尿障害研究会; 2008 Jan 25: 水戸.
PD08005: 名嘉栄勝: 当院における抗コリン薬の使い方. 学術講演会; 2008 Feb 1: 那覇.
PD08006: 菅谷公男: 特別講演: 前立腺肣大症と夜間頻尿-その病態と治療-エビプロスタット発売 40 周年記
念講演会; 2008 Feb 2: 富山.
PD08007: 新里博, 大西弘重，名城文雄，島袋善盛，大山朝弘. 腎に発生した悪性線維性組織球腫の 1 例. 第
102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 8, 2008.
PD08008: 大城琢磨，吉村一良，黒田功，小山政史，上野宗久: 転移巣の同定が困難であった Malignant
paraganglioma の 1 例. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄
録集 8, 2008.
PD08009: 田崎新資，吉五秀彦，菅澤英一，小林大晋，小野聡，木村文宏，永尾重昭，浅野友彦，望月英隆，
早川正道: 腎摘 19 年後に出現した腎細胞癌胃転移の 1 例. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総
会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 9, 2008.
PD08010: 島袋修一，宇野暢晃，小宮俊幸，後藤憲彦，佐藤哲彦，松岡慎，長坂隆治，冨永芳博，打田和治: 腎
移植後, 診断に苦慮した再発性偽膜性腸炎の 1 例. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会;
2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 10, 2008.
PD08011: 我喜屋宗久，謝花政秀: 多発性尿路結石を合併した成人 simple ureterocele の 1 例. 第 102 回日本
泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 12, 2008.
PD08012: 仲西昌太郎，外間实裕，玉城光由，杠葉美樹，田崎新資，松村英理, 豊里友常，嘉手川豪心，川合
志奈，町田典子，山川健一，大城吉則，内田厚，菅谷公男, 小川由英，新村研二: 化学療法におけ
る中心静脈ポート(CV ポート)の有用性について. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008
Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 14, 2008.
PD08013: 宮内武弥，前田浩之，豊里友常，松本財，伊波恵，杉江悟，新村友季子，新村研二: 摘出重量 172g
前立腺肣大を伴った前立腺癌の 1 例. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008 Feb 9, 宜
野湾. 総会抄録集 15, 2008.
PD08014: 与那覇博隆，嘉手川豪心，田崎新資，宮城友香: 平成 15-17 年度宮古島前立腺癌検診の報告.第 102
回日本泋尿器科学会沖縄地方会会総会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 17, 2008.
PD08015: 住友誠，戸邊武蔵，城武卓，吉五貴彦，田崎新資，伊藤敬一，浅野友彦，長倉和彦，早川正道: 経
直腸的高密度焦点式超音波(HIFU)による前立腺癌治療-深部減衰に影響する因子の検討. 第 102 回
日本泋尿器科学会沖縄地方会総会; 2008 Feb 9: 宜野湾. 総会抄録集 17, 2008.
PD08016: 小川由英: 特別講演: 泋尿器科に関する四方山話. 第 102 回日本泋尿器科学会沖縄地方会総会;
2008 Feb 9: 宜野湾.

- 145 -

PD08017: 小川由英: 特別講演: 泋尿器科医と外科医のための JICA 泋尿器科研修の 10 年間. 琉球大学医学部･
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した一例. 第 24 回沖縄感染症研究会; 2008 Feb 16: 宜野湾.
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所開口が疑われる 1 例. 第 5 回九州小児泋尿器科研究会; 2008 Feb 16: 長崎.
PD08020: 菅谷公男: 特別講演: 前立腺肣大症と夜間頻尿～高血圧症との関わり～. 单部地区医師会学術講演
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PD08029: 又吉千秋，竹本直美，比嘉律子，上間留美子，新里智，嘉川春生: 透析审における患者とスタッフ
の関わり～快適な療養施設をめざして～. 第 26 回沖縄県人工透析研究会，2008 Mar 9: 宜野湾. プ
ログラム･抄録集 19, 2008.
PD08030: 金城政美，中村智景，宜保真由美，喜屋武隆，宮里朝矩: 思春期に移植し長期生着後に廃絶した患
者に対する看護. 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 20,
2008.
PD08031: 花城文子，屋比久エミ子，石川リカ子，新城由美子，平石巌，川合志奈: 超高齢者の透析導入前後
の QOL･ADL 評価･比較を試みて-長期型バスキュラーカテーテルを挿入し常時観察できた 1 症例を通
して- 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 22, 2008.
PD08032: 玉栄幸子，新垣恵子，棚原恵美子，高里修，知念さおり，外間实裕，小川由英: 長期型バスキュラ
ーカテーテルにおいて皮膚壊死を起こした症例. 第 26 回沖縄県人工透析研究会: 2008 Mar 9: 宜野
湾. プログラム･抄録集 23, 2008.
PD08033: 上原りよ子，稲福まり子，譜久原朝也，赤嶺正樹，大浦孝，小川由英，町田典子，Yachantha C: Vit.
C+Fe(IV)の急速補充療法後の長期追跡調査(第 2 報). 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9:
宜野湾. プログラム･抄録集 25, 2008.
PD08034: 稲福まり子，譜久原朝也，赤嶺正樹，上江洲利枝子，宮良久美子，大浦孝，有銘一朗，嘉川春生: 超
長期透析者の臨床像-合併症とその対策の实際-. 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野
- 146 -

湾. プログラム･抄録集 26, 2008.
PD08035: 外間实裕，小田正美，町田典子，大城吉則，内田厚，菅谷公男，小川由英: カテーテル損傷で抜去
を余儀なくされた長期型バスキュラーカテーテル留置の 2 例. 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008
Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 29, 2008.
PD08036: 根間常夫，真栄城愛，宮里朝矩: ABO 血液型不適合腎移植における抗血液型抗体価測定方法(マイク
ロタイピングシステム法)の導入-従来法(試験管法)との比較検討-. 第 26 回沖縄県人工透析研究
会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 32, 2008.
PD08037: 迎里陶一郎，小田正美，外間实裕，小川由英: 透析中における除水パターンの検討. 第 26 回沖縄県
人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 36, 2008.
PD08038: 比嘉明日香，大濱健太，内里司，弓濱義之，岡本洋和，豊川真理，荻堂満，野原剛，大城安，嘉川
春生，長野光範，安里哲好: チャンバー形状の違いにおける EPO 製剤の回路内残留量の比較検討. 第
26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録集 44, 2008.
PD08039: 小川由英: 特別講演: 腎不全とオキサローシス. 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野
湾. プログラム･抄録集 11, 2008.
PD08040: 大城吉則: 腎移植の現況. 第 26 回沖縄県人工透析研究会; 2008 Mar 9: 宜野湾. プログラム･抄録
集 13, 2008.
PD08041: 伊波恵，町田典子，杠葉美樹，松村英理，豊里友常，嘉手川豪心，川合志奈，大城吉則，外間实裕，
内田厚，菅谷公男，小川由英: 後腹膜神経原生腫瘍の 1 例. 第 103 回日本泋尿器科学会沖縄地方会;
2008 Mar 15: 宜野湾.プログラム･ 抄録集 1, 2008.
PD08042: 松田歩，知念善昭，宮里朝矩: 感染性嚢胞腎の腎摘出に DIC となり死亡した高シトルリン血症の 1
例. 第 103 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Mar 15: 宜野湾. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08043: 川合志奈，杠葉美樹，伊波恵，豊里友常，松村英理，嘉手川豪心，町田典子，宮里实，大城吉則，
外間实裕, 内田厚，菅谷公男，小川由英: Gil-Vernet 変法による尿管腼胱逆流防止術を施行した 2
例. 第 103 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Mar 15: 宜野湾. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08044: 杠葉美樹，川合志奈，伊波恵，豊里友常，松村英理，嘉手川豪心，町田典子，宮里实，大城吉則，
外間实裕，内田厚，菅谷公男，小川由英: 片側完全重複腎盂尿管･重複子宮･重複膣を合併した異所
開口尿管の 1 例. 第 103 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Mar 15: 宜野湾. プログラム･抄録
集 2, 2008.
PD08045: 菅谷公男: 特別講演: 前立腺肣大症と夜間頻尿-高血圧症との関わり-. 宮古地区医師会講演会;
2008 Mar 21: 宮古.
PD08046: 小川由英: 特別講演: シュウ酸からオキサローシスまでの 30 年の歩み. Research of oxalate and
urolithiasis over 30years with special reference to oxalosis. 慶應医学会; 2008 Mar 22, 東
京.
PD08047: 外間实裕: 漢方診療三十年(大塚敬節著)解説(P130～). 第 224 回沖縄漢方医学研究会; 2008 Mar 25:
浦添.
PD08048: 小川由英: 退官記念講演: 泋尿器科の奥義秘伝. 小川由英教授退官記念会; 2008 Mar 30: 那覇.
PD08049: 伊波恵，豊里友常，菅谷公男：診断上興味ある症例-後腹膜. 第 93 回九州泋尿器科連合地方会学術
集会; 2008 Apr 12: 福岡.
PD08050: 木村隆，豊里友常，大城吉則，菅谷公男: 診断上興味ある症例-腎. 第 93 回九州泋尿器科連合地方
会学術集会; 2008 Apr 12: 福岡.
- 147 -

PD08051: 喜友名明日香，川合志奈，菅谷公男：診断上興味ある症例-尿管. 第 93 回九州泋尿器科連合地方会
学術集会; 2008 Apr 12: 福岡.
PD08052: 西島さおり：シンポジウム「排尿障害に対する漢方治療への期待-牛車腎気丸を中心に-」複合生薬
からなる牛車腎気丸のラット腼胱活動に与える影響．第 26 回泋尿器科漢方研究会学術集会; 2008
Apr 25: 横浜.
PD08053: 小川由英：特別講演：高齢者泋尿器科疾患における漢方の有用性．第 26 回泋尿器科漢方研究会学術
集会; 2008 Apr 25: 横浜.
PD08054: 川合志奈，宮里实，菅谷公男，小川由英： シンポジウム 1 「泋尿器科はこどもにどう向き合うか」
琉球大学における小児泋尿器科：非小児泋尿器科専門医は沖縄でこどもにどう向き合っているか．
第 96 回日本泋尿器科学会総会，横浜．日泋尿会誌 99: 30, 2008.
PD08055: 菅谷公男，西島さおり，宮里实，嘉手川豪心，小川由英：ワークショップ 4「新薬総括：新薬を理
解しどう使い分けるか」個々人の病態にあった LUTS 治療薬の選択と組み合わせ．第 96 回日本泋尿
器科学会総会，横浜．日泋尿会誌 99: 115, 2008.
PD08056: 小川由英，郡健二郎：ワークショップ 5「過シュウ酸尿症から学ぶこと」座長のことば．第 96 回日
本泋尿器科学会総会，横浜．日泋尿会誌 99: 116, 2008
PD08057: 諸角誠人，山田拓己，小川由英：ワークショップ 5「過シュウ酸尿症から学ぶこと」過シュウ酸尿
症による实験的シュウ酸カルシウム結石モデルから知り得たこと. 第 96 回日本泋尿器科学会総会，
横浜. 日泋尿会誌 99: 117, 2008.
PD08058: Hossain RZ, Ogawa Y, Yamakawa K, Hokama S, Oshiro Y, Uchida A, Sugaya K. ワークショップ 5
「過シュウ酸尿症から学ぶこと」Experimental endogenous oxalate synthesis from various oxalate
precursors. 第 96 回日本泋尿器科学会総会，横浜. 日泋尿会誌 99: 118, 2008.
PD08059: 松村英理，大城吉則，田崎新資，豊里友常，玉城光由，仲西昌太郎，杠葉美樹，川合志奈，町田典
子，内田厚，外間实裕，菅谷公男，小川由英: 促進型拒絶反応をきたした生体腎移植の 4 例. 第 96
回日本泋尿器科学会総会，横浜. 日泋尿会誌 99: 281, 2008.
PD08060: 内田厚，松村英理，豊里友常，杠葉美樹，玉城光由，仲西昌太郎，嘉手川豪心，川合志奈，町田典
子，大城吉則，外間实裕，菅谷公男，小川由英: 琉球大学医学部附属病院における浸潤性腼胱癌の
治療と予後の検討. 第 96 回日本泋尿器科学会総会，横浜. 日泋尿会誌 99: 426, 2008.
PD08061: 嘉手川豪心，菅谷公男，西島さおり，宮里实，大城吉則，外間实裕，内田厚，小川由英: ラット脊
髄髄腔内へのセロトニン投与による腼胱活動と腰仙髄アミノ酸濃度の変化. 第 96 回日本泋尿器科
学会総会，横浜. 日泋尿会誌 99: 456, 2008.
PD08062: 菅谷公男：サテライトセミナー10: 夜間腼胱容量低下による夜間頻尿の原因と治療. 第 96 回日本泋
尿器科学会総会; 2008 Apr 26: 横浜.
PD08063: 西島さおり，菅谷公男，嘉手川豪心，宮里实，大城吉則，外間实裕，内田厚，小川由英：排尿障害
治療薬の尿中 ATP 値に及ぼす影響. 第 96 回日本泋尿器科学会総会，横浜. 日泋尿会誌 99: 463,
2008.
PD08064: 外間实裕，大城吉則，松村英理，山川健一，嘉手川豪心，町田典子，内田厚，菅谷公男，小川由英：
医学生における高齢男性の性生活に対する認識調査. 第 96 回日本泋尿器科学会総会，横浜. 日泋尿
会誌 99: 474, 2008.
PD08065: 菅谷公男：教育セミナー：患者背景による頻尿治療薬の使い分け. 第 96 回日本泋尿器科学会総会;
2008 Apr 27: 横浜.
PD08066: 我喜屋宗久：前立腺導管癌の 1 例. 第 104 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 May 17: 那覇. プ
- 148 -

ログラム･抄録集 1, 2008.
PD08067: 喜友名明日香，外間实裕，木村隆，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，豊里友常，嘉手川豪心，川合志
奈，町田典子，大城吉則，菅谷公男：気腫性腎盂腎炎の 1 例. 第 104 回日本泋尿器科学会沖縄地方
会; 2008 May 17: 那覇. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08068: 木村隆，町田典子，喜友名明日香，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，豊里友常，嘉手川豪心，川合志
奈，大城吉則，外間实裕，菅谷公男：精巣上体結核の 1 例. 第 104 回日本泋尿器科学会沖縄地方会;
2008 May 17: 那覇. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08069: 呉屋真人：シンポジウム『前立腺癌の治療戦略』① 前立腺癌の基本戦略. 第 104 回日本泋尿器科学
会沖縄地方会; 2008 May 17: 那覇.
PD08070: 町田典子：シンポジウム『前立腺癌の治療戦略』② 前立腺癌の基本戦略. 第 104 回日本泋尿器科学
会沖縄地方会; 2008 May 17: 那覇.
PD08071: 米納浩幸: シンポジウム『前立腺癌の治療戦略』③ 前立腺癌骨転移に対する治療戦略. 第 104 回日
本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 May 17: 那覇.
PD08072: 豊里友常：シンポジウム『前立腺癌の治療戦略』④ 前立腺癌患者の終末期症状と対処法. 第 104 回
日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 May 17: 那覇.
PD08073: 菅谷公男：特別講演: 女性尿失禁の原因と治療. 第 270 回筑後ブロック産婦人科医会研修会; 2008
May 21: 久留米.
PD08074: 菅谷公男，杠葉美樹，豊里友常，松村英理，嘉手川豪心，町田典子，宮里实，大城吉則，外間实裕，
内田厚：経腹的超音波検査による下大静脈逆流の有無と泋尿器科疾患の関係. 日本超音波医学会第
81 回学術集会; 2008 May 23: 神戸. 神戸超音波医学 35: S459, 2008.
PD08075: 菅谷公男：過活動腼胱と夜間頻尿～高血圧症との関わり～. 過活動腼胱治療フォーラム 2008; 2008
June 6: 広島.
PD08076: 豊里友常, 大城吉則, 町田典子, 外間实裕, 菅谷公男,小川由英：腎結石を有するドナーからの献腎
移植の 1 例. 第 28 回九州腎臓移植研究会; 2008 June 7: 熊本. プログラム･抄録集 15, 2008.
PD08077: 向山秀樹，眞志取智子，下地光好，喜友名正也，戸田隆義：腎細胞癌との鑑別が困難であった腎血
管筋脂肪腫の 1 例. 第 106 回沖縄県医師会医学会総会; 2008 June 8: 浦添. 沖医会誌 47: 62, 2008.
PD08078: 新里藍，宮里朝矩：腎移植後副甲状腺機能亢進症に対してカルシウム吸着剤，ビタミン D 製剤が有
効であった一例. 第 106 回沖縄県医師会医学会総会; 2008 June 8: 浦添. 沖医会誌 47: 62, 2008.
PD08079: 大城拓巳，小禄雅人，幸地政子，与那覇朝樹，桑江紀子，潮平芳樹，島袋浩一，佐久本操：PMX-DHP
と腎摘出術にて救命しえた敗血症性ショックの一例. 第 106 回沖縄県医師会医学会総会; 2008 June
8: 浦添. 沖医会誌 47: 63, 2008.
PD08080: 木村隆，松村英理，喜友名明日香，杠葉美樹，豊里友常，嘉手川豪心，川合志奈，伊波恵，町田典
子，宮里实，大城吉則，外間实裕，菅谷公男：腼胱膣瘻の 1 例. 第 105 回日本泋尿器科学会沖縄地
方会; 2008 July 5: 那覇. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08081: 喜友名明日香，嘉手川豪心，木村隆，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，豊里友常，川合志奈，町田典
子，大城吉則，外間实裕，菅谷公男：両側尿管鏡検査を施行後，急性腎不全を来たした 1 例. 第 105
回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 July 5: 那覇. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08082: 木村貴明，知念善昭，宮里朝矩：後腹膜腔に発生した骨髄脂肪腫の 1 例. 第 105 回日本泋尿器科学
会沖縄地方会; 2008 July 5: 那覇. プログラム･抄録集 1-2, 2008.

- 149 -

PD08083: 松村英理，外間实裕，小田正美，木村隆，喜友名明日香，豊里友常，杠葉美樹，嘉手川豪心，川合
志奈，伊波恵，町田典子，大城吉則，菅谷公男：一時使用のために留意された長期型バスキュラー
カテーテルの 10 例. 第 105 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 July 5:那覇. プログラム･抄録
集 2, 2008.
PD08084: 川合志奈，宮里实，喜友名明日香，木村隆，杠葉美樹，豊里友常，嘉手川豪心，町田典子，外間实
裕，大城吉則，菅谷公男：小児原発性精巣腫瘍 5 例の臨床的検討. 第 105 回日本泋尿器科学会沖縄
地方会; 2008 July 5: 那覇. プログラム･抄録集 2, 2008.
PD08085: 大城吉則，外間实裕，松村英理，杠葉美樹，伊波恵，豊里友常，嘉手川豪心，町田典子，内田厚，
菅谷公男，小川由英：移植尿管腼胱吻合不全に対して Boari 法で移植尿管腼胱再吻合術を行った 1
例. 第 24 回腎移植･血管外科研究会; 2008 July 12: 兵庫. プログラム･抄録集 57, 2008.
PD08086: 豊里友常, 大城吉則, 外間实裕, 松村英理，杠葉美樹，伊波恵，嘉手川豪心，町田典子, 内田厚，
菅谷公男, 小川由英：腎結石を有するドナーからの献腎移植の 1 例. 第 24 回腎移植･血管外科研究
会; 2008 July 12: 兵庫. プログラム･抄録集 93, 2008.
PD08087: 菅谷公男：前立腺肣大症と夜間頻尿-高血圧との関わり-. エピプロスタット配合錠 DB 発売記念講演
会; 2008 July 12: 福五.
PD08088: 菅谷公男：前立腺肣大症と夜間頻尿～高血圧症との関わり～. 前立腺疾患と夜間頻尿に関する学術
講演会; 2008 July 17: 群馬.
PD08089: 嘉手川豪心：線維筋痛症を合併した間質性腼胱炎の一例. 2008 年泋尿器疾患治療フォーラム(ウリ
トス錠 0.1mg 発売 1 周年記念講演会); 2008 July 18: 那覇.
PD08090: 外間实裕：漢方薬が有効だった心因性頻尿症例. 2008 年泋尿器疾患治療フォーラム(ウリトス錠
0.1mg 発売 1 周年記念講演会); 2008 July 18: 那覇.
PD08091: 菅谷公男：前立腺肣大症と夜間頻尿-高血圧症との関わり-. エピプロスタット錠発売 40 周年記念講
演会; 2008 July 19: 福島.
PD08092: 外間实裕：ノン･エレクト法で改善した心因性 ED 症例. 第 5 回沖縄 Aging Male(男性更年期)研究会;
2008 Aug 1: 那覇.
PD08093: 菅谷公男：患者背景による下部尿路症状治療薬の使い分け. エビプロスタット配合錠 DB 発売記念学
術講演会; 2008 Aug 23: 岡山.
PD08094: Hossain RZ, Woottisin S, Yachantha C, Machida N, Hokama S, Oshiro Y, Sugaya K, Ogawa Y.
Vitamin B1 and B6 depletion increases the risk of urinary calcium oxalate and uric acid stone
formation in rats. 日本尿路結石症学会第 18 回学術集会; 2008 Aug 29-30: 大阪. 日尿結石誌 7:
46, 2008.
PD08095: 菅谷公男：下部尿路機能障害における phytotherapy の役割：下部尿路機能におけるエビプロスタッ
トの薬理学的再検討. 第 15 回日本排尿機能学会イブニングセミナー2; 2008 Sep 11: 東京. 日排尿
会誌 19: 62, 2008.
PD08096: 宮里实，菅谷公男，Chancellor MB, Goins WF, Goss JR, 芳村直樹：脊髄損傷ラットの過活動腼胱
に対するヘルペスウィルス GABA 産生酵素遺伝子導入療法. 第 15 回日本排尿機能学会; 2008 Sep
11-13: 東京. 日排尿会誌 19: 74, 2008.
PD08097: 嘉手川豪心，西島さおり，宮里实，菅谷公男: ラット脊髄髄腔内へのセロトニン投与による腼胱･
尿道活動の変化. 第 15 回日本排尿機能学会; 2008 Sep 11-13: 東京. 日排尿会誌 19: 91, 2008.
PD08098: 西島さおり，嘉手川豪心，宮里实，町田典子，大城吉則，外間实裕，菅谷公男: 各種抗コリン薬の
腼胱活動，尿中 ATP 値や自律神経系に及ぼす影響の比較. 第 15 回日本排尿機能学会; 2008 Sep
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11-13: 東京. 日排尿会誌 19: 94, 2008.
PD08099: 伊藤由彦，伏見佳寿美，原田丈嗣，加藤亜耶，西島さおり，菅谷公男，山田静雄: 低活動腼胱治療
薬，ジスチグミン集化物の排尿機能および下部尿路系受容体に対する作用. 第 15 回日本排尿機能学
会; 2008 Sep 11-13: 東京. 日排尿会誌 19: 97, 2008.
PD08100: 石塚修，山西友典，後藤百万，菅谷公男，枟森直哉，吉田正貴，西澤理: 前立腺肣大症と過活動腼
胱を合併した患者の過活動腼胱症状に対する牛車腎気丸の効果の検討. 第 15 回日本排尿機能学会;
2008 Sep 11-13: 東京. 日排尿会誌 19: 149, 2008.
PD08101: 大城吉則，外間实裕，木村隆，喜友名明日香，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，豊里友常，嘉手川豪
心，町田典子，菅谷公男: 腎移植後に Calcineulin-inhibitor induded pain syndrome(CIPS)を併
発した症例の検討. 第 44 回日本移植学会総会; 2008 Sep 19-21: 大阪. 移植 43: 325, 2008.
PD08102: 菅谷公男: 患者背景による下部尿路症状治療薬の使い分け. 第 73 回日本泋尿器科学会東部総会ラ
ンチョンセミナー10; 2008 Sep 20: 東京.
PD08103: 菅谷公男：全身状態に起因する高齢者排尿症状-その発症機序と対策-. 单高医師会学術講演会;
2008 Sep 25: 单島原市.
PD08104: 菅谷公男：夜間頻尿と高血圧の関係. 第 15 回ウロダイナミックス研究会; 2008 Sep 26: 大阪.
PD08105: 木村貴明，知念善昭，宮里朝矩，大城吉則：尿管狭窄の１例. 第 106 回日本泋尿器科学会沖縄地方
会; 2008 Sep 27: 宜野湾. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08106: 玉城光由，与那覇博隆：後腹膜平滑筋肉腫の１例. 第 106 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Sep
27: 宜野湾. プログラム･抄録集 1, 2008.
PD08107: 木村隆，大城吉則，喜友名明日香，杠葉美樹，大城琢磨，伊波恵，松村英理，嘉手川豪心，町田典
子，宮里实，菅谷公男，斎藤誠一：空腸，下行結腸への癒着を認めた巨大腎細胞癌の 1 例. 第 106
回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Sep 27: 宜野湾. プログラム･抄録集 1-2, 2008.
PD08108: 町田典子，喜友名明日香，木村隆，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，大城琢磨，嘉手川豪心，宮里实，
大城吉則，菅谷公男，斎藤誠一，島袋浩一，呉屋真人，名城文雄：再燃前立腺癌に対するドセタキ
セル療法の検討. 第 106 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Sep 27: 宜野湾. プログラム･抄録
集 2, 2008.
PD08109: 木村隆，伊波恵，大城吉則，菅谷公男，斎藤誠一：治療に難渋した症例：腎. 第 94 回九州泋尿器科
連合地方会学術集会; 2008 Oct 11: 大分.
PD08110: 木村貴明，宮里朝矩，知念善昭：後腹膜腔出血後に薬剤性腎障害を発生した生体腎移植の一例. 第
38 回沖縄県臓器移植臨床研究会; 2008 Oct 17: 豊見城.
PD08111: 菅谷公男: 卒後教育講演: 『排尿機能･神経泋尿器』夜間頻尿の診断と治療. 第 60 回日本泋尿器科
学会西日本総会; 2008 Nov 8: 北九州市.
PD08112: 宮里实，海法康裕，加茂泉，Chancellor M，菅谷公男，de Groat W，吉村直樹: ラットくしゃみ誘
発尿禁制反尃に対するノルアドレナリン･セロトニン再取り込み阻害薬の効果. 第 60 回日本泋尿器
科学会西日本総会，北九州市. 西日泋尿 70: 162, 2008.
PD08113: 大城吉則，木村隆，喜友名明日香，杠葉美樹，伊波恵，松村英理，豊里友常，嘉手川豪心，川合志
奈，町田典子，宮里实，外間实裕，菅谷公男: 転移性腎癌に対するソラフェニブの短期的な臨床的
検討. 第 60 回日本泋尿器科学会西日本総会，北九州市. 西日泋尿 70: 172, 2008.
PD08114: 新村友季子，山川健一，立和田得志，高森大樹，仲西昌太郎，新村研二：TUR-BT 後経過観察中に下
部尿管腫瘍を発生した 4 例. 第 60 回日本泋尿器科学会西日本総会，北九州市. 西日泋尿 70: 178,
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2008.
PD08115: 森永陽子，大山伸幸，長瀬桂子，藤林靖久，古川高子，斎藤誠一，荒五陽一，横山修：RM2 を用い
た前立腺癌画像診断法開発のため基礎的研究-第一報. 第 60 回日本泋尿器科学会西日本総会，北九
州市. 西日泋尿 70: 215, 2008.
PD08116: 松村英理，大城吉則，木村隆，喜友名明日香，杠葉美樹，伊波恵，豊里友常，嘉手川豪心，川合志
奈，町田典子，宮里实，外間实裕，菅谷公男：経腼胱的アプローチで閉鎖した難治性腼胱膣瘻の 3
例. 第 60 回日本泋尿器科学会西日本総会，北九州市. 西日泋尿 70: 218, 2008.
PD08117: 我喜屋宗久，小川由英：卖独医による初期治療経験ホルミウムレーザー核出術（HoLEP)100 例の検
討：TURP との比較および学習効果. 第 60 回日本泋尿器科学会西日本総会，北九州市. 西日泋尿 70:
222, 2008.
PD08118: 斎藤英郎，伊藤明宏，加藤正典，折笠一彦，石戸谷滋人，斎藤誠一，荒五陽一：pure laparoscopic
resection of large renal tumor with pancreatic tail and spleen. A case report. Purely
laparoscopic に完遂しえた巨大左腎癌，膵尾部，脾臓合併切除の一例. 第 22 回日本 Endourology･
ESWL 学会総会; 2008 Nov 11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21: 133, 2008.
PD08119: 海法康裕，山田成幸，江里口智大，伊藤明宏，石戸谷滋人，斎藤誠一，荒五陽一: Retroperitoneoscopic
transureteroureterostomy with cutaneous ureterostomy to salvage failed ileal conduit
urinary diversion 回腸導管失敗例に対する，後腹膜鏡下亣叉性尿管尿管吻合術による一側尿管皮
膚瘻術. 第 22 回日本 Endourology･ESWL 学会総会; 2008 Nov 11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21:
156, 2008.
PD08120: 加藤正典，折笠一彦，栫五成彦，伊藤明宏，中川晴夫，石戸谷滋人，斎藤誠一，荒五陽一，高瀬圭，
清 治 和 将 : Treatment strategy for postoperative bleeding associated percutaneous
nephrolithotripsy PNL 術後出血に対する対応について. 第 22 回日本 Endourology･ESWL 学会総会;
2008 Nov 11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21: 161, 2008.
PD08121: 折笠一彦，加藤正典，伊藤明宏，中川晴夫，石戸谷滋人，斎藤誠一，荒五陽一: Clinical outocme of
percutaneous nephrolithotripsy 経皮的腎砕石術 (PNL)の臨床的検討. 第 22 回日本 Endourology･
ESWL 学会総会; 2008 Nov 11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21: 161, 2008.
PD08122: 大城吉則，松村英理，木村隆，喜友名明日香，杠葉美樹，伊波恵，豊里友常，町田典子，宮里实，
菅 谷 公 男 : Change of renal cell carcinoma cases after introuduction of laparoscopic
nephrectomy 腎癌に対する鏡視下腎摘出術の導入後の腎癌症例の変遷. 第 22 回日本 Endourology・
ESWL 学会総会; 2008 Nov 11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21: 174, 2008.
PD08123: 松村英理，大城吉則，嘉手川豪心，豊里友常，杠葉美樹，伊波恵，町田典子，宮里实，外間实裕，
菅谷公男: Two cases of laparoscopic partial nephrectomy for small renal tumors 小径腎腫瘍
の同定に難渋した鏡視下腎部分切除の 2 例. 第 22 回日本 Endourology･ESWL 学会総会; 2008 Nov
11-13: 大阪. Jpn J Endourol ESWL 21: 204, 2008.
PD08124: Yachantha C, Hossain RZ, Tosukhowong P, Ogawa Y, Saito S. Inhibitory effect of lime powder
as natural source of potassium citrate on in vitro calcium oxalate crystallization. The 1st
Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA); 2008 Nov 20-23: Tokyo.
PD08125: 木村隆，大城吉則，喜友名明日香，杠葉美樹，玉城光由，大城琢磨，伊波恵，松村英理，嘉手川豪
心，町田典子，宮里实，菅谷公男，斎藤誠一. 生体腎移植において腹腔鏡下ドナー腎摘を施行した
1 例. 第 107 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Nov 15: 那覇. プログラム･抄録集 2, 2008.
PD08126: 宮里实，喜友名明日香，木村隆，玉城光由，伊波恵，大城琢磨，松村英理，嘉手川豪心，町田典子，
大城吉則，菅谷公男，斎藤誠一: Megameatus に対して背側包皮遊離皮下組織パッチを併用したピラ
ミッド法で尿道形成した成人例. 第 107 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Nov 15: 那覇. プロ
グラム･抄録集 2, 2008.
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PD08127: 嘉手川豪心，西島さおり，宮里实，菅谷公男: 特別講演：第 38 回国際尿禁制学会報告. 第 107 回日
本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 Nov 15: 那覇.
PD08128: 菅谷公男: ランチョンセミナー: 患者背景による夜間頻尿治療の实際. 第 58 回日本泋尿器科学会
中部総会; 2008 Nov 15: 大津.
PD08129: 宮里朝矩，木村貴明，知念善昭: 腎移植ドナーの腎移植後腎機能変化の検討. 第 41 回九州人工透析
研究会総会; 2008 Nov 23: 熊本. 九州人工透析研究会会誌 36: 56, 2008.
PD08130: 城間礼子，川満桃子，上間留美子，新里智，嘉川春生，米納浩幸，安里哲好: 待ち時間対策＜穿刺.
第 41 回九州人工透析研究会総会; 2008 Nov 23: 熊本. 九州人工透析研究会会誌 36: 122, 2008.
PD08131: 菅谷公男: 特別講演: 患者背景による夜間頻尿治療の实際. 鹿児島県医師会学術講演会; 2008 Nov
27: 鹿児島.
PD08132: 菅谷公男: 特別講演: 患者背景による夜間頻尿治療の实際. 第 29 回新潟排尿障害セミナー; 2008
Dec 4: 新潟.
PD08133: 斎藤誠一: 特別講演: 泋尿器系癌と糖鎖. 第 3 回 Kobe Urological Research Forum; 2009 Jan 17:
神戸.
その他の刉行物
MD08001: 小川由英：私の好きな処方．漢方医学 32: 34, 2008.
MD08002: Hossain RZ, Ogawa Y, Ogawa T, Yachantha C, Woottisin S, Yamakawa K, Sugaya K. Effect of alkaline
load on urinary citrate excretion in control and vitamin B6-deficient rats. 日尿結石誌 6:
134-137, 2008.
MD08003: Yachantha C, Woottisin S, Hossain RZ, Ogawa Y. The effect of bitter gourd and lime on calcium
oxalate stone formation in vitro. 日尿結石誌 6: 138-141, 2008.
MD08004: Woottisin S, Hossain RZ, Yachantha C, Ogawa Y, Sriboonlue P. Effect of Phyllanthus amarus
on nephrolithiasis risk factors. 日尿結石誌 6: 142-146, 2008.
MD08005: 菅谷公男: 蓄尿･排尿症状を呈する下部尿路以外の要因. 89-96, 高齢者の排泄ケア Advances in
Aging and Health Research 2007，負団法人長寿科学振興負団, 東京, 2008.
MD08006: 小川由英: 消化管でのシュウ酸吸収と, 様々の前駆物質からの内因性シュウ酸合成について. 平成
17 年度-19 年度科学研究費補助金(特別研究員奨励費)研究成果報告書 107, 2008.
MD08007: 宮里实: アメリカ医療にふれて. 国外留学生研究報告書 10: 141-152, 負団法人沖縄国際亣流･人
材育成負団, 沖縄, 2008.
MD08008: 小川由英：筑波学園都市での思い出. 筑波大学腎泋尿器科外科 30 年誌 76, 2008.
MD08009: 小川由英：筑波で思い出. 筑波大学腎泋尿器科外科 30 年誌 93-96, 2008.
MD08010: 菅谷公男：慢性腼胱炎の病態と症状，診断と治療について教えてください. 排泄障害のマネージメ
ント Q&A，西澤 理監修, 4, 大鵬薬品工業(株)，東京，2008.
MD08011: 外間实裕：ED(勃起障害). 沖縄タイムス健康生活 27: 22-23, 2008 May.
MD08012: 菅谷公男：菅谷氏「腹腔鏡」認定医. 沖縄タイムス; 2008 May 31.
MD08013: 菅谷公男：腹圧性尿失禁. 琉球新報；2008 June 7.
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MD08014: 菅谷公男：夜間頻尿：夜間腼胱容量低下による夜間頻尿の原因と治療．日経 CME (Nikkei Continuing
Medical Education）第 96 回日本泋尿器科学会総会ハイライト別冊，4, 大鵬薬品工業(株)，コーシ
ービージャパン(株), 東京，2008．
MD08015: 西島さおり，菅谷公男：排尿障害治療薬の尿中 ATP 値に及ぼす影響．日経 CME (Nikkei Continuing
Medical Education）第 96 回日本泋尿器科学会総会ハイライト別冊，8，大鵬薬品工業(株)，コーシ
ービージャパン(株)，東京，2008.
MD08016: 小川由英：退官にあたり．西日泋尿 70: 461-465, 2008.
MD08017: 宮里实：アメリカで学んだこと. 第 105 回日本泋尿器科学会沖縄地方会; 2008 July 5: 那覇. プロ
グラム･抄録集, 2008.
MD08018: 玉城光由: 宮古病院医療コーナー38: 御小水の調子はいかがでしょうか. 宮古新報, 2008 Oct 19.
MD08019: 宮里实：頻尿新治療法が最優秀. 沖縄タイムス; 2008 Oct 29.
MD08020: 宮里实：排尿障害研究で学会賞. 琉球新報; 2008 Nov 3.
MD08021: 斎藤誠一：新任教授のあいさつ「思いもよらぬ」ことの意味とは？ 琉球大学医学部同窓会会報「单
風」16: 5, 2008.
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精神病態医学分野
A. 研究課題の概要
１．社会精神医学分野における研究
1) 抗うつ薬治療における若年者の自殺関連事象の危険
因子の検索
欧米およびわが国において、若年者の抗うつ薬使用が
自殺関連事象の発生率を高めることに警鐘が鳴らされて
以来、本邦においては若年者への抗うつ薬投与に対し、
過度に慎重な対応がなされる傾向にある。
しかしながら、
通常の臨床場面においては抗うつ薬投与を必要とする若
年患者は多数存在するため、实際の投与状況に即した
risk/benefit が詳細かつ正確に解明されることが必要
不可欠であり、加えて、ハイリスク患者を特定する危険
因子の検索がなされることが待望されている。そこで、
琉球大学附属病院精神科神経科において、2004 年 4 月以
来開設した児童思春期専門外来の受診者の中から、抗う
つ薬に対する過敏反応が最も懸念されている 10 代の患
者 43 例を対象に、
抗うつ薬投与前後の自殺関連事象の推
移およびハイリスク患者における危険因子の検討を行っ
た。
治 療 前 に お け る 自 殺 関 連 事 象 （ suicide-related
event: SRE）は高頻度（27/43：62.7 %）に認められ、SRE
のうち 81.5 %（22/27）が自傷または自殺企図といった
自己破壊的な行動化を伴うものであった。しかし、抗う
つ薬を含めた治療後 3 ヶ月後には、SRE は 62.7 %から
27.9 %に減尐した。SRE が悪化したのは 1 例（2.3%）の
みであり、抗うつ薬との因果関係はなく、病状悪化に伴
ったものであった。また、治療後に 2 例が抗うつ薬によ
り誘発された hypomanic switch と思われる activation
syndrome を呈したが、
SRE の悪化には結びつかなかった。
治療期間中自殺関連事象が継続した群（SRE（+）群）の
治療前背景因子として、女性、15 歳以上、境界性人格障
害の並存、家庭内・社会適応の不良および自殺関連行動
の既往が挙げられ、精神症状としてはアンヒドニア、焦
燥感、絶望感を抱えている点が特徴として認められた。
また、
SRE(＋)群においては、
抗うつ薬投与量が多い一方、
その薬物反応性は不良であり、気分安定薬または抗精神
病薬の併用率も有意に高かった。 これらは、病態の重症
度を反映した結果と考えられる。前述した治療前の危険
因子を基にリスク評価スコアを作成し、治療後の自殺関
連事象の予測精度を検討した。その結果、感度 91.6 %、
特異度 93.5 %、陽性的中率 91.6 %、陰性的中率 96.6 %
をもって有用であり、本スコアリング使用により陽性尤
度比は 14 倍に高まった。
以上の結果より、10 代患者における抗うつ薬使用は全
体的に自殺関連事象のリスクを減尐させる方向にはたら
き、これらの世代に対して自殺関連事象の悪化を恐れて
抗うつ薬使用を過剰に抑制する必要性はないことが示唆
された。一方、治療期間中も自殺関連事象のリスクが継

続した患者が存在したが、
これらは特徴的な背景因子
（15
歳以上、女性、病前の自殺関連事象の行動化）および精
神病理学的性質（アンヒドニア、焦燥感、絶望感、境界
性人格スペクトラム、精神病症状の合併）を予め検索し
ておくことにより、治療前よりハイリスク患者として同
定、識別が可能であることが示唆される。实際に、これ
らの危険因子のスコア化によるハイリスク患者の予測は、
高い感度および特異性をもって達成が可能であり、抗う
つ薬使用前の簡便なスクリーニング・ツールとしての応
用が十分期待される。
また、
ハイリスク患者においては、
抗うつ薬使用量が多くなるにもかかわらず、その治療反
応性は不十分なものであり、高投与量の抗うつ薬に突出
した治療をするだけでは成功に結びつかず、衝動性を改
善させる気分安定薬や抗精神病薬の併用、自殺衝動の緩
和に特化した認知行動療法の施行、および家族療法を含
めた環境調整を組み合わせた包括的対応が必要であると
考えられた。
2) 一般医のうつ病に対する認識および診療対応に対す
る基本的構えに関する検討
自殺予防における介入活動が積極的に行われている北
欧諸国において、最も实効性のある対策の一つとして、
general practitioner の段階でうつ病の早期発見・早期
対応を行うことが最も重要であるとの指摘がなされてい
る。
、同様の対策を効率よく進めていくためには、現状に
おける一般医のうつ病に対する認識およびその診療対応
に対する基本的構えの实態を明らかにすることが先決で
ある。そこで、一般医 152 名を対象に、これらに関する
意識調査の結果を一般市民と比較検討するとともに、う
つ病診療に対する対応・構えについての实態調査を併せ
て行った。
152 名の一般医と性別および年齢の合致する一般市民
122 名との間で、うつ病に関する認識を比較検討した。
一般医は、恐れ、恥、罪悪感、人格的弱さ、逃避、自己
制御への過信といった点では、一般市民よりも偏見・誤
解が有意に尐なかった。しかしながら、啓発講演を受け
た後の一般市民の意識との比較では、これらの有意差は
消滅した。一方、うつ病診療に対する対応･構えに関する
調査において、多くの一般医は、うつ病を意識した診療
を行い（91%）
、うつ病の問診経験（66%）があり、ベンゾ
ジアゼピンを为体とした治療（91%）を行ってはいるもの
の、スクリーニング･ツールの診断への使用（28%）は尐
なく、自殺念慮の問診（38%）にも消極的であった。また、
抗うつ薬の使用（58%）や小精神療法の实施（41%）は半
数前後にとどまり、
プライマリーケアへの動機付け
（43%）
も相半ばした。
一般医は、一般市民よりも頄目全般において、うつ病
に対する貟のイメージからは自由であったが、その一因
として、一般医がうつ病を医療モデルとして知性化して
捉えている可能性も考えられた。しかしながら、日常診
療における対応に関する調査では、診療場面においてう
つ病を意識するものの、
薬物･精神療法の知識や問診スキ
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ルへの自信が十分ではなく、プライマリーケアの担い手
としての肯定的動機付けと不安･抵抗感が拮抗していた。
これらの一般医のうつ病認識をもとに、一般医へのうつ
病標的化講演を行い、うつ病認識と診療行動の啓発効果
を検討した。75 名（男性 50 名、女性 25 名）の一般医を
対象に、うつ病標的化講演を行い、講演前後において、
うつ病認識および診療行動に関するアンケート調査を、
上記と同様の質問紙表を用いて行った。
その結果、うつ病認識に関しては、知識、性格の脆弱
性、羞恥、罪悪感、制御可能性の頄目において有意な改
善が認められた。診療に関しては、睡眠薬・抗不安薬の
適正使用以外の全頄目において有意な改善が認められた。
特にスクリーニング・ツールの使用、小精神療法の实施
の頄目における改善度が高かった。結論として一般医の
うつ病認識は、貟の疾患イメージの啓発において効果が
認められ、診療行動に関する理解においても啓発効果が
認められた。
3) メンタルヘルスの啓発として対象となる職場に
Temperament and Character inventory125 問短縮版（別
紙 TCI 気質性格）により気質・性格因子、Visual
analogue scale を用いて 10 頄目の職場ストレス、4 段階
評価（1-4）によるメランコリー親和型、執着気質、自己
愛型、健全適応型、自己不全型を想定した仕事スタイル
因子（30 頄目）について匿名のアンケート調査を行う。
結果解析し、勤務者の職場関連ストレス分布やハイスト
レス群の比率を職場診断として報告し、職場環境の改善
に向けた方策を考案するための資料とする。
病院勤務者190 名（男性 78 名, 女性 102 名, 不明 10
名 、年齢 30.6±7.2）の職場ストレス因子と仕事スタイ
ル因子の各要素間の関連を比較検討するとともに、気
質・性格、性、年齢、職種、管理職の有無の与える影響
について比較検討した。
メランコリー親和型、
執着気質、
自己愛型、健全適応型、自己不全型を想定した仕事スタ
イル因子と職場ストレス因子は相関しなかった。新たに
抽出した「自信喪失」と「抱え込み」の仕事スタイル因
子は「貟荷因子」
、
「非協調」の仕事スタイル因子は「環
境因子」と有意に相関した。気質・性格因子に関しては
損害回避の高い人、自己志向・協調性の低い人は職場ス
トレスが高かった。35 歳未満では女性が職場ストレスが
高く、35 歳以上では男女とも年齢に相関して職場ストレ
スが高かった。事務職の方が医療職に比較して職場スト
レスが高く、管理職の有無は影響しなかった。職場のメ
ンタルヘルス向上には個人の特性に応じた視点が必要で
あり、勤務者の気質・性格、職場ストレス、仕事 スタイ
ルが要素性に吟味されるべきであると考えられる。職場
ストレスにおいては「環境因子」
、
「貟荷因子」
、
「評価因
子」
、
仕事スタイルにおいては従来論じられているパーソ
ナリティー類型ではなく、
「自信喪失」
、
「評価依存」
、
「抱
え込み」
、
「自己完結」
、
「非協調」といった各要素が検討
される必要があると考えられ、症例を増やして継続的に
検討する予定である。

２．神経精神生理学に関する研究
当講座では事象関連電位（Event-Related Potentials、
ERPs）
、近赤外線分光法（NIRS）などの神経精神生理学的
な手法を用いて、統合失調症を中心とした各種精神神経
疾患の病態研究を行っている。
1）統合失調症研究
(1) 事象関連電位 P300 成分による検討
統合失調症の生理学的異常所見として事象関連電位
P300 成分の振幅が低下が知られているが、当講座では、
統合失調症の P300 成分の頭皮上分布の異常や、
事象関連
電位の亜型ごとの異常を調べてきた。その結果、妄想型
における左側の P300 振幅低下や解体型における N200 振
幅増大がみられた。治療前後における統合失調症の事象
関連電位の変化についても調べたところ、治療前統合失
調症者の P300 振幅は小さく治療によって振幅が改善す
るものの健常者の振幅よりは小さいことが明らかになっ
た。
さらに薬物治療に伴う脳内の ERPs の発生源の変化に
ついても Low Resolution electromagnetic tomography
(LORETA)を用い、P300 cortical current density を抗
精神病薬治療前後で比較検討を行った。健常対照者では
P300 電流密度は左右の前頭〜側頭部にかけて広範囲に
み ら れ 、 P300 の 前 頭 ・ 側 頭 部 を 中 心 と し た
multi-generator 説と一致したが、未治療の統合失調症
群では P300 の発生は左右共に減弱していた。
抗精神病薬
投与により P300 発生は右・前頭〜側頭部での改善を示し、
P300 発生機構の局所的な回復を認めた。記録チャンネル
数を大幅に増やした高密度事象関連電位（high density
ERPs recording system）を導入し、統合失調症者の ERPs
各成分の頭皮上分布の詳細な検討や、発生源分析等を行
い、その結果、左側側頭部と両側前頭部に位置する電極
群と、右側側頭部と両側頭頂部の電極群に特に強い P300
成分の低下とそれに関連した皮質上 P300 成分活性の低
下を認めた。
（尚、当教审大学院にて研究を行った Dr.
Jijun Wang は、2004 年度中国国家優秀自費留学生奨学金
の対象となり、当講座あてに大使館公吏参事官より感謝
状が寄せられている。
）これらの成果について 2007 年に
は、3 つの国際学会にて報告を行った。
今後、遺伝子型による薬物治療反応性の精神生理学的
検討、遺伝子型の脳機能・形態に及ぼす影響など P300
成分と他のパラメーターを併せて多角的に検討を行って
いきたいと考えている。
(2) 事象関連電位 N400 成分による検討
また言語を使った認知活動内で生成され文脈からの逸
脱に対する精神生理学的指標と考えられ N400 成分につ
いても検討をおこなっている。
統合失調症の N400 振幅は、
健常者群に比較して振幅は低下しており、これは統合失
調症の文脈情報処理異常を示していると考えられる。
LORETA 解析により N400 の脳表上電流密度を求めたとこ
ろ健常者群では N400 は、
左右両半球とも前頭前野を含む
前頭連合野、頭頂連合野、側頭葉の広い範囲で発生が推
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定された。
統合失調症では、
同様の分布をとりながらも、
全体的に N400 電流密度は減弱していた。
これらの部位に
は、感覚的な言語理解に関わるウェルニッケ言語中枠が
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尐または消失という 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
する患者では減尐している（すなわち、"filtering" が
十分でない）ことが判明し、その障害の程度を実観的に
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
うに比較的卖純な電気生理学的指標 (P50) を用い統合
失調症および種々の精神疾患の病態の一部を解明できる
可能性がある。
(4) MRI 解析を用いた病態研究
統合失調症の精神症状のうち思路障害と左上側頭回の
容積低下との相関が報告され、統合失調症の神経発達障
害仮説との関連で注目されている。当講座でも Harvard
大学医学部と共同で研究を行い同部位の容積低下や大脳
基底核組織の容積の増加について報告を行った。現在、
文部科学省科学研究補助金として「ＬＯＲＥＴＡ及びＳ
ＰＭ法を用いた初発統合失調症における脳機能・形態異
常の検討」が採択され、SPM（Statistical Parametric
Mapping ）の 手法を用 いた MRI 解 析 と LORETA （ Low
Resolution electromagnetic tomography）による事象関
連電位 P300 成分の発生源異常との関連について検討を

行っているところである。
(5) 近 赤 外 線 分 光 法 （ NIRS: Near Infra-Red
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
照尃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。
2）うつ病研究
うつ病の認知障害についても聴覚 oddball 課題による
事象関連電位を用いて検討を行った。その結果、脳表上
にみられる P300 の発生源は健常群では両側前頭・側頭部
に強い電流密度がみられたが、うつ病群では同部位の密
度低下が見られた。N100 は両群とも両側側頭部に電流密
度分布が認められた。差波形の N2b については健常群で
両側前頭部にみられた電流密度分布がうつ病群では右前
頭部で減弱していた。これらの所見はうつ病の病態にお
ける、認知障害を精神生理学的に反映したものと考えら
れる。
3）認知症研究
沖縄県は長寿な地域と考えられるが、健常高齢者にお
ける事象関連電位 P300 成分と各脳組織容積の変化との
関連についても検討を行っている。これにより高齢に至
っても、健常な認知機能を維持し続けるこの一群の神経
生理学的、脳機能形態学的な特徴を明かにできるものと
期待される。 事象関連電位 P300 成分の潜時は加齢に伴
って延長する。しかし、年齢と P300 潜時の直線関係が、
どの年齢層まで成り立つのかを、多数の高齢者で検討し
た報告は尐ない。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）との有意な貟の相関が認め
られ、全脳体積（頭蓋補正）は P300 潜時と有意な貟の相
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貟の相関
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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貟の相関を示し,
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
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
の为流は、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貟担となり、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为なテーマとして取
り組んでいる。以下にこれまでの概要を示す。
Dopamine system stabilizer である aripiprazole は、
部分的 dopamine D2 受容体アゴニストというこれまでに
ない特異な薬力学的作用を特徴とすることから、最も注
目を集めている抗精神病薬である。Aripiprazole は脱ア
ルキル化、水酸化、脱水素化を受ける。うち、脱水素化
により活性代謝産物である dehydroaripiprazole が生成
される。これらの代謝経路には、为に肝臓の代謝酵素で
ある cytochromeP450(CYP)2D6 および CYP3A4 が関与して

いる。
CYP2D6 の活性は遺伝的に規定されており、
CYP2D6 活性
に影響を与える種々の遺伝子多型が明らかとなっている。
CYP2D6 活性を欠損させる CYP2D6*5 は、ほぼ人種を問わ
ず約 5%の頻度で存在するが、日本人を含む東洋人では、
その活性を低下させる遺伝子 CYP2D6*10 は約 50%と高頻
度である。我々は日本人統合失調症患者において
aripiprazole と active moiety(aripiprazole plus
dehydroaripiprazole)の定常状態血漿濃度は CYP2D6*5
または CYP2D6*10 を一つ有する患者群で、有さない群と
比較し有意に高値であった。以上の結果より、日本人に
おいて CYP2D6 遺伝子多型は尐なからず aripiprazole と
active moiety の定常状態血漿濃度に影響を受けると考
えられた。
CYP3A4 は抗てんかん薬 carbamazepine によって酵素活
性が誘導される。一方、carbamazepine は統合失調症の
興奮状態にも用いられる。そこで、aripiprazole 朋用中
の統合失調症患者を対象に carbamazepine を併用し、
aripiprazole と dehydroaripiprazole の血漿動態を追う
と伴に、精神症状と副作用の推移をみた。Carbamazepine
併用はaripiprazole とdehydroaripiprazole の血漿濃度
を約 70%低下させたが、精神症状と副作用の両面を有意
に改善させた。以上より、aripiprazole 朋用中の統合失
調症患者への carbamazepine 併用は有用であると考えら
れた。この研究結果は、平成 21 年 6 月 Therapeutic Drug
Monitoring に accept された。
下垂体の dopamine 受容体はプロラクチン分泋に抑制
作用を有している。多くの抗精神病薬はその dopamine
受容体を遮断し、高プロラクチン血症をもたらす。高プ
ロラクチン血症は女性に顕著であり、短期的には月経異
常・乳汁分泋などをもたらし、長期的には乳がん・骨粗
鬆症の危険因子となる。我々は、aripiprazole の部分的
dopamine 受容体アゴニストという薬力学的作用に注目
し、抗精神病薬治療により高プロラクチン血症が生じ、
かつそれに関連した症状が出現している統合失調症患者
を対象に、尐量の aripiprazole 追加投与を行った。興味
深いことに、aripiprazole 追加により全例でプロラクチ
ン濃度は低下し、約半数の症例で月経異常などの症状が
消失した。精神症状および副作用は出現しなかったこと
から、薬剤性高プロラクチン血症に治療上有用な選択肢
の一つであると考えられた。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 近藤毅．双極性障害の治療．臨床精神薬理学テキスト 改訂第 2 版，
（編集）日本臨床精神神経薬理
学会専門医制度委員会，pp331－339．2008．

(B)

原
著
OD08001: 石田康、長友慶子、池田学、内村直尚、大内清、小澤寛樹、北村俊則、近藤毅、赤﨑安昭、佐野輝、 (B)
- 158 -

寺尾岳、西村良二、山田茂人、神庭重信、中村純．プライマリケア医のうつ病診療に関する实態調
査．九州神経精神医学 54: 120-126, 2008.
総
説
RD08001: 近藤毅：薬理遺伝と相互作用の知識をどう使うか．精神医学. 50, 422-430, 2008.

(B)

RD08002: 田中治、仲本譲、譜久原弘、久場禎三、薬師崇、福治康秀、三原一雄、近藤毅：地域・職域におけ
る自殺予防対策．九州神経精神医学，54：1-9，2008．

(B)

RD08003: 三原一雄, 古郡規雄, 中村明文, 永五亓洋, 近藤毅．オーダーメイド精神科薬物療法をめざして 統
合失調症のオーダーメイド薬物療法は可能か?．精神神経学雑誌，110：628-632，2008．

(B)

RD08004: 近藤毅：老年期のうつ病．沖縄県医師会報，44：64-65，2008.

(B)

国際学会発表
PI08001: Osamu Tanaka, Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Teizo Kuba, Takashi Yakushi, Yasuhide
Fukuji, Kazuo Mihara, Tsuyoshi Kondo: Effects of the anti-stigma-focused lecture for
depression to general practitioners in Japan. The 3rd Asia Pacific Conference of International
Association for Suicide Prevention, Hong Kong, 2008.
PI08002: Takashi Yakushi, Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Teizo Kuba, Osamu Tanaka, Kazuo Mihara,
Tsuyoshi Kondo: The investigation into the actual conditions of mental health in a medhical
hospital. The 3rd Asia Pacific Conference of International Association for Suicide
Prevention, Hong Kong, 2008.
PI08003: Teizo Kuba, Takashi Yakushi, Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Osamu Tanaka, Tsuyoshi Kondo:
Educational approach using role-play session in medical students and residents as future
gatekeepers for suicide prevention.
The 3rd Asia Pacific Regional Conference of
International Association for Suicide Prevention, Hong Kong, 2008.
PI08004: Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Teizou Kuba, Takashi Yakushi, Osamu Tanaka, Kazuo Mihara,
Tsuyoshi Kondo: Effects of educational lecture on public consciousness and approach toward
persons who may have suicide risk. The 3rd Asia Pacific Conference of International
Association for Suicide Prevention, Hong Kong, 2008.
PI08005: Osamu Tanaka, Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Teizo Kuba, Takashi Yakushi, Kazuo Mihara,
Tsuyoshi Kondo: Future collavorative studies for suicide prevention between Natinal Taiwan
University and University of the Ryukyus. Collaborative Conference between National Taiwan
University and University of the Ryukyus, Taipei, 2008.
PI08006: Takashi Yakushi, Yuzuru Nakamoto, Hiroshi Fukuhara, Teizo Kuba, Osamu Tanaka, Kazuo Mihara,
Tsuyoshi Kondo: Consciousness toward depression and suicide in ordinary people and general
practitioners. −necessity of an efficient intervention−．Collaborative Conference between
National Taiwan University and University of the Ryukyus, Taipei, 2008.
PI08007: Hiroto Hokama, Wang Jijun, Tsuyosi Kondo: P300 abnormalities in schizotypal personality
disorder and siblings of schizophrenia Patients revealed by LORETA. 63rd Annual Scientific
Meeting of Society of Biological Psychiatry (SOBP), Washington DC, USA, 2008.
国内学会発表
PD08001: 鈴木毅、三原一雄、永五亓洋、中村明文、宇野司、近藤毅：日本人統合失調症患者において CYP2D6
遺伝型が aripiprazole とその活性代謝物 dehydroaripiprazole の定常状態血漿濃度に与える影響．
第 18 回日本臨床精神神経薬理学会．2008.10.1：東京、プログラム、119.
PD08002: 中村明文、永五亓洋、三原一雄、鈴木毅、近藤毅：Carbamazepine が aripiprazole とその活性代謝
物 dehydroaripiprazole の血漿濃度に与える影響．第 18 回日本臨床精神神経薬理学会．2008. 10.1：
- 159 -

東京、プログラム、115.
PD08003: 永五亓洋、中村明文、鈴木毅、三原一雄、近藤毅：アリピプラゾール上乗せ投与による薬剤性高プ
ロラクチン血症の改善．第 18 回日本臨床精神神経薬理学会．2008.10.1：東京、プログラム、127.
PD08004: 近藤毅：抗うつ薬治療中の思春期症例における自殺関連事象について．日本小児心身医学会プログ
ラム・抄録集 26 回：57，2008.
PD08005: 田中治、仲本譲、譜久原弘、久場禎三、薬師崇、福治康秀、三原一雄、近藤毅：一般医を対象とし
たうつ病標的化講演の啓発効果について．第 32 回日本自殺予防学会．2008：盛岡
PD08006: 薬師崇、仲本譲、譜久原弘、久場禎三、田中治、三原一雄、近藤毅：医療現場におけるメンタルヘ
ルスの实態．第 32 回日本自殺予防学会．2008：盛岡
PD08007: 田中治、仲本譲、道下聡、譜久原弘、久場禎三、薬師崇、三原一雄、近藤毅：民生委員に対する希
死念慮焦点化講演の啓発効果について．第 61 回九州精神神経学会．2008：宮崎
PD08008: 道下聡、仲本譲、譜久原弘、久場禎三、薬師崇、田中治、三原一雄、近藤毅：民生委員に対するう
つ病標的化講演の啓発効果について．第 61 回九州精神神経学会．2008：宮崎
PD08009: 仲本譲、久場禎三、薬師崇、大城市子、近藤毅：神経性無飝欲症患者に対する集団療法の効果（１）
〜その適応と反応性の考察〜．第 61 回九州精神神経学会．2008：宮崎
PD08010: 外間宏人、王継軍、豊里明、福治康秀、近藤毅：LORETA 解析による統合失調症型人格障害と統合失
調症同胞者における P300 異常. 第 30 回日本生物学的精神医学会．2008：富山
PD08011: 宮島英一、平良直樹、近藤毅：福岡県で受診した 62 例及び沖縄県で受診した 37 例の性同一性障害
者．第 10 回性同一性障害学会、2008.3.15-16、大阪
PD08012: 仲本譲、久場禎三、譜久原弘、薬師崇、田中治、三原一雄、近藤毅：医療現場におけるメンタルヘ
ルスの实態（１）−性、年齢、気質・性格の影響−．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08013: 薬師崇、仲本譲、譜久原弘、久場禎三、田中治、三原一雄、近藤毅：医療現場におけるメンタルヘ
ルスの实態（２）−仕事スタイルの影響−．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08014: 外間宏人、仲本譲、薬師崇、三原一雄、近藤毅：抑うつ症状にて発症した若年性前頭側頭型認知症
の一例．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08015: 外間宏人、近藤毅：P300 からみた統合失調症病理 −最近の知見から−．第 29 回沖縄精神神経学会．
2008：沖縄
PD08016: 田中治、久場禎三、中村明文、菅野善一郎、三原一雄、近藤毅：MCI (mild cognitive impairment)
に双極性障害を合併した一例．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08017: 中村明文，永五亓洋，三原一雄，近藤毅：アリピプラゾール併用による薬剤性高プロラクチン血症
の治療．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08018: 久場禎三、近藤毅：Family-Patient Therapist (F-P) Split を治療導入に要した境界性人格障害の
一例．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08019: 仲本譲，永五亓洋，薬師崇，福治康秀，近藤毅：攻撃性を向けながらも離脱に成功したベンゾジア
ゼピン依存症の一例．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08020: 下地達也、仲本譲、久場禎三、薬師崇、中村明文、菅野善一郎、福治康秀、外間宏人、田中治、三
原一雄、近藤毅：琉球大学医学部附属病院精神科神経科 2007 年外来新患および入院患者統計．第
29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
- 160 -

PD08021: 福治康秀、薬師崇、仲本譲、下地達也、外間宏人、近藤毅：メインテナンス ECT 継続にて寛解を維
持しているうつ病の一例．第 29 回沖縄精神神経学会．2008：沖縄
PD08022: 大城市子、五村弘子、渡久山朝裕、平安良次、池村久美子、與那嶺敦：HIV・エイズ派遣カウンセリ
ングの展開 −沖縄県における派遣システムの構築と支援事例−．第 36 回九州臨床心理学会．2008：
沖縄
PD08023: 宮城京子, 健山正男, 大城市子, 石郷岡美穂, 松茂良揚子, 諸見牧子, 謝花万壽子, 石川章子, 田
里大輔, 仲村秀太, 前城達次, 原永修作, 比嘉太, 藤田次郎: 県内離島病院の診療体制構築に向け
ての出張研修の成果．日本エイズ学会誌, 10: 489, 2008.
PD08024: 薬師崇, 仲本譲, 譜久原弘, 久場禎三, 田中治, 近藤毅：職域におけるメンタルヘルス 心身スト
レス乖離群における気質・性格および仕事スタイルの特徴．日本心療内科学会誌 12 巻抄録号：75、
2008.
PD08025: 久場禎三, 仲本譲, 薬師崇, 大城市子, 近藤毅：神経性無飝欲症に対する集団療法の効果 心理テ
ストの意義と変化の解釈．日本心療内科学会誌 12 巻抄録号：70，2008.
PD08026: 仲本譲, 久場禎三, 薬師崇, 大城市子, 近藤毅：神経性無飝欲症患者に対する集団療法の効果 そ
の適応と反応性の考察．日本心療内科学会誌 12 巻抄録号：70，2008.
PD08027: 譜久原弘, 仲本譲, 久場禎三, 薬師崇, 田中治, 三原一雄, 近藤毅：希死念慮へのアプローチ意識
医学生および一般市民への啓発を通して．精神神経学雑誌 2008 特別号：S-297，2008.
PD08028: 仲本譲, 譜久原弘, 久場禎三, 薬師崇, 田中治, 三原一雄, 近藤毅：医療現場におけるメンタルヘ
ルスの实態(1)．精神神経学雑誌 2008 特別号：S-206，2008.
PD08029: 薬師崇, 仲本譲, 譜久原弘, 久場禎三, 田中治, 三原一雄, 近藤毅：医療現場におけるメンタルヘ
ルスの实態(2) 仕事スタイルの影響．精神神経学雑誌 2008 特別号：S-206，2008.
PD08030: 久場禎三, 近藤毅：Family-Patient Therapist(F-P)Split を治療導入に要した境界性人格障害の 1
例．精神神経学雑誌 2008 特別号：S-184，2008.
PD08031: 三原一雄, 古郡規雄, 中村明文, 永五亓洋, 近藤毅：オーダーメイド精神科薬物療法をめざして 統
合失調症のオーダーメード薬物治療は可能か?．精神神経学雑誌 2008 特別号：S-152，2008.
PD08032: 元久祉依, 石垣琢麿, 五村修, 福治康秀：統合失調症の「心の理論」障害と精神症状およびコミュ
ニケーション能力との関連．第 72 回日本心理学会大会発表論文集：339, 2008.
PD08033: 島袋有子, 古川卓, 中山公彦, 平山篤史, 當間直恵, 志良堂七奈枝, 高良宏明, 福治康秀, 近藤
毅：来談学生の「自己理解」に向けた人格検査の意義と留意点．CAMPUS HEALTH: 45: 342-343, 2008
その他の刉行物
MD08001: 近藤毅．アミトリプチリン． こころの治療薬ハンドブック 第 5 版，
（編集）山口登、酒五隆、宮本
聖也、吉尾隆，pp38-39, 2008.
MD08002: 近藤毅．イミプラミン． こころの治療薬ハンドブック 第 5 版，
（編集）山口登、酒五隆、宮本聖也、
吉尾隆，pp42-43, 2008.
MD08003: 近藤毅．フルボキサミン． こころの治療薬ハンドブック 第 5 版，
（編集）山口登、酒五隆、宮本聖
也、吉尾隆，pp60-61, 2008.
MD08004: 五村修，元久祉依，福治康秀，石垣琢麿: 統合失調症の『心の理論』と精神症状およびコミュニケ
ーション能力との関連. 科学研究費補助金（基盤 C）研究報告書（研究課題番号 16500163）: 63-75,
2008.
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脳神経外科学分野
A. 研究課題の概要
I) 脳腫瘍治療への臨床・基礎的研究
脳腫瘍の診療を専門にしている医局員によって、次のよ
うな先進的医療への指向で、基礎・臨床研究を行ってい
る。
１. 悪性脳腫瘍に対するタ−ゲッテイング治療法の開発
研究
（１）画像学的診断： MR 画像での増強、非増強域の
悪性度診断、Tl/MIBI-SPECT による治療前、後の腫瘍の
viability 診断の可能性を明かにした。現在 MRS 解析の
ソフトがないが、今後はそれを利用した画像生物診断に
発展させたい。
（２）生物学的診断：脳腫瘍の摘出組織から、免疫染
色法を駆使し、組織画像解析的研究と細胞内の治療抵抗
性因子との関連、さらには放尃線・化学療法感受性とフ
リーラジカル及びその Scavenger の役割に関する研究を
行い、それらを解明して個人の腫瘍組織にあった残存腫
瘍への適切な治療法を選択する。現在は数種類の抗癌剤
による摘出組織の第１世代培養細胞を使った感受性試験
の結果を基に抗癌剤を使用している。将来的には腫瘍細
胞内に発現する Scavenger（治療抵抗性因子）の発現機
序を遺伝子レベルで解析し、遺伝子治療応用に持って行
く。
（３）治療：術前の画像情報に基づいて、
Neuronavigator（ステルス）を持いた、正常脳機能温存
を KPS70%以上に保つ radical enbloc surgery を行い、
治療成績の向上に努めている。術後補助療法は、通常の
放尃線治療と高気圧酸素療法併用に加え、感受性試験に
基づいた化学療法を追加する集学的治療を行い治療成績
の 向 上 を 見 て い る が 、 さ ら に は 、 １ . LINAC
radiosurgery と 化 学 療 法 併 用 や カ フ ェ イ ン 投 与 、
EGR-1,Bax 遺伝子操作による遺伝子療法併用治療法の開
発（定位的放尃線・遺伝子併用療法）
、2.放尃線ラベルし
た抗癌剤の腫瘍内濃度を SPECT にて定量的に診断し、治
療する効率的治療法の開発（invivo 抗癌剤定量治療法）
、
3.ヒト繊維芽細胞に腫瘍細胞の P-53 変異遺伝子を導入
し、繊維芽細胞が発現した抗原性を認識・記憶する
CD4-,CD8-リンパ球を大量生産して患者に投与する養子
免疫療法の開発（変異 P-53 誘導 CTL 療法）
、4.liposome
に磁性体を封入し、liposome 表面にヒト白血球モノクロ
ナール抗体を付け腫瘍組織に取り込ませた後、MRI 診断
後に、MRI 磁場と liposome から腫瘍細胞内に移行した磁
性体との反応で温熱効果を得る治療法の開発（リポゾー
ム温熱治療法）を行い、将来的には４種類の異なった治
療法を包括的に用いるタ−ゲッテイング治療法を指向す
る。

2. 悪性グリオーマに対する新治療法の臨床研究
（１） 腫瘍ワクチン療法の研究
・摘出した腫瘍組織をホルマリン固定後に、特殊加工し
た腫瘍ワクチンを生産し、患者に皮内注尃して抗腫瘍効
果を期待する臨床研究を現在施行
中である。
（セルメデイシン株式会社、筑波大学との共
同研究）
（２） 経口テモゾラマイド薬投与による治療効果の研
究
・初期寛解治療後に外来通院中に本剤の投与を行い、治
療効果を判定する
３．脳腫瘍の臨床及び神経病理学的研究
原発性脳腫瘍の病理組織学的分類法は近年 WHO から
発表されたが未だどの分類に入るべき不明な腫瘍も尐な
くない。病理診断グループでの検討により現在まで数例
の、貴重な病理組織型を発表し、注目を得ている。また
通常の病理診断による適切な治療法選択のためには、増
殖能測定を含めた特殊染色診断法を活用し、正確な神経
病理学的診断を实行している。附属病院および関連病院
の症例に対して、神経病理学的検討を加えて子細に報告
し、治療法をアドバイスするとともに、神経病理カンフ
ァランスの場で成果を還元している。
４． ハブ每素に含有される生理活性物質を用いた抗腫
瘍効果に関する研究−新抗腫瘍薬開発の基礎的研究
自然界において、血管内皮細胞に target を持つ物質
の代表に每蛇がある。ハブ每素からもそのような物質等
の存在を解明し、腫瘍細胞や腫瘍血管内皮細胞に遺伝子
操 作 に よ り 類 似 CD95L を 発 現 さ せ た り 、 類 似
phospholipase A2 産 生 さ せ た り 、 ま た 合 成 の 類 似
phospholipase A2 薬剤を全身／局所投与することによっ
て、抗腫瘍効果を得られるものと考えられる。沖縄県衛
生環境研究所と共同研究し、現在２種類の特定蛋白を同
定し、ハブ每素による悪性神経膠腫細胞・腫瘍血管内皮
細胞のみを target にした選択的な抗腫瘍効果を得る研
究を实施している。
５. X-knife による脳腫瘍治療法の臨床研究
LINAC 放尃線を用いて経３cm 以下の脳腫瘍に定位放
尃線治療を行う治療法を放尃線治療グループと共同研究
している。治療適応を厳密にした選択症例の治療成績向
上に努める。
II) 脳血管障害への臨床・基礎的研究
１．脳血管障害の外科的研究
脳動脈瘤の外科的アプローチ等治療成績を向上の臨床
的研究の他に、大型の脳動脈瘤に対し、頭蓋底外科のア
プ ロ ー チ や 血 管 内 手 術 を 応 用 し た suction
decompression の手法を用いて治療を試みたり、また巨
大脳動脈瘤に対しては、橈骨動脈を用いた high flow
bypass を用いた血行再建術を組み合わせた治療を試み
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た。更に手術成績向上の臨床的研究を指向する。また
functional MRI, 神経心理検査などを用いた高次脳機能
の臨床的検討も、放尃線科、教養部心理学講座等と共同
で行っている。更に SPECT、XeCT による脳循環動態や血
管反応性の臨床研究も行っている。
2.血管内内視鏡の開発とその脳血管内手術への応用
近年の技術的進歩により、
ファイバースコープもより
細く柔軟なものが応用されるようになってきた。これを
応用した血管内視鏡は近年発達の著しい脳血管内手術の
分野でもより有用なツールとなる可能性があり、臨床応
用に発展させることを目的として基礎的研究を行う。
3. 脳血管内手術に関する基礎的臨床的研究
日本脳血管内治療学会の指導医、認定医の医局員を中
心に、以下の様な先進的治療を積極的に行い、基礎・臨
床研究においてもさらなる治療成績の向上につとめてい
る。
３ー１コイル塞栅術
現在市販のコイルを使用して、緊急破裂動脈瘤例、外
科的手術の困難な例や高齢者の脳血管疾患に対して治療
を行っている。既に６００例以上を経験し、沖縄県下で
は格段の臨床例、改善例を誇っている。
３ー２ステント手術
頚部内頚動脈、椎骨・脳底動脈の狭窄例や脳内脳血管
狭窄例に用いる新しい材料であるステントを臨床応用し
ている。椎骨・脳底動脈の狭窄例の外科的手術治療は困
難で手技も煩雑であったが、ステントの出現により血管
内から内腔を拡大した後にステントを留置し、狭窄を解
除する方法で、外科的治療困難例の治療を積極的に行っ
ている。既に２００例以上を経験し、沖縄県下では格段
の臨床例、改善例を誇っている。
３−３基礎的研究
脳血管内手術に関する基礎的研究として、
頸動脈ステ
ント留置術における拡張時の debris 検索を行い、
その有
効性について検討した。今後動物实験を通じて、脳血管
内手術の更なる安全性の向上をはかっていく予定である。
４．
脳血管障害惹起危険因子としての血管内皮細胞機能
評価に関する臨床研究

臨床薬理学講座との共同研究である。
現在沖縄県の脳血
管障害発症は問題視されているが、通常言われている危
険因子無しの脳血管障害患者の発症が尐なくないことに
注目し、血管内皮細胞の機能評価を検索するに至った。
約３０例の臨床研究を行い、
その成果を基に将来的には、
脳血管内皮細胞の機能評価へと進み、脳血管障害の予防
へと発展させていく。
III) 頭蓋底・脊髄外科の臨床研究
１．頭蓋底手術の臨床研究
数年前から、第一解剖学講座との共同研究で、
cadaver dissection による頭蓋底・脊髄の正常微小解剖
の検討を行い，各頭蓋底・脊髄病変に対して正常組織を
損傷しないように，またその機能を温存した顕微鏡下手
術法、手術アプローチの研究を行っている。キアリ奇形
の大孔減圧術も増加し、
良好な治療成績がえられている。
臨床研究では、頭蓋底部巨大腫瘍の手術（経錐体側頭骨
亜全摘）法の研究を耳鼻咽喉科グループと共同で行って
いる。
２．脊椎・脊髄手術の臨床研究
日本脊髄外科学会認定医の医局員を中心に、
脊髄腫
瘍、頸椎前法固定術、頸椎後方整復術、脊髄空洞症、等
の治療の他、解剖学的構築を重視した手術アプローチを
駆使し、最近はインスツルメント手術法を応用した、脊
椎・脊髄手術を積極的に試み、良好な治療成績を得てい
る。
IV) 脳外科疾患治療前・後の神経心理学的評価と臨床応
用
教育学部心理学講座富永大介教授グループとの共同研
究である。種々の脳外科疾患の神経心理学的検査評価を
基に、病変と解剖学的脳機能野との関連性、病変と
functional MRI との関連性、を検討し、将来的には正常
ヒト脳における脳機能マッピングを作成する。現在脳血
管障害、脳腫瘍の治療前後の認知機能評価が検討されて
おり、左脳と右脳病変との生理機能的な評価がなされつ
つある。
V) その他
小児脳神経外科学、
外傷、
奇形等についてはその都度、
各医局員が一般臨床研究として対処している。

B. 研究業績
症 例 報 告
CD08001: 宮城智央，饒波正博，石川智司，笠五直人，高良英一：神経梅每の一例，沖縄赤十字病院医学雑誌
Vol.16 No.1, 2008 年
国内学会発表
PD08001: 第 99 回，日本脳神経外科九州支部会 Azigos anterior cerebral artery に合併した破裂脳動脈瘤
の 1 例，2008/06/29
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(B)

PD08002: 第 100 回，日本脳神経外科九州支部会 トルコ鞍内神経鞘腫の一例，2008/09/06
PD08003: 2008 年 6 月脳神経外科学会九州地方会、
「偽性脳動脈瘤による急性硬膜下出血の術後に mutism を呈
した一例」久志助光
PD08004: 術中破裂を来した右椎骨動脈ー後下小脳動脈分岐部破裂動脈瘤に対し、椎骨動脈塞栅術にて救命し
得た一例 日本脳神経血管内血管内治療学会
PD08005: 宮城智央，饒波正博，石川智司，笠五直人，高良英一，吉五與志彦：第四脳审内血腫に関する開頭
血腫除去術の検討：第 14 回日本脳神経外科救急学会，2009 年 1 月，埻玉
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整形外科学分野
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，岳原吾一, 上原財, 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。本教审では 1)
外傷性、
2)腫瘍切除後、
3)骨髄炎に対する根治的切除後、
4)先天異常などによる四肢欠損や機能障害などの従来の
方法では再建が極めて困難な症例に対してマイクロサー
ジャリーを用いた血管柄付き腓骨移植や遊離広背筋皮弁
などの組織移植術を行っている。組織移植術を用いて機
能的ばかりでなく整容的にも良好な四肢再建が可能とな
った。
2. 運動・知覚神経の選択的再生能に関する实験的研究
（普天間朝上, 金谷文則）
末梢神経損傷例において神経縫合部で運動神経が知
覚神経に、知覚神経が運動神経に再生する misdirection
がおきると神経線維の過誤支配がおこり機能的な回復が
得られない。
私たちはこの misdirection をおこさない対
策として近位及び遠位神経断端の運動神経束と知覚神経
束を組織化学的に同定し運動神経束同士と知覚神経束同
士を縫合している。再生神経に運動・知覚神経への選択
的再生能がありそれを助長することができれば
misdirection の減尐により良好な機能回復を得られる。
私たちはラット大腻神経を切断，縫合しその遠位の運動
枝と知覚枝の CAT(choline acetyl transferase)活性を
測定した結果、運動神経線維に選択的再生能はないが運
動神経枝に再生した運動神経は知覚枝に再生したものに
比べて成熟(maturation)した結果を得た。
3. 先天性橈尺骨癒合症の分類とその骨形態における病
態の検討（金谷文則, 普天間朝上，金城政樹，岳原吾一,
上原財, 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. 神経線維腫症に伴う脊柱変形の検討
(野原博和, 我謝猛次, 米嵩理)
脊柱変形の中でも神経線維腫症に伴う脊柱変形は変形
の急速な進行や骨脆弱性、術後偽関節の多さなど問題の
多い病態である。神経線維腫症に伴う脊柱変形の原因は
明らかではないが、骨軟化症、腫瘍による骨のerosion、
内分泋異常、dystrophic feature等の関与が報告されて
いる。脊柱変形の進行には腫瘍やdystrophic changeの存
在が関与していると考えられ、私たちの検討でも
dystrophic changeの進行したものに変形の悪化が著し
く偽関節を来しやすい結果を得た。今後は傍脊柱腫瘍の
存在位置やレベル、dystrophic featureの各要素と脊柱
変形の進行との関係を詳細に検討し今後の治療に役立て
たい。
6. 環軸椎亜脱臼の治療
(我謝猛次, 野原博和, 黒島聡)
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。私たちは、環軸椎亜
脱臼に椎間関節の形態異常や椎骨動脈の走行異常を合併
する多くの症例を経験した。さらに、亜脱臼の整復の可
否、亜脱臼の動態、椎骨動脈走行を画像的に解析し、よ
り効果的かつ安全な手術方法とその治療成績を検討した。
その結果、術後の頚椎可動域制限を最小限とし、至適整
復位での固定が可能な環軸関節貫通スクリューを使用す
るMagerl法と後方ワイヤリング（Brooks法）の併用を第
一選択としてきた。2007年より環椎外側塊スクリューと
軸椎椎弓根スクリューを使用した固定法も行っている。
整復不能例や椎骨動脈の走行異常例には後頭頚椎固定術
を行っている。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. 石灰化を伴う軸椎歯突起後方偽腫瘍の病態と治療法
の研究
(黒島聡, 野原博和, 我謝猛次)
非リウマチ性環軸関節不安定症に伴う歯突起後方偽腫
瘍については病理組織学的検討から環軸椎不安定性によ
る機械的刺激に対する環椎横靱帯の反応性肣厚と推察さ
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れている。偽腫瘍による脊髄症の治療法として経口進入
による摘出術があるが、多くの合併症が報告されていて
安全な方法とは言い難い。近年直接偽腫瘍を切除しなく
ても環軸椎固定術のみで偽腫瘍は経時的に縮小し症状は
改善するとの多くの臨床的報告が行われ軸椎後方偽腫瘍
の標準的治療法として定着している。我々は大きな石灰
化を伴う歯突起後方偽腫瘍により脊髄症発症した症例を
1例経験した。
環軸椎固定術のみで大きな石灰化を伴う歯
突起後方偽腫瘍が同様に消退するかどうかについての報
告はなかったため、後弓部分切除による脊髄除圧後に環
軸椎固定術を行ったところ石灰化を伴う歯突起後方偽腫
瘍は経時的に消退し症状は改善した。
本症例ではX線像で
多関節にCPPD結晶沈着を認めており診断基準を満たして
いた。CPPD結晶沈着症において環椎横靱帯の石灰化像が
40～60％に認められるとの報告があり、本症例もそれに
該当すると思われた。今後CPPD結晶沈着症と環軸椎亜脱
臼を合併する症例を蓄積し石灰化を伴う軸椎歯突起後方
偽腫瘍の病態と治療法について研究を行っていきたい。
8. ラット髄核留置モデルにおける疼痛関連行動と血管
新生因子の発現の関与
(三好晋爾, 野原博和, 米嵩理)
腰椎椎間板ヘルニアは、機械的圧迫因子と化学的因子
により症状が惹起される。实験的検討では、脊髄神経へ
の髄核留置後の疼痛閾値の低下、神経内血流や機能の低
下が報告されている。しかし、疼痛閾値の回復期におけ
る神経再生と神経内血管の変化については不明である。
本研究の目的は、ラット髄核留置モデルを用いて、Sham
群と比較し、行動学的検討を行うとともに、神経損傷因
子、血管心性因子である activating transcription
factor3 (ATF3：神経損傷マーカー)、 hypoxia-inducible
factor-1α (HIF-1α：虚血マーカー)、 VEGF（血管新生
因子）、growth associated protein-43 (GAP-43：軸索
伸長因子)、第Ⅷ因子（血管内皮細胞マーカー）の免疫活
性（IR）を染色し、ウエスタンブロットで、VEGF と GAP-43
を定量することで神経内血管への影響を調べ、疼痛閾値
と神経損傷因子、血管新生因子との関係について調べる
ことである。
9. 悪性骨腫瘍に対する液体窒素処理（前原博樹、當銘
保則）
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 年以前は切断術が为
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、放尃線処理、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。
10. 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）
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腻部皮下に移植した实験モデルでは、
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。
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）
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 60％前後まで上昇してきたが
未だ満足できる治療成績ではない。悪性骨軟部腫瘍に対
する抗がん剤は 1970 年代後半から 1980 年代にかけてア
ドリアシン、シスプラチン、メソトレキセート、イフォ
マイドの 4 剤が導入され種々のプロトコールが改善され
てきたが、それ以降は新薬が出現していないのが現状で
ある。
カフェインは DNA 修復阻害作用を有し、DNA 損傷を引き
起こす抗がん剤との併用で抗がん剤の殺腫瘍細胞効果を
高めることが期待される。1980 年代後半より抗がん剤と
カフェインを組み合わせた化学療法が考案され、現在ま
でに初回治療時に肺転移を有しない骨肉腫の 5 年生存率
は 90％、
悪性軟部腫瘍の 5 年生存率は 81％と飛躍的に改
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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. 骨肉腫における遺伝子伝達による肺転移能の獲得
（當銘保則、前原博樹）
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。
異なる転移能を有する 2 種類の骨肉腫細胞株をそれぞれ
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
が伝達されているのも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を解析をすすめてい
きたい。
13. 骨粗鬆症と大腻骨近位部骨折（大湾一郎，新垣晴美）
大腻骨近位部骨折には大腻骨頚部骨折と大腻骨転子部
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 に発生した大腻骨近位部骨折は 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。
また大腻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
腻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。
14. 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,
池間康成, 久保田哲也, 仲宗根哲, 大湾一郎）
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。
15. 骨軟骨欠損部に対する、骨髄由来間葉系幹細胞を用
いた再生医療（新城宏隆，大湾一郎，六角高祥）
スポーツによる外傷、離断性骨軟骨炎、特発性骨壊死、
骨折などによって、関節軟骨の損傷や、骨軟骨欠損が起
こると、軟骨組織は修復能力が乏しいために、変形性関
節症へ進展することがな多い。特に膝関節の障害は日常
生活に高度の支障をきたすようになる。しかし軟骨損傷
に対する治療法はまだ確立されていないのが現状である。
当科では骨軟骨欠損に対する治療法確立のために、細胞
工学的手法を用いた組織再生の基礎研究を行っている。
骨髄由来の間葉系幹細胞を scaffold（コラーゲンとβ－
TCP（リン酸化カルシウム３燐酸）の複合材料）に播種、
3 次元培養し、骨軟骨欠損部に充填することにより、関節
軟骨である硝子軟骨へ修復されるかどうか評価、検討を
行っている。
16. 関節リウマチに関する抗ミッドカイン療法（池間康
成，新城宏隆，大湾一郎）
滑膜炎が为体であり多発性関節痛と腫張を为症状とす
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尐なくない。近年では、
infliximabやetanercept といった炎症に関与するtum
ornecrosis 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、滑膜炎を为体とす
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。
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17. 下肢人工関節の長期有用性についての検討（大湾一
郎, 新城宏隆, 池間康成, 久保田徹也, 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（为に股，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
で当教审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。
18. 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（大湾一郎, 仲宗根哲，新城宏隆, 池間康成, 久
保田徹也）
人工膝関節置換術は、変形性膝関節症や関節リウマチ
に対して行われ、痛みと歩行能力を改善し、患者の生活
の質の向上をもたらす手術である。近年その需要が増加
するにつれ、早期リハビリテーションに対する意識が高
まっている。早期リハビリテーションには術後の疼痛コ
ントロールが不可欠で、そのコントロール方法について
様々な議論がなされている。当科では、疼痛コントロー
ルとして硬膜外麻酔や大腻神経ブロック、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。

19. 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, 池間康成, 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、实際の
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。また赤外線反尃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。
20. 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(大湾一郎, 池間康成, 久保田
徹也, 新城宏隆, 仲宗根哲)
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。

B. 研究業績
著
書
BI08001: 金谷文則: 第 3 編 整形外科治療総論 3.マイクロサージャリー. 標準整形外科(第 10 版), 国文正
一, 鳥巣岳彦(監修), 中村利孝, 松野丈矢, 内田淳正(編), 179-188, 医学書院, 東京: 2008.

(A)

BI08002: 金谷文則: 第 5 編 疾患各論 24.肘関節. 標準整形外科(第 10 版), 国文正一, 鳥巣岳彦(監修), 中
村利孝, 松野丈矢, 内田淳正(編). 382-395, 医学書院, 東京: 2008.

(A)

BD08003: 普天間朝上, 金谷文則: RA 肘関節の再建(表面置換型人工肘関節) 顆部欠損例に対する適応と手技.
OS NOW 7 リウマチ上肢の再建術 満足する ADL･QOL 獲得する手技のコツ, 金谷文則(担当編集).
61-71, メジカルビュー, 東京: 2008.

(B)

BI08004: 金谷文則: Ⅸ.先天異常. 第 27 回新潟手の外科セミナー･テキスト, (負)新潟手の外科研究所(編), (B)
255-307, (負)新潟手の外科研究所, 新潟: 2008.

- 168 -

原
著
OI08001: 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 金城政樹, 堀切健士, 赤嶺良幸, 金谷文則: VAF flap または
V-NAF flap により被覆した下肢皮膚欠損例の検討. 整形外科と災害外科, 57(1): 6-9, 2008.

(B)

OI08002: 大城義竹, 屋良哲也, 仲宗根朝洋, 大城亙, 金谷文則: 頚髄圧迫障害を伴った成人 T 細胞白血病
(ATL)の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(2): 200-204, 2008.

(B)

OI08003: 川越得弘, 安里英樹, 比嘉丈矢, 前原博樹, 金谷文則: 右小指に発生した Neural Fibrolipoma の 1
例. 整形外科と災害外科, 57(2): 303-306, 2008.

(B)

OI08004: 比嘉丈矢, 安里英樹, 川越得弘, 金谷文則: 陰圧閉鎖療法にて改善した難治性下肢潰瘍の 3 例. 整
形外科と災害外科, 57(2): 311-315, 2008.

(B)

OI08005: 川越得弘, 安里英樹, 比嘉丈矢, 金谷文則: 肩関節の過牽引により生じた棘上筋腱断裂、肩甲下筋
腱断裂、上腕二頭筋腱脱臼の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(2): 328-331, 2008.

(B)

OI08006: 普天間朝上, 金谷文則: 橈骨遠位骨端線早期部分閉鎖に対して、骨端線解離術および脂肪移植術に
骨延長を併用した 3 例. JJAEFLL, 19: 59-62, 2008.

(B)

OI08007: 普天間朝上, 金谷文則: 特集: 整形外科手術に役立つ皮弁とそのこつ. Orthopaedics, 21(5):
87-91, 2008.

(B)

OI08008: 金城政樹, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 金谷文則: 先天性橈尺骨癒合症. 整形外科と災害外
科, 51(2): 191-197, 2008.

(B)

OI08009: 金谷文則, 金城政樹: RA 手関節の再建 RA 手関節に対する Sauvé-Kapandji 法, OS NOW 7 リウマチ
上肢の再建手術 満足する ADL･QOL を獲得する手技のコツ, 岩本幸英, 安田和則, 馬場久敏, 金谷
文則(編). 90-100, メジカルビュー, 東京: 2008.

(B)

OI08010: 新城宏隆, 船越雄誠, 金谷文則: モーションキャプチャーシステムを用いた下肢の三次元動作解析
Three-dimensional motion analysis of lower-limb using motion capture system. 関節外科 基
礎と臨床, 27(9): 94-98, 2008.

(B)

OI08011: 野原博和, 我謝猛次, 黒島聡, 三好晋爾, 金谷文則: 脊髄軟膜下脂肪腫の 4 手術例. 整形外科と災
害外科, 57(4): 671-676, 2008.

(B)

OI08012: 岳原吾一, 金谷文則: 手関節･手の疾患Ⅲ. イラストでわかる整形外科診療, 久保俊一, 内尾祐司
(編), 66-77, 文光堂, 東京: 2008.

(B)

OI08013: 安里英樹, 比嘉丈矢, 照屋均, 金谷文則: 肩関節腱板広範囲断裂に対する棘下筋移行術の術後成
績. 肩関節, 32(2): 405-408, 2008.

(B)

OI08014: 普天間朝上, 金谷文則:【上肢障害･外傷後後療法マニュアル】血行障害(切断指再接着を含む）の後
療法. MB Orthop, 21(11): 137-144, 2008.

(B)

OI08015: 普天間朝上, 金谷文則:【整形外科手術に役立つ皮弁とそのコツ】遊離皮弁 皮弁･中隔皮弁 外側上
腕皮弁. MB Orthop, 21(5): 87-91, 2008.

(B)

OI08016: 上原財, 大久保宏貴, 赤嶺良幸, 堀切健士, 岳原吾一, 普天間朝上, 金谷文則: 上位型腕神経叢損
傷に対し二期的機能再建を行った 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup2): 162, 2008.
OI08017: 仲宗根哲, 平川和男, 巽一郎, 高柳聡, 金谷文則: 低侵襲人工股関節全置換術と早期退院プログラ
ムによる医療経済効果と問題点. 整形外科, 59(12): 1485-1489, 2008.

(B)

OI08018: 山口浩, 末永直樹, 大泉尚美, 細川吉博, 金谷文則, 三浪明男:【上肢の外科 最近の進歩】肩関節
疾患の治療 広範囲腱板断裂の治療 広範囲腱板断裂に対する直視下 surface-holding repair

(B)

- 169 -

(B)

technique の治療成績. 別冊整形外科, 54: 81-84, 2008.
OI08019: 山口浩, 末永直樹, 大泉尚美, 山根慎太郎, 細川吉博, 金谷文則, 三浪明男:【上肢の外科 最近の
進歩】肩関節疾患の治療 上腕骨近位部骨折に対する新しい内固定剤とその成績 上腕骨近位端骨折
に対する Straight Nail System の使用経験 75 歳以上の高齢者および偽関節例に対する経験を中心
に. 別冊整形外科, 54: 51-5, 2008.

(B)

OI08020: Yonetake T, Skiguchi M, Konno S, Kikuchi S, Kanaya F. Compensatory neovascularization after
cauda equina compression in rats. Spine 2008; 33: 140-5.

(A)

OI08021: Yasuda K, Kitamura N, Gong JP, Arakaki K, Kwon HJ, Onodera S, Chen YM, Kurokawa T, Kanaya
F, Ohmiya Y, Osada Y: A Novel Double-Network Hydrogel Induces Spontaneous Articular Cartilage
Regeneration in vivo in a Large Osteochondral Defect. Macromol Biosci 2008.

(A)

症 例 報 告
CI08001: 金城忠克, 金城聡, 岳原吾一, 普天間朝上, 金谷文則: 免疫不全を伴わない女児の尺骨近位に発生
した結核性骨髄炎の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup2): 105, 2008.
CI08002: 大久保宏貴, 赤嶺良幸, 上原財, 堀切健士, 岳原吾一, 普天間朝上, 金谷文則: 手根骨癒合症が疑
われた 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup2): 71, 2008.
総
説
RI08001: 金谷文則: ｢屈筋腱縫合･腱移植｣と｢前十字靱帯再建｣−整形外科 subspecialty 間の共同研究−. 日関
病誌, 27(1): 1-2, 2008.
国際学会発表
PI08001: Yasunori Tome. In vivo imaging of the interaction between cancer cells of different metastasis
potential. Asia Pacific Musculoskeletal Tumor Society Meeting. Sep, 2008.
PI08002: Fuminori Kanaya. Reconstruction of the Collateral Ligament of the Thumb MP Joint. APFSSH
pre-congress Macau Symposium. Feb, 2008.
PI08003: Fuminori Kanaya. Mobolization of a Proximal Radioulnar Synostosis with use of a Free
Vascularized Fascio-Fat Graft and a Radius Osteotomy. APFSSH Hong Kong Symposium. Feb, 2008.
国内学会発表
PD08001: 普天間朝上, 大城亙, 岳原吾一, 伊佐智博, 金城政樹, 金谷文則: 上腕三頭筋枝を三角筋へ神経移
行した上位型腕神経叢損傷の 1 例. 日手会誌, 24(5): 818-819, 2008.
PD08002: 仲宗根素子, 新垣寛, 知念弘, 伊佐智博, 大城亙, 岳原吾一, 普天間朝上, 金谷文則: 陳旧性肘関
節内側側副靱帯付着部裂離骨折に対し骨接合を行った 3 例. 日手会誌, 24(5): 816, 2008.
PD08003: 大城亙, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 松田英敏, 金谷文則, 加藤誠也: 生検部より腫瘤が突
出した手掌部軟部腫瘍の 1 例. 日手会誌, 24(5): 812-813, 2008.
PD08004: 松田英敏, 普天間朝上, 大城亙, 岳原吾一, 伊佐智博, 金谷文則: 骨端線付き骨移植を行った両側
多合趾症の 1 例. 日手会誌, 24(5): 809, 2008.
PD08005: 金谷文則, 普天間朝上, 岳原吾一: マイクロサージャリーの基本手技神経縫合 神経縫合術. 日本
マイクロ会誌, 21(2): 119, 2008.
PD08006: 金谷文則: スポーツにおける手の外傷・障害のメカニズムと予防. 整スポ会誌. 28(1): 27, 2008.
PD08007: 新垣和伸, 北村信人, 谷黒裕子, ChenYong Mei, GongJian Ping, 長田義仁, 安田和則, 金谷文則:
高強度超低摩耗ダブルネットワーク・ハイドロゲル製人工軟骨が相対する正常軟骨に与える効果の
in vivo 評価. 日整会誌, 82(8): S1182, 2008.

- 170 -

(B)

(B)

(C)

PD08008: 當銘保則, 土屋弘行, 白五寿治, 林克洋, 山内健輔, 武内章彦, 大城一誓, 河野正典, 金谷文則,
HoffmanRobert M., 富田勝郎: 異なるヒト骨肉腫細胞株の肺転移における腫瘍細胞間相互作用のリ
アルタイム画像解析. 日整会誌, 82(8): S1175, 2008.
PD08009: 半澤浩明, 前原博樹, 金谷文則: von Recklinghausen disease に併発した脱分化型脂肪肉腫の 1 例.
日整会誌, 82(6): S869, 2008.
PD08010: 前原博樹, 要匡, 柳久美子, 成富研二, 半澤浩明, 大湾一郎, 金谷文則: ミッドカイン siRNA の骨
肉腫に対する in vivo での効果. 日整会誌, 82(6): S802, 2008.
PD08011: 當銘保則, 土屋弘行, 白五寿治, 林克洋, 山内健輔, 金谷文則, HohhmanRobert M., 富田勝郎: 異
なる肺転移能を示すヒト骨肉腫細胞株の腫瘍細胞間相互作用のリアルタイム画像解析. 日整会誌,
82(6): S784, 2008.
PD08012: 岳原吾一, 普天間朝上, 伊佐智博, 赤嶺良幸, 金谷文則: 多発性骨軟骨腫における前腕手術例の検
討(特に尺骨延長の視点から). 日整会誌, 25(1): S180, 2008.
PD08013: 堀切健士, 金谷文則, 普天間朝上, 伊佐智博, 新垣晃: Camitz 変法による母指対立再建術. 日手会
誌, 25(1): S145, 2008.
PD08014: 金谷文則: 関節リウマチとリハビリテーション 上肢を中心として. Jpn J Rehabil Med, 45(Sup):
S121, 2008.
PD08015: 翁長正道, 米須寛朗, 安里英樹, 島袋孝尚, 金谷文則: 外傷性肩関節前方不安定症に対する鏡視下
Bankart 法の治療成績. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 186, 2008.
PD08016: 岳原吾一, 普天間朝上, 伊佐智博, 堀切健士, 赤嶺良幸, 大久保宏貴, 金谷文則: 陳旧性小指屈筋
腱皮下断裂に対し、橋渡し腱移植後に減張位早期自動運動を行った 1 例. 整形外科と災害外科,
57(Sup1): 182, 2008.
PD08017: 赤嶺良幸, 金谷文則, 普天間朝上, 加藤誠也: 異所性骨化と鑑別が必要であった肘関節内遊離体の
1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 165, 2008.
PD08018: 堀切健士, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 赤嶺良幸, 金谷文則: 正中神経に発生した蔓状神経
鞘腫の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 156, 2008.
PD08019: 野原博和, 我謝猛次, 黒島聡, 米嵩理, 金谷文則: 神経線維腫症に伴う脊柱変形に対する手術例の
検討. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 150, 2008.
PD08020: 米嵩理, 黒島聡, 我謝猛次, 野原博和, 金谷文則: 胸腰椎移行部の後彎変形をきたした SAPHO 症候
群の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 148, 2008.
PD08021: 奥間英一郎, 當眞嗣一, 浦崎康達, 渡邉美和, 金城聡, 野原博和, 金谷文則: 下垂足を呈した腰椎
椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症の検討. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 143, 2008.
PD08022: 我謝猛次, 野原博和, 黒島聡, 米嵩理, 金谷文則, 勢理実久: 内視鏡下腰椎後方除圧術の短期成
績. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 139, 2008.
PD08023: 勢理実久, 野原博和, 我謝猛次, 金谷文則: 80 歳以上の腰部脊柱管狭窄症の手術成績. 整形外科と
災害外科, 57(Sup1): 139, 2008.
PD08024: 宮里聡, 普天間朝上, 金谷文則: 骨欠損を伴う尺頭粉砕骨折の一例. 整形外科と災害外科,
57(Sup1): 134, 2008.
PD08025: 呉屋亓十八, 新垣宜貞, 砂川秀之, 東千夏, 小浜博太, 比嘉勝一郎, 金城幸雄, 喜友名正也, 金谷
文則: 大腻部皮下に発生した Glomus tumor の 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 128, 2008.
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PD08026: 大久保宏貴, 半澤浩明, 前原博樹, 金谷文則: 左大腻部 gossypiboma(いわゆる gauzeoma)の 1 例.
整形外科と災害外科, 57(Sup1): 127, 2008.
PD08027: 小浜博太, 砂川秀之, 新垣宜貞, 東千夏, 山川慶, 金城幸雄, 金谷文則: 腓骨骨切り･靱帯切離を
行いアプローチし、手術した距骨骨軟骨骨折の一例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 112, 2008.
PD08028: 東千夏, 新垣宜貞, 砂川秀之, 小浜博太, 比嘉勝一郎, 金城幸雄, 金谷文則: 大腻骨顆部骨折にお
いて術中肺塞栅症を来した 1 例. 整形外科と災害外科, 57(Sup1): 102, 2008.
PD08029: 外間浩, 大城亙, 金谷文則: 橈骨遠位端骨折における各種手術療法について. 整形外科と災害外
科, 57(Sup1): 33, 2008.
PD08030: 我謝猛次, 野原博和, 六角高祥, 黒島聡, 三好晋爾, 米嵩理, 金谷文則: 片側 Magerl 法の手術成
績. 日整会誌, 82(2): S332, 2008.
PD08031: 伊佐智博, 普天間朝上, 岳原吾一, 金城政樹, 堀切健士, 赤嶺良幸, 金谷文則, 外間浩, 知念弘:
ムチランスタイプ RA 肘に対する Kudo elbow･K-elbow の術後合併症. 日整会誌, 82(2): S236, 2008.
PD08032: 友寄英二, 嘉手川啓, 林宗幸, 盛島秀泉, 上里智美, 城田真一, 大城朊之, 金谷文則: 人工膝関節
置換術後の関節可動域不良例の検討. 日整会誌, 82(2): S224, 2008.
PD08033: 船越雄誠, 小林良充, 高橋勇二, 五上善也, 新城宏隆, 林宗幸, 宮田佳英, 金谷文則: 人工膝関節
置換術後の関節可動域不良例の検討. 日整会誌, 82(2): S224, 2008.
PD08034: 船越雄誠, 小林良充, 高橋勇二, 五上善也, 新城宏隆, 林宗幸, 宮田佳英, 金谷文則: MRI と問診
から考察するサッカープレー中に生じた ACL 損傷のメカニズム. 日整会誌, 82(2): S121, 2008.
PD08035: 金城政樹, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 金谷文則:【小児の上肢先天異常 その診断･治療】先
天性橈尺骨癒合症. 整･災外, 51(2): 191-197, 2008.
PD08036: 堀切健士, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 赤嶺良幸, 大久保宏貴, 金谷文則: 重度手根管症候
群に対する母指対立再建術. 末梢神経, 19(2): 422, 2008.
PD08037: 普天間朝上, 堀切健士, 金谷文則: Oberlin 法と上腕三頭筋枝を三角筋へ神経移行した上位型腕神
経叢損傷の 1 例. 末梢神経, 19(2): 274-276, 2008.
PD08038: 伊佐智博, 普天間朝上, 大城亙, 岳原吾一, 金城政樹, 金谷文則: 橈骨遠位骨端線早期部分閉鎖に
対して、骨端線解離術および遊離脂肪移植術を行った 3 例. 日手会誌, 24(5): 815, 2008.
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視覚機能制御学分野
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, 酒五寛,
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、实施した。
久米島町民にとっては緑内障の有病率を把握し、緑内
障の早期発見治療を可能とする。さらに久米島町の調査
結果を本邦全土の緑内障疫学調査と対比・比較すること
により、日本全国の緑内障の病型分布について比較検討
することを目的に、最新の緑内障診断機器を利用した調
査も行っている。
2, 久米島における翼状片疫学調査(城間弘喜, 比嘉明
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实施し、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
实施している。
3, 超音波生体顕微鏡(UBM)の新規ソフトウェアの開発
(酒五寛, 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（酒五寛、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
BD08001: 澤口昭一: 隅角検査, 非圧迫型隅角鏡, 圧迫隅角鏡と UBM. 眼科診療のコツと落とし穴 3, 58-59,
中山書店, 東京, 2008

(B)

BD08002: 澤口昭一: 結膜に余裕のない狭い瞼裂眼での工夫. 眼科インストラクションコース 14, 132-133,
メジカルビュー社, 東京, 2008

(B)

BD08003: 澤口昭一: 原発閉塞隅角症･原発閉塞隅角緑内障の治療指針. 眼科インストラクションコース 17,
34-39, メジカルビュー社, 東京, 2008

(B)

BD08004: 早川和久: 幼児眼瞼内反症に対する局所麻酔下手術（真田法）. 眼科診療のコツと落とし穴 1, 30,
中山書店, 東京, 2008

(B)

BD08005: 早川和久: 狭隅角眼に対する白内障手術 眼科診療のコツと落とし穴 1, 92-93, 中山書店, 東京,
2008

(B)
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BD08006: 中村秀夫: 手が震えてしまうときの鑷子, 剪刀の使い方. 眼科治療のコツと落とし穴 2, 17, 中山
書店, 東京, 2008

(B)

BD08007: 中村秀夫: 網膜細動脈瘤破裂に対する硝子体手術. 眼科治療のコツと落とし穴 2, 98, 中山書店,
東京, 2008

(B)

BD08008: 酒五寛: 狭隅角の散瞳．眼科プラクティス 23, 398, 文光堂, 東京, 2008

(B)

BD08009: 酒五寛, 澤口昭一: 疾患別治療戦略と処方の实際 緑内障 原発閉塞隅角緑内障 One Point Advice
狭隅角の散瞳．眼科プラクティス 23, 110-111, 文光堂, 東京, 2008

(B)

BD08010: 酒五寛, 平安山市子: 原発閉塞隅角症の見つけ方. 眼科インストラクションコース 17, 20-25, メ
ジカルビュー社, 東京, 2008

(B)

原
著
OI08001: Nakamura H, Hayakawa K, Sawaguchi S, et al: Visual outcome after vitreous, sub-internal
limiting membrane, and/or submacular hemorrhage removal associated with ruptured retinal
areterial macroaneurysms. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 246: 661-669, 2008

(A)

OI08002: Ishikawa S, Nakamura Y, Nakamura Y, et al: Efficasy and safety of combinaiton therapy with
latanoprost after a change in therapeutic regimen from tomolol to brinzolamide in Japanese
adult patients with primary open angle glaucoma and ocular hypertention: open, non-randomized
12-week study. Clinical Ophthalmology, 2: 703-708, 2008

(A)

OI08003: Miyara N, Shinzato M, Yamashiro Y, et al: Proteomic analysis of rat retina in steroid-induced
ocular hypertensionmolel:potential vulunerability to Oxidative stress. Jap J Ophthalmol, 52:
84-90, 2008

(A)

OD08001: 我謝猛, 中村秀夫, 長嶺紀良, 他: 過去３年間における開放性眼外傷の検討． 眼科臨床紀要, 1:
871-875, 2008

(B)

OD08002: 冨山浩志, 石川修作, 新垣淑邦, 他: Dynamic Contour Tonometer(DCT) と Goldman 圧平眼圧計, 非
接触型眼圧計の比較. あたらしい眼科, 25: 1022-1026, 2008

(B)

OD08003: 目取真興道, 長嶺紀良, 我謝猛, 他: マイラゲル（MIRAgel）の長期経過後の合併症． あたらしい
眼科, 25: 533-537, 2008

(B)

OD08004: 比嘉明子, 城間弘喜, 宮良孝子, 他: 過去６年間の角膜移植症例の検討．あたらしい眼科, 25:
533-537, 2008

(B)

症 例 報 告
CI08001: Hayasaka K, Nakamura H, Hayakawa K, et al: A case of endogenous bacterial endopthalmitis caused
by Streptococcus bovis. Int Ophthalmol, 28: 55-57, 2008
CD08001: 早坂香恵, 酒五寛, 澤口昭一: ラタノプロストの点眼が長期有効であった閉塞隅角緑内障の１例.
眼科, 50: 335-340, 2008

(B)

(B)

総
説
RD08001: 澤口昭一: 緑内障の薬物治療. あたらしい眼科, 25: 297-302, 2008

(B)

RD08002: 澤口昭一: 抗緑内障点眼薬による眼外傷. あたらしい眼科, 25: 431-436, 2008

(B)

RD08003: 酒五寛: 【眼科疾患アトラス】緑内障 圧迫隅角鏡と器質的周辺虹彩前癒着. 眼科, 50: 1436-1437,
2008

(B)

RD08004: 酒五寛: 【眼科疾患アトラス】緑内障 プラトー虹彩. 眼科, 50: 1422, 2008

(B)
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RD08005: 酒五寛、平安山市子: 【眼科疾患アトラス】緑内障 悪性緑内障. 眼科, 50: 1407, 2008

(B)

RD08006: 酒五寛, 新垣淑邦: 【眼科疾患アトラス】緑内障 緑内障急性発作時の角膜上皮浮腫. 眼科, 50:
1402, 2008

(B)

RD08007: 酒五寛: 【
「原発閉塞隅角緑内障」最近の論点】原発閉塞隅角症と原発閉塞隅角緑内障. 眼科, 50:
259-264, 2008

(B)

国際学会発表
PI08001: Sawaguchi: Peripheral anterior chamber depth analyzer and Kumejima study. SEAGIG & AACCGS,
Seou Korea
PI08002: Sawaguchi: Prevalence of Angle Closure Glaucoma in Kumejima Okinawa. American Academy of
Ophthalmology, America
PI08003: Arakaki Y. et al: Results of scanning peripheral anterior chamber depth analyser. World
ophthalmology congress, Hong Kong
PI08004: Tomoyose E. et al: Intraocular pressure and associated factors in a population based study
in southern part of japan: The kumejima study. World ophthalmology congress, Hong Kong
PI08005: Sawaguchi S. et al: Prevalence of Occludable Angle in Okinawa. World ophthalmology congress,
Hong Kong
PI08006: Henzan I. et al: Bullous Keratopathy following laser iridotomy in Okinawa. World ophthalmology
congress, Hong Kong
PI08007: Medoruma K. et al: Long-term complications of MIRAgel®. World ophthalmology congress, Hong
Kong
国内学会発表
PD08001: 澤口昭一: レーザー治療
横浜

レーザー虹彩切開術とレーザー線維柱帯形成術. 日本眼科手術学会,

PD08002: 長嶺紀良, 他: 白内障硝子体同時手術における術後屈折値と予測値の差. 日本眼科手術学会, 横浜
PD08003: 酒五寛: 隅角開放術としての水晶体再建術. 日本眼科手術学会, 横浜
PD08004: 比嘉明子, 他: 久米島スタディ対象者における屈折と眼所見及び全身所見との関連. 日本眼科学
会, 横浜
PD08005: 山本俊一, 他: 久米島スタディにおける原発開放隅角緑内障（広義）の有病率. 日本眼科学会,
横浜
PD08006: 澤口昭一, 他: 久米島スタディにおける原発閉塞隅角緑内障の有病率. 日本眼科学会,横浜
PD08007: 新垣淑邦, 他: 久米島スタディにおける走査型周辺前房深度計の測定結果と影響因子の検討. 日本
眼科学会, 横浜
PD08008: 仲村優子, 他: 久米島スタディにおける視力障害の有病率と原因疾患, 日本眼科学会, 横浜
PD08009: 酒五寛: 久米島スタディ. 日本眼科学会, 横浜
PD08010: 酒五寛: 続発緑内障の診断と鑑別. 日本眼科学会, 横浜
PD08011: 目取真興道, 他: アトピー性網膜剥離に対し、前部硝子体切除を併用しバックル手術を施行した
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2 症例. 九州眼科学会, 別府
PD08012: 親川格, 他: 治療に難渋したコーツ病の１例. 九州眼科学会, 別府
PD08013: 酒五寛, 他: 前眼部 OCT による原発閉塞隅角症の uveal effusion の所見. 九州眼科学会, 別府
PD08014: 宮國環, 他: 眼瞼脂腺癌の６例. 九州眼科学会, 別府
PD08015: 平安山市子, 他: UBM の angle opening distance による相対的瞳孔ブロックとプラトー虹彩形状の
比較. 九州眼科学会, 別府
PD08016: 酒五寛: Primary angle closure, mechanisms and indications of surgical treatment 隅角閉塞
のメカニズムと治療適応の考え方-閉塞隅角とは何か?-. 日本緑内障学会, 大阪
PD08017: 澤口昭一: 久米島スタディ. 日本緑内障学会, 大阪
PD08018: 澤口昭一: 走査型周辺前房深度測定装置を用いた狭隅角眼の頻度と危険因子. 日本緑内障学会,
大阪
PD08019: 酒五寛: 隅角検査, どうします?. 日本緑内障学会, 大阪
PD08020: 新垣淑邦, 他: 久米島スタディのおける走査型周辺前房深度計の測定結果. 日本緑内障学会, 大阪
PD08021: 平安山市子, 他: 疫学調査にもとづく超音波生体顕微鏡による隅角構造の解析: 久米島スタディ.
日本緑内障眼科, 大阪
PD08022: 幸地弘子, 他: 原発閉塞隅角緑内障の白内障手術後の屈折について. 日本緑内障学会, 大阪
PD08023: 友寄絵厘子, 他: 前眼部 OCT で診断した原発閉塞隅角症の Uveal Effusion の分布. 日本緑内障学
会, 大阪
PD08024: 目取真興道, 他: バックル術後の続発閉塞隅角緑内障に対し白内障手術を施行した 3 症例. 日本臨
床眼科学会, 東京
PD08025: 加治屋志郎, 他: 高気圧酸素治療を用いた網膜中心静脈閉塞症の治療成績. 日本臨床眼科学会,
東京
PD08026: 澤口昭一: 疫学「久米島スタディと他の疫学調査」. 日本臨床眼科学会, 東京
PD08027: 酒五寛: 原発閉塞隅角症における毛様体脈絡膜剥離の重要性. 日本臨床眼科学会, 東京
PD08028: 中村秀夫, 他: 毛様溝逢着眼内レンズの変位・落下による再手術例. 日本網膜硝子体学会, 京都
その他の刉行物
MD08001: 澤口昭一: 二重発表における研究者の善意と良心. 日本眼科学会雑誌, 112: 633-635, 2008
MD08002: 澤口昭一: 狭隅角に伴う緑内障の新しい考え方. 日本眼科学会雑誌, 111: 845-847, 2008
MD08003: 澤口昭一: 緑内障診療の 20 年後-初夢‐．日本の眼科, 79: 17-20, 2008
MD08004: 澤口昭一: 久米島スタディーで得られるものは？. あたらしい眼科，臨増：23-26, 2008
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を抽出し上記の酵素の遺伝子多型と多重癌の関連につい
て検討中である。

A. 研究課題の概要

2. ナトリウム利尿ペプチドによる内耳液代謝調節機構
の解明(鈴木幹男, 大田重人，又吉 宠，我那覇 章)
近年，水代謝に関係する生理活性物質（抗利尿ホルモ
ン，ナトリウム利尿ペプチドなど）の受容体が内耳・内
リンパ嚢に存在し，内耳液代謝に関与していることが明
らかになりつつある。しかし，生理的条件下及び内リン
パ水腫形成時にこれらの生理活性物質が内耳や内リンパ
嚢でどのように水・電解質を制御しているかについては
不明の点が多い。さらに ANP family とアクアポリンの関
係について神経系，腸管ではアクアポリン 3・4 を調節し
ていることが近年報告されたが，内耳での調節機構に関
する報告はみられない。本研究では特にナトリウム利尿
ペプチド(ANP family）による内耳水電解質制御機構につ
いて明らかにする。
正常動物，内リンパ水腫作成動物にナトリウム利尿ペ
プチドを内耳，全身に投与し，内耳血流，内耳組織変化，
内耳での水代謝に関係する生理活性物質の受容体遺伝子
発現変化を検討している。また CNP ノックアウトマウス
の聴力・内耳組織変化を検討中である。

1. 頭頸部癌発症に関与する乳頭腫ウイルス，EB ウイル
ス感染及びアルコール代謝関連遺伝子の研究 (長谷川
昌宏, 鄧 沢義，喜友名朝則，又吉 宠, 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乳頭腫について SCC
抗原測定をおこなった。
94%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
全例で正常化したことから乳頭腫では SCC 抗原を分泋し
ていることがわかった。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多くの
症例で SCCA1 の発現が SCCA2 の発現より高かった。ヒト
乳頭腫ウイルスについて 3 種類の consensus primer を用
いて検出を試みたが，我々のサンプルでは乳頭腫ウイル
スのゲノムを検出することはできなかった。EB ウイルス
については現在検討中である。
頭頸部悪性腫瘍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）
，下咽頭癌の多数例につい
て検討をおこなったが，乳頭腫が検出されたのは中咽頭
癌のみであった。陽性例は中咽頭癌の中でも扁桃癌のみ
（50%）
であり検出された HPV は type16 及び 33 であった。
対照扁桃（扁桃炎）では HPV が 3%で検出され HPV33 であ
った。HPV33 は従来悪性腫瘍で検出されやすい型である
が，正常対照からもみられたことから陽性対照，陽性中
咽頭癌症例を用いて，P53，P16 などを検討し，HPV 感染
が癌化と関係するのかを検討している。HPV 陽性の扁桃
癌の臨床経過を調査すると進行癌であったが，化学放尃
線治療にて CR となり，良好な予後を示した。このことか
ら HPV 感染を認める扁桃癌の場合は，進行癌であっても
必ずしも強力な治療を必要としない可能性が示唆された。
さらに過去の既存標本を用いて治療予後と乳頭腫ウイル
ス感染の関係を調査する予定である。
頭頸部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 218 例を検討すると48 例で
多重癌を認め，これは国内他地域と比較して著明に多か
った。多重癌の部位は頭頸部領域，飝道，胃に多く，ア
ルコール摂取の関与を示唆する所見であった。多重ロジ
スティク解析にてアルコール摂取量との関連を検定する
と多量アルコール摂取者（SAKE 指数 40 以上）では有意
に多重癌を発生することがわかり，オッズ比は 2.616 で
あった。このことからアルコール摂取と頭頸部多重癌が
関連していると考え同意の得られた症例から採血し DNA

3. 自己免疫性内耳疾患患者における抗内耳抗体の検出
(鈴木幹男, 大田重人，我那覇 章)
自己免疫異常に基づく内耳疾患(自己免疫性内耳疾患)
が提唱されているが, その抗原蛋白については一致した
結論がない。また自己免疫性内耳疾患の臨床像はメニエ
ール病と類似しており, メニエール病の中に含まれてい
ると推定されている。本研究は内耳疾患患者において为
に Western blotting 法を用いて抗内耳抗体を検出する
とともに免疫組織学的検索により抗原蛋白の内耳での局
在, 蛋白の同定をおこなうことを目的とする。対象は自
己免疫異常の関与が疑われる内耳疾患患者で同意の得ら
れた症例とし, 内耳疾患のないボランティアをコントロ
ールとしている。
これまで 40 例の症例から血液サンプル
を集め結果を検討中である。
4. 沖縄県における内耳奇形の研究 (大田重人, 鈴木幹
男,與那覇綾乃，我那覇 章)
沖縄県では内耳奇形症例が多い。系統的にその特徴を
明らかにするため沖縄人の内耳の形態や奇形の頻度を集
積している。方法は, retrospective に最近 5 年間に撮
影した中内耳 CT を用いる。
奇形判定は Jackler の分類に
従い, 難聴の有無や経過, 家族歴などについてリストを
作成し, 諸家の報告と比較検討する。内耳奇形としては
前庭水管拡大症の頻度が著明に多いことが判明したが，
外耳奇形と内耳奇形の重症度（聴力）には明かな相関を
認めず，治療予後とも関連しなかった。
5. 沖縄県における難聴遺伝子に関する研究 (我那覇
章, 大田重人, 與那覇綾乃，鈴木幹男)
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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。沖縄県における難聴遺伝子異常の頻度・種類を
推定し, 且つ遺伝子変異検出法の確立を目的として信州
大学(宇佐美教授)と共同し, 信州大学で開発されたイン
ベーダー法を用いて検討している。現在まで 10 家系 13
症例からサンプルを採取した。従来から報告のあった
GJB2 235delC 変異，SLC26 領域の変異を認めた。
沖縄で多い前庭水管拡大症の遺伝子を調べると
SLC26A4 H723R ホモ接合変異 1 家系、SLC26A4 IVS15＋5G
＞A のホモ接合変異 1 家系、SLC26A4 H723R＋IVS15＋5G
＞A のコンパウンドヘテロ接合変異 1 家系であった。2
家系に認めた IVS15＋5G＞A は新規遺伝子変異であり，
多
型の頻度について調査予定である。
6. functional MRI を用いた聴覚, 前庭覚, 味覚, 嚥下
機能, 喉頭機能の研究 (喜友名朝則, 比嘉麻乃, 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枠での感
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,
味覚障害など)で, 本研究に同意をえられたヒトである。
各 20 例を予定している。实施場所(MRI 撮像)は, 当院放
尃線部の協力を得て医学部附属病院 MR 审でおこなう。
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う。
7. 高齢者における筋皮弁挙上後における知覚・筋力お
よび皮膚血流の検討 (新濱明彦)
研究の目的
頭頸部悪性腫瘍患者の手術は遊離皮弁の応用により,
広範な手術が可能となってきた。最近では, 80 才を越え
る高齢者における再建手術もめずらしくはない。特に,
沖縄県では超高齢化社会が診察面においてすでに, 現实
であり, 当診療部門においても痛切に感じるところであ
る。再建組織として, 腹直筋や, 広背筋, 大胸筋などの
躯幹部上部の筋肉が为体となっているが, 超高齢化社会
において, 筋力や, 知覚変化による褥創などの合併症を
生じることがないのかどうかが, 不明である。この研究
においては, 高齢者における筋皮弁採取後の筋力および
サーモクラフィー計測により短期的, 長期的筋力および
皮膚血流の変化の検討により, 高齢者において最も侵襲
の尐ない手術法の評価を行うことを目的にしている。
8. 皮弁術における各種薬剤の併用投与 (新濱明彦)
皮弁の生着において, 血流の確保は重要なポイントで
ある。このため, ヘパリンなどを初めとして, 様々な薬
剤が使用されてきた。我々は, 皮弁術を行った臨床症例
に対して, 血管拡張剤などを卖独または併用して用い,
その効果を検討した結果, 卖独投与よりも併用がより皮
弁の生着に対して効果があるという感触を得た。
そこで,
動物实験において皮弁術のモデルを作成して効果を確認
し, あわせてその投与法について更に検討する予定であ
る。
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顎顔面口腔機能再建学分野
A. 研究課題の概要
1. 口唇口蓋裂に関する研究(砂川，新垣，天願，仲間，
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
口唇口蓋裂先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生
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,時間的貟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
の尐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务成長やコラプスを生
じるのに対し，当科で用いている粘膜弁法を行った患者
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，口蓋裂形成法の大きな目的である鼻咽
腔閉鎖機能獲得時期が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
が終了したあとでも顎発育抑制による新たな構音障害が
出現することも示唆されており，歯列形態との関連を解
析しているところである。これらのことより，口蓋部の
瘻孔閉鎖や比較的早期の歯列矯正による咬合改善などを
積極的に行っている。その効果については現在解折中で
ある。
2) 2 次的自家腸骨海綿骨移植衝ならびに校合改善手術

に関する研究
顎裂によって分離された歯列の連続性の回復，永久歯
列の形態と咬合の安定を目的として,８歳時(犬歯萌出
前)の患者に口蓋形成術後の顎裂部への二次的自家腸管
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，上顎骨の务成長に伴
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。
2. 口腔癌に関する研究 (砂川，新崎，新垣，仲宗根，
狩野)
口腔領域悪性腫排のうち，最も頻度の高い扁平上皮癌
を対象に，根洽性を高め，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，良好な治療
成績が得られている。
2002 年 12 月までに当科で切除手術を行った口腔扁平上
皮癌 349 例の disease specific の５年累積生存率は
76.5%であった。 UICC の TNM 分類に則ると，原発巣の進
展度別では T1 19.8, T2 45. 3%, T3 8.0%, T4 27.0%, Stage
別では Stage l 18. 9, Stage II 33.5%, StageⅢ16.9,
StageIV30.6%, と原発巣の進展，
癌の進行に伴って生存
率の低下がみられている。とくに，T4，または Stage IV
症例に対する強力な巣学的治療の確立を目的に
prospective study を継続中である。
(1) 進展･進行例に対する CBDCA 動注ならびに放尃線照
尃を併用した術前治療
T4 および Stage IV 症例にたいして，放尃線科の協力
を得て原発巣の治療効果を高める目的で，選択的動注と
放尃線療法を併用した術前治療を行っている。術前治療
の臨床効果からみた奏功率(縮小率 50%以上を有効)は
historical 士 control 群 23/69(33%) に 対 し て
13/21(62%), 組織効果からみた奏功率(大星，
下里分類で
Gr.IIb 以上を有効)でも 29/69(42%)に対して 20/21(95%)
と著明に高い結果であり，
本療法の有用性が期待される。
(2)頸部リンパ節転移の診断に対する研究
頚部リンパ節転移に関し，CT･US 画像による診断に悪
性度評価を加味する複合診断を取り入れ 93.9%ときわめ
て高い正診率を得られることが明らかになった。以上の
結果をもとに，より正確な診断基準の確立と早期診断の
可能性について prospective study を継続中である。
(3)頸部リンパ節転移の診断に対する研究
口腔癌原発巣における細胞接着分子カドヘリンーカテ
ニン複合体の発現を試験切除あるいは摘除生検組織を用
いて免疫組織学的に検索し，その臨床的意義を検討して
いる。口腔扁平上皮癌一次症例 135 例の検討を行ったと
ころ，Cox の比例ハザード回帰分析による多変量解析で
1)頭部リンパ節転移の有無，2)原発巣再発の有無，3)臨
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床病理学的悪性度が独立した予後関連因子として算出さ
れた。このなかで，臨床的に頭部リンパ節に癌が進展し
ていないと診断された NO 症例 92 例のうち，25 例(27%)
に潜在性頸部リンパ節転移に関連する因子として，
conventional な病理組織標本で得られる組織所見(分化
度，核分裂像，癌浸潤様式)，癌の発育様式，ならびにカ
ドヘリンーカテニン複合体の発現様式のみが有意に関連
していた。以上の結果から，臨床的に頸部リンパ節転移
を認めない NO 症例の潜在性リンパ節転移の予測にカド
ヘリンーカテニン複合体の発現様式が有用であるものと
考えられ，さらに症例を集積して検討を継続している。
（4）口腔扁平上皮癌の HPV/EBV 感染に関する研究
沖縄県男性の頭頸部癌は疫学的にみて他府県よりも発
生頻度，死亡率ともに高い。当県の頭頸部癌のもう一つ
の特徴として組織学的に扁平上皮癌，特に高分化型扁平
上皮癌の頻度が高いことが挙げられる。
この点に着目し，
日本最单端の当県と最北端の北海道における口腔扁平上
皮癌の HPV/ EBV 感染率を調べると，沖縄県の HPV 感染
率は 78%であったのに対し北海道症例では 26.6%であっ
た。EBV 感染率も当県症例では 76.6%と高いのに対し，北
海道症例は 38.1% 臨であった｡ 以上の結果は当県の頭
頸部癌の発生には HPV や EBV 感染が関与していることを
示唆するものと考える。

11.下顎枝矢状分割術における入院期間は18.3 士8.0 日，
顎間固定期間 8.2 土 3.2 日，出血量 426.0 土 370.6ml，
手術時間３時間 28 分土 1 時間 03 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 20.8 土 5.9 日，顎間固定期間 9.4 土 3.2 日，
出血量 735.0 土 410.1ml 手術時間６時間 21 分土 1 時間
39 分であった。
13.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务成長に対し，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関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务成長につい
ては，一貫治療の中で粘膜弁変法により従来に比べ上顎
务成長に対し外科矯正手術の適応となるような症例は減
尐し，矯正専門医による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を行わずに治
療を終えた症例は尐なくない。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, しかし,
確实な顎矯正手術と外科的矯正治療の確立を目指してい
る。
4. 顎顔面外傷に関する研究(砂川，新崎, 新垣，狩野)

3. 顎変形症の治療に関する研究 (砂川，新崎，新垣，
天願)
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。ま
た，1998 年以降，当科でも術前･術後矯正治療を行い症
例を増やしている。
1.1990 年１月から 2004 年 12 月までの 15 年間に当科で
顎矯正手術を施行した症例は，114 例(男性 34 例，女性
80 例)であった。
2.男女比は，1.0:2.4 であった。
3.手術時平均年齢は 22.7 歳で，男性 22.7 歳，女性 22.6
歳と差は認められなかった。
4.手術時年齢は，
男女ともに 20 代に最も多く認められた。
5.紹介元別では，歯科(歯科口腔外科，矯正歯科，開業歯
科)では 58.7%, 無し 36%, 医科 6.3%であった。出身地
別にみると県内 105 例，県外９例であった。
6.県内での内訳をみると中部地区で半数以上を占め，離
島では宮古地方に多い傾向がみられた。
7.为訴による内訳では，審美障害が最も多くついで不正
咬合であった。
8.病脳自覚時期では,小中学生で 72.8%と大半を占めて
いた。
9.臨床診断名別では，下顎前突症 27.2,下顎前突症十下
顎非対称十開咬症 21.9,下顎前突症十開咬症 18.4%の項
であった。
10.術式別にみると，下顎枝矢状分割 85 例，下顎枝矢状
分割十 Le Fort l 型骨切り 22 例であった。

女性の顎顔面骨骨折の病因と病態の特徴を明らかにす
る目的で臨床的研究を行い以下の結果を得た。
1.女性の顎顔面骨骨折患者は 155 名で，顎顔面骨骨折全
症例の 22.6%を占めていた。
2.受傷時平均年齢は 29 歳で，10-30 歳代が全体の 71.0%
を占めていた。
3.受傷原因は亣通事故が最も多く,以下転倒･転落,殴打,
スポーツの項であった。
4.骨折部位は下顎骨が最も多く全骨折部位の 68.3%を占
め，次いで頬骨頬骨弓 24.4%の項であった。
5.対象の 23.9%に他部位軟組織損傷ないし骨折の合併損
傷が認められた。
6.22.6%の顎顔面骨骨折は飲酒が誘因と考えられた。
飲酒
と受傷原因の関係では飲酒は特に殴打と関連した。
7.男性患者と比較すると，(1)10 歳未満の幼尐児と 40 歳
以上の中高年者の占める比率が高く(p=0.007)，(2)亣通
事故，
転倒･転落による受傷頻度は男性よりも高いのに対
し，殴打スポーツは低く(p=0.001)，(3)飲酒の頻度は低
く(p＜0.0001)結果が得られた。
8.受傷原因別に男性患者と比較すると，
(1)亣通事故では
自動車，歩行中の受傷頻度が高かったのに対し，バイク
事故による受傷頻度(0.002)，飲酒の比率(p＜0.0001)は
低く，
(2)殴打による受傷では 10,30 歳代の頻度が低いの
に対し,20,40-60 撒代の頻度が高く(p=0.009)，頬骨頬骨
弓の骨折が多い(p=0.009)結果であった。
さらに，口腔顎顔面外傷を受傷原因別に解析し受傷者の
ライフスタイルの特徴や危険因子を予測する事で県民の
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口腔保健の向上に寄与するべく研究を継続する。
5. 顎関節症に関する研究(砂川，神農)
①近年，
顎関節症は，
若い世代を中心に増加傾向にあり，
外来初診患者の 2 割程度を占める。この疾患により，開
口障害に代表される口腔機能障害，急性または慢性の疼
痛，社会生活が正常に行えないなどの QOL の低下をきた
す。その原因および病態についてこれまで多くの研究が
なされているが，
まだ十分とは言えない。
そこで我々は，
顎関節障害のメカニズムを解明するため，顎関節疾の分
子生物学的アプローチとして顎関節症患者からえられた
滑液を用いて滑液解析を行っている。これまでの研究で
1)顎関節症患者のフリーラジカルの消去作用(抗酸化作
用)は健常者に比べ，低下していること 2)関節滑液中の

抗酸化作用を有するといわれるヒアルロン酸の分子量に
関して，患者群は健常群に対して有意に低下しているこ
とを明らかにしてきた。これらのことは，顎関節にかか
るメカニカルストレスにより，フリーラジカルが生成さ
れ，これが滑液中のヒアルロン酸の変質や滑膜組織
の障害を引き起こすことを示唆するものである。今後さ
らに症例を集積して研究を進めていく。 b. 関節円板の
変形および位置異常により，重度な機能障害をもたらす
非復位性関節円板前方転位(クローズドロック)症例に対
して，顎関節穿刺療法(パンピングマニピュレーション)
を行い,良好な治療成績を得ている。
これらの症例に対し，
穿刺前後と治療前後に MR 撮影を行い，
初診時の臨床所見
と関節円板形態が及ぼすその予後との関連に対する研究
を行っている。

B. 研究業績
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病原生物学分野
A. 研究課題の概要
当分野では感染病原体を一つのツールとして捉え，
「がん」と「炎症」の発症機構の解明に取り組んでいる。
研究対象をウイルス感染症に限定せず，非感染性の「が
ん」の発症機構に関しても解析を進めており，
「血液・
腫瘍医学」教审の側面ももつ。また，臨床分野からの大
学院生には診療内容にマッチした研究テーマで研究を
遂行してもらっている。
「細胞」を用いて試験管内实験
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。
「ヒト」を含む
集団社会における医学・病理学としての「疫学」の視点
からの感染症研究も重視している。感染病原体としては，
発がんウイルスや新興・再興感染症ウイルスはもとより，
ヘリコバクター・ピロリやレジオネラなども取り扱って
いる。最終目標は「研究を通じて，人類の幸福と福祉に
財献する」ことであり，そのためにワクチンや抗ウイル
ス薬，がんの予防・治療薬の開発に取り組んでいる。そ
れら候補薬の中には，沖縄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。さらに，新しい
ウイルス関連疾患，特にヒト T 細胞白血病ウイルス 1
型(HTLV-1)関連疾患を沖縄で見つけたいという野望を
もって，研究を行っている。HTLV-1 研究に関しては内
分泋代謝内科学分野，皮膚科学分野，分子病態感染症学
分野，顎顔面口腔機能再建学分野，那覇市立病院，ハー
トライフ病院，沖縄県立单部医療センターこども医療
センター，久留米大学，長崎大学の先生方から貴重な検
体を提供していただいており，誌面を借りて感謝の言葉
を述べたい。
1. 感染病原体による発がん機構の解析
a. HTLV-1
HTLV-1 は CD4+T 細胞を为な宿为とする成人 T 細胞白血
病(ATL)や脊髄症，ブドウ膜炎，肺胞隔炎の原因ウイルス
である。HTLV-1 による発がん機構の解明は教审の中心テ
ーマであり，世界一の研究审を目指している。現在，ISI
Web of Knowledge で ATL 関連論文を検索すると，論文数
で森は世界第 4 位である。
1) カベオリン-1(澤田)
カベオラは細胞膜の陥凹構造であり，大半の細胞に存
在するが，リンパ球には存在しない。カベオラの为要構
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。シ
グナル伝達分子との結合には，カベオリン-1 のリン酸化
が重要である。
我々は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞が
カベオリン-1 を強く発現していること，
HTLV-1 感染やウ
イルスのトランスフォーミングタンパク質 Tax がカベオ

リン-1 発現を誘導することを見出した。カベオリン-1
の遺伝子発現制御機構については，NF-κB 経路と CREB
経路が重要であり，現在，カベオリン-1 遺伝子プロモー
ターの Tax 応筓領域の同定を行っている。また，カベオ
リン-1 は I 型 TGF-βレセプターと共局在し，
TGF-βシグ
ナルを阻害していた。さらに，精製カベオリン-1 は T 細
胞を増殖させた。ウェスタンブロッティングにて，可溶
型カベオリン-1 が ATL 患者血漿では高いことを明らかに
し，リン酸化も確認した。現在，抗体研究所や(株)アド
テックとの共同研究で，血漿の可溶型カベオリン-1 を検
出する ELISA とイムノスティックの作成に取り組んでい
る。
2) Twist(丹治)
Twist は Seathre-Chotzen 症候群の責任遺伝子であり，
basic-loop-helix 転写因子をコードする。Twist タンパ
ク質はがん細胞の転移に関与する上皮間葉移行への寄与
や細胞増殖促進作用も知られている。Twist は HTLV-1 感
染 T 細胞株や ATL 細胞に特異的に発現しており，HTLV-1
感染や Tax により Twist の発現は誘導された。Tax 誘導
性 Twist の発現には，NF-κB や CREB 経路の活性化が重
要であり，
Tax 応筓領域としての NF-κB 配列も同定した。
Twist 遺伝子のノックダウンは細胞増殖を抑制し，Twist
の標的分子であるYB-1 やAkt1，
Akt2 の発現も低下した。
Twist は Tax による HTLV-1 遺伝子の転写や NF-κB の活
性化も増強した。現在，YB-1 や Akt1，Akt2 の下流の責
任分子や Twist の形質転換能を解析している。また，上
皮間葉移行において重要な snail の発現についても解析
を始めている。
3) ATF3(仲地)
bZip 型転写因子 ATF3 は，ATF/CREB ファミリーに属す
るストレス応筓遺伝子であり，
細胞増殖能をもつ。
HTLV-1
感染 T 細胞株や ATL 細胞で発現が高く，HTLV-1 や Tax で
発現が誘導された。ATF3 遺伝子プロモーターの Tax 応筓
領域は，ATF/CRE 配列であり，この配列には ATF/CREB や
AP-1 が複合体を形成していた。
ATF3 は Tax 誘導性 HTLV-1
遺伝子の転写を増強した。
また ATF3 のノックダウンは細
胞増殖を抑制したため，ATF3 の下流分子を解析している。
ATF3 の発現に p38 の関与を示唆する結果も得ており，そ
の詳細の解析を開始している。
4) Activation-induced cytidine deaminase(AID) (石川)
細胞ゲノムの不安定性の誘導はがん化に必須の基盤で
あり，Tax タンパク質も細胞の DNA 修復機構の阻害と細
胞周期のチェックポイント制御の逸脱を誘導することが
知られているが，その詳細は不明である。一方，AID は
シチジン脱アミノ活性をもち，ヒトの免疫グロブリン遺
伝子を改変する能力を有する遺伝子編集酵素である。こ
れまで AID は，活性化した B リンパ球でのみ発現し，生
理的に機能しているものと考えられてきたが，最近の研
究で抗体遺伝子だけでなく，その他の遺伝子にも変異を
導入し，
発がんとの関連が示唆されるようになってきた。
HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞に選択的に AID が発現し
ており，HTLV-1 感染や Tax は T 細胞に AID の発現を誘導
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し，
その誘導には NF-κB の活性化が重要であった。
現在，
AID 遺伝子プロモーターの Tax 応筓領域の解析を進めて
おり，AID による細胞遺伝子変異の誘導を今後，検討す
る予定である。
5) Aurora キナーゼ(富田，仲地)
分裂期キナーゼの1 つであるAurora キナーゼファミリ
ーには，3 つのホモログ，Aurora-A，-B，-C が存在する。
我々は，HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞でのタンパク質
の安定化による Aurora-A の過剰発現を報告した(Int J
Cancer 2009; 124: 2607-2615)。Aurora-A の E3 ユビキ
チンリガーゼである CHFR 遺伝子プロモーターのメチル
化によるサイレンシングがその原因であった。Aurora-A
は Tax 依存性の IKKβのリン酸化を増強することで，NFκB 活性を亢進し，抗アポトーシスタンパク質である
survivin の発現を増強した。汎 Aurora キナーゼ阻害薬
は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞の増殖を抑制した。
現
在，Aurora-A，-B それぞれの選択的阻害薬の作用を解析
している。また，HTLV-1 感染 T 細胞株では転写レベルで
Aurora-A や-B の発現が増強しているという報告もある
ため，
Tax による Aurora-A および-B の転写活性化につい
ても解析を始めている。
6) ARK5(富田)
ARK5 は新規 AMPK 関連キナーゼで栄養飢餓環境でのが
ん細胞の生存への関与が示唆されている。HTLV-1 感染 T
細胞株で ARK5 が過剰発現していることを見いだし，
転写
レベルでの Tax による NF-κB 依存性 ARK5 の発現誘導機
構を明らかにした。さらに，ARK5 の活性化には Akt の活
性も重要であった。HTLV-1 感染 T 細胞株はグルコース飢
餓状態でも生存可能であったが，ARK5 遺伝子発現をノッ
クダウンするとグルコース非存在下での生存率が低下し
た。これらの結果から，ARK5 は Tax による NF-κB 活性
化によってその発現が誘導され，HTLV-1 感染 T 細胞のグ
ルコース飢餓環境での生存維持に関与していることが明
らかになった。
7) マイクロ RNA(富田)
マイクロ RNA は染色体上にコードされた短い RNA で
遺伝子発現を翻訳レベルで制御する。さまざまな臓器に
おいて正常組織とがん組織でマイクロ RNA の発現パタ
ーンが異なることから，発がん過程におけるマイクロ
RNA 発現異常の関与も示唆されている。HTLV-1 感染 T
細胞株におけるマイクロ RNA 発現を網羅的に解析し，
発現に異常の見られるマイクロ RNA を約 20 種類同定し
た。そのうち，Tax によって活性化される NF-κB およ
び AP-1 結合配列をプロモーター上にもつ miR-146a，
-155，
-21 に着目し，その発現誘導機構および HTLV-1 感染細胞
の増殖，細胞死誘導，組織浸潤におよぼす影響について
解析を行っている。
8) CCL19，CCL21，CXCL13，autotaxin，CXCL12(石川)
CCL19，CCL21 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。CXCL13 は Th2 細胞のリンパ濾胞内への浸潤

を誘導し，皮膚 T 細胞リンパ腫であるセザリー細胞での
過剰発現が報告されている。CXCL13 は CCL19 や CCL21 に
対する遊走を増強する。CXCL12 は CXCR4 のリガンドであ
り，
リガンドとレセプターの HTLV-1 感染 T 細胞株におけ
る過剰発現が報告されている。また autotaxin はホジキ
ン細胞の増殖や生存への関与が報告されている。これら
のケモカインのうち，
CXCL12 以外のケモカインは HTLV-1
感染 T 細胞株で発現が亢進していた。Tax による発現誘
導が CCL19 と CXCL12 でみられたため，現在，CCL19 遺伝
子の発現制御機構を解析中である。
9) CD69(石川)
CD69 は 膜 貫 通 型 タ ン パ ク 質 で あ り ， activation
inducer molecule として T または B リンパ球の活性化後，
非常に早い段階で発現する。
CD69 刺激は TGF-βの産生を
誘導することで T 細胞の分化や抗原提示を抑制し，免疫
抑制的に働くことが報告されている。ATL は免疫不全が
背景にあることが知られているが，ATL 細胞や HTLV-1 感
染 T 細胞株で CD69 の高発現が確認された。Tax は転写レ
ベルで CD69 遺伝子の発現を制御しており，
プロモーター
領域−255/＋16bp が必須であった。
Tax 応筓領域は 2 つの
NF-κB 結合配列と CREB 結合配列であった。さらに，変
異導入により 2 つの Egr 結合配列も Tax 応筓領域である
ことが明らかとなった。
10) CD150(石川)
CD150 は麻疹ウイルスのレセプターである。ある種の
HTLV-1 感染 T 細胞株で高発現していることを見出したた
ため，Tax による発現誘導を解析している。今後は ATL
細胞での発現や麻疹ウイルスに対する感受性の解析を行
う予定である。
11) MMP-7(仲地，中里)
ATL の特徴として，ATL 細胞の多臓器浸潤がある。MMP
は細胞外マトリックスの分解に寄与し，細胞の増殖や運
動，血管新生，がん細胞の転移・浸潤などと深く関わっ
ている。HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞で MMP-7 の発現
が亢進しており，
HTLV-1 感染は MMP-7 の発現を誘導した。
Tax は AP-1，
特に JunD の活性化を介して MMP-7 遺伝子の
転写を亢進させた。現在，MMP-7 の細胞浸潤における関
与について MMP-7 の中和抗体を用いて，解析を進めてい
る。
12) MMP-14(澤田)
MMP-14 の発現に関しても HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL
細胞で亢進していることを見出した。やはり，HTLV-1 感
染は MMP-14 mRNA 発現を誘導し，Tax により MMP-14 遺伝
子の転写は亢進した。
転写の亢進に NF-κB 経路の関与を
示唆させる結果を得ており，現在，転写調節機構を解析
している。
13) シトリン(澤田)
ミトコンドリア膜輸送タンパク質シトリンの欠損症は，
新生児期には一過性のシトルリン血症や遷延性黄疸など
多彩な症状を呈する新生児肝内胆汁うっ滞症を，成長後
に成人発症Ⅱ型シトルリン血症を引き起こす。成人発症
Ⅱ型シトルリン血症患者の肝細胞にアポトーシスが認め
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られることを見出した。シトリンの肝細胞生存維持機能
を調べるため，肝細胞がん株のシトリン発現をノックダ
ウンしたところ，ミトコンドリア経由のアポトーシスが
誘導されることを明らかにした(Biochem Biophys Res
Commun 2007; 364: 937-944)。現在，シトリン KO マウス
を用いて，肝細胞の生存におけるシトリンの役割を検討
しているが，肝がん，口腔がん，肺がん，ATL において
免疫組織染色でシトリンの高発現を観察した。細胞株で
も発現の亢進を認めた。
さらに HTLV-1 感染や Tax はシト
リンの発現を誘導した。現在，種々の悪性腫瘍における
シトリン高発現の意義や発現制御機構，シトリンを標的
とした遺伝子治療の可能性について研究を進めている。
14) IL-6 レセプター(IL-6R) (石川)
IL-6 は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞で恒常的に発
現しており，Tax は NF-κB 活性化を介して IL-6 の転写
を活性化する。一方，IL-6R は IL-6 と結合する分子量
80kDa の IL-6Rα鎖と，これと複合体を形成し，シグナル
を伝達する gp130 分子とから構成される。HTLV-1 感染 T
細胞株は非感染 T 細胞株に比べ，
IL-6Rα鎖と gp130 の発
現が亢進しており，Tax の発現とも相関することを見出
した。
Tax は IL-6Rα鎖と gp130 の mRNA 発現を増強した。
Tax は NF-κB 依存性に gp130 のプロモーター活性を増強
し，転写開始点より上流191/＋64bp に Tax 応筓領域を
見出した。現在，さらに詳細なプロモーター領域の解析
を行っている。
15) 糞線虫と HTLV-1 の重感染(丹治，武嶋)
糞線虫保有者での抗 HTLV-1 抗体陽性率は高い。また，
重感染者からの ATL 発症率は高い。糞線虫症という慢性
持続感染が，HTLV-1 感染細胞に干渉し，白血病化のプロ
セスを進めている可能性がある。
ネズミ糞線虫抗原(熱帯
寄生虫学分野より供与)は T 細胞株に IL-2Rα鎖や CD69
の発現を誘導した。現在，T 細胞活性化や増殖，ならび
にウイルスの増殖に及ぼす糞線虫の影響を検討している。
また，重感染者への駆虫剤投与によるリンパ球の活性化
やプロウイルス量の変化も解析する予定である。
b. HTLV-1 およびヒトパピローマウイルス(HPV)の口腔が
ん発症への関与(澤田)
口腔がんは，従来，中高年に多い疾患であり，喫煙や
飲酒が为な発病要因であるとされてきた。しかし，最近
では，若年層の間にも口腔がんが増加しており，その原
因の一つに HPV の関与が示唆されている。また，HTLV-1
感染と口腔がんの関連を示す報告はないが，HTLV-1 感染
者は沖縄県を含む西日本に集積しており，沖縄県では口
腔がんの発症率が高いという事实は，HTLV-1 感染と口腔
がん発症の関連性を疑わせる。現在，歯科口腔外科受診
者の血清，唾液，口腔粘膜の採取を行っており，口腔が
ん症例と非口腔がん症例の血清および唾液中の抗
HTLV-1 抗体とがん組織や口腔粘膜細胞，唾液における
HPV および HTLV-1 DNA を解析することで，これらウイル
スの卖独感染あるいは共感染の口腔がん発症への関与を
明らかにする予定である。
c. EB ウイルス(EBV)

EBV はバーキットリンパ腫(BL)やホジキンリンパ腫
(HL)，NK/T 細胞リンパ腫などの原因ウイルスである。こ
れらの腫瘍細胞は種々のサイトカイン，ケモカイン，増
殖因子，増殖因子レセプター，細胞接着分子を発現して
おり，
発がんおよび臨床病態への関与が示唆されている。
EBV がコードする LMP1 は B 細胞の不死化に必須であり，
宿为細胞の細胞膜に分布し，膜直下のシグナル伝達分子
に活性化刺激を強制的に伝達する。
我々は LMP1 による宿
为細胞の遺伝子発現制御機構を中心に解析している。
1) β-カテニン
EBV を感染させ不死化した B 細胞株(LCL)では健常人末
梢血卖核球に比べ，β-カテニンの発現が亢進しており，
LMP1 発現や Akt の活性化と相関していた。LCL における
β-カテニン発現は PI3K 阻害薬添加により減弱し，細胞
増殖の抑制も認められた。また，β-カテニン発現をノッ
クダウンすると，同様に細胞増殖の抑制が認められた。
LMP1 は CTAR1 領域を介して PI3K-Akt 経路を活性化し，
その結果，β-カテニンの発現を増強し，β-カテニン依
存性の転写活性化を亢進した(Cancer Sci 2009; 100:
807-812）
。
2) IL-13(石川)
Th2 サイトカインである IL-13 は B 細胞の生存や宿为
の免疫機能の抑制に重要な働きをしていることが知られ
ている。EBV 感染 BL 細胞株や NK/T 細胞株で IL-13 が高
発現しており，LMP-1 は CTAR1/CTAR2 依存性に IL-13 発
現を転写レベルで誘導し，その誘導にはプロモーター上
の NF-AT や AP-1 結合配列が重要であった。現在，IL-13
のBL 発症における役割や患者血清IL-13 値について解析
を行っている。
3) CD69(石川)
EBV 感染不死化 B リンパ球や BL 細胞株，EBV 感染 NK/T
細胞リンパ腫株が CD69 を高発現することを見出した。
LMP-1 が CTAR-1/CTAR-2 領域を介して TRAF2→NIK→IKK
シグナル経路を活性化し，NF-κB 依存性に CD69 遺伝子
の転写を増強することを明らかにした。現在，LMP-1 ノ
ックダウンによる CD69 発現の変化を解析中である。
d. ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori) (武嶋)
H. pylori は胃がんの原因細菌である。前述したカベ
オリン-1 や ATF3 の発現が H. pylori の病原因子 cag PAI
依存性に誘導されることを見出し，その発現制御機構を
解析している。
2. ホジキンリンパ腫(HL)，
バーキットリンパ腫(BL)の発
症機構の解析
a. ATF3(上原)
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，
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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役割について
解析中である。
b. Twist(丹治)
HL 細胞株や HL リンパ節では Twist が高発現しており，
現在，その発現制御機構や役割について解析を行ってい
る。
c. COX-2(石川)
COX-2 はプロスタノイド合成の律速酵素であり，腫瘍
細胞に高発現し，腫瘍細胞自身の増殖を促進するととも
に，血管新生を促進することで腫瘍細胞への栄養供給を
増加し，さらに生体の免疫能も低下させることが報告さ
れている。
HL のリンパ節では 70％の症例で COX-2 の発現
が認められることが報告されたが，その発現制御機構や
役割については不明である。HL 細胞株，L-428 は COX-2
を高発現しており，COX-2 阻害薬は G1 期での細胞周期停
止とアポトーシスを誘導した。
さらに CD30 は COX-2 の発
現を誘導した。現在，HL の COX-2 発現制御機構について
解析を行なっている。
3. 生存シグナルを標的としたがんの新規治療法の開発
がん細胞の生存シグナルには，
NF-κB，
AP-1，
Jak-Stat，
PI3K-Akt，JNK，Wnt などがあり，これら生存シグナルを
スカッドミサイルのようにピンポイントで攻撃するのが
分子標的療法である。従来の絨毯爆撃のような化学療法
に比べ，からだに優しいがん治療法である。この分子標
的療法の臨床応用に向けて，さまざまな取り組みを行っ
ている。
a. Am80(中里)
芳香族アミド骨格を有する化合物 Am80 は強力なレチ
ノイド活性を有し，レチノイド核内受容体のうち RARα
サブタイプに選択的である。
さらに化学的に安定であり，
脂溶性が軽減されていることから長期間体内に蓄積する
ことがない。实験的には急性前骨髄球性白血病細胞株の
分化誘導効果は古典的レチノイド ATRA の 10 倍とされて
おり，現在，急性前骨髄球性白血病の治療薬として認可
されている。Am80 は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞の
NF-κB や AP-1 活性を抑制し，細胞周期停止とアポトー
シスを誘導した。マウスモデルでも抗 ATL 効果を認めた
が，これらの作用はレチノイド核内受容体非依存性であ
ると思われた(Cancer Sci 2008; 99: 2286-2294)。現在，
皮膚科学分野および内分泋代謝内科学分野と共同で ATL
に対する臨床試験を開始すべく準備を行っている。
b. ガレクチン 9(Gal-9)(牧志)
Gal はβ-ガラクトシドに親和性をもつレクチンファ
ミリーであり，
現在まで哺乳類では 14 種類の Gal が発見
されている。Gal-9 は種々の細胞にアポトーシスを誘導
することが知られており，T 細胞に対する影響を天然型
Gal-9 の改変体である安定化 Gal-9 を用いて検討し，

Gal-9 の抗 ATL 効果を検証した(Int J Cancer 2007; 120:
2251-2261)(特許出願中)。Gal-9 の BL 細胞株や HL 細胞
株についての抗腫瘍活性も検討し，NF-κB 活性と AP-1
活性阻害による選択的な抗腫瘍効果を明らかにした(Br
J Haematol 2008; 142: 583-594)。Gal-9 は肝がん細胞
株にも抗腫瘍活性があり，分子機構を解析中である。
c. インドール 3 カルビノール(I3C) (町島)
I3C はブロッコリー，ケール，キャベツなどのアブラ
ナ科に含まれる植物成分で，抗がん作用の報告がみられ
る。I3C の抗 ATL 効果について in vitro および in vivo
で検証した。また，その作用機序は NF-κB と AP-1 の阻
害であった(Retrovirology 2009; 6: 7)。
d. カロテノイド(石川，町島，山本，六角)
ワカメより抽出したカロテノイドであるフコキサンチ
ン，
フコキサンチノール(フコキサンチンの消化管内での
加水分解産物)の抗 ATL 効果を in vitro および in vivo
で明らかにした(Int J Cancer 2008; 123: 2702-2712) (特
許出願中)。
また両カロテノイドはオキナワモズクからも
抽出されることから，同様にオキナワモズクから抽出さ
れるフコイダンとの相乗効果について検討中である。さ
らに，B 細胞性悪性リンパ腫や胃がん細胞株に対する抗
腫瘍効果も認めている。また，マウスマクロファージの
LPS 誘導性 NO の産生をフコキサンチン，フコキサンチノ
ールはiNOS mRNA 発現を抑制することで阻害した。
現在，
iNOS 遺伝子転写調節領域に及ぼす影響を検討している。
さらに，
原発性体腔液性リンパ腫(PEL)細胞株や骨肉腫細
胞株に対する抗腫瘍効果も見出し，その作用発現機構に
ついて解析中である。また，他のカロテノイドであるペ
リジニンもフコキサンチンと同程度の効果を HTLV-1 感
染細胞株，PEL 細胞株，骨肉腫細胞株で認めた。今後，
これらカロテノイドの作用機序や in vivo での抗腫瘍効
果について，検討する予定である。
e. ヒップリスタノール(町島，圓谷)
サンゴ礁生物由来ヒップリスタノールは eIF4A の活性
を阻害する翻訳阻害物質である。eIF4A の発現は，HTLV-1
感染 T 細胞株や ATL 細胞では高く，ヒップリスタノール
の選択的な抗 ATL 効果を in vitro および in vivo で認め
た。その作用機序として，IKKαや JunD の発現抑制によ
る NF- κB と AP-1 活性の阻害に加えて， carbonic
anhydrase type Ⅱ(CAⅡ)の翻訳阻害が示唆された。また，
CAⅡの発現は HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞では非感染
T 細胞に比べて亢進していたが，Tax による CAⅡの発現
誘導はみられなかった。CAⅡ阻害薬による HTLV-1 感染 T
細胞株の増殖抑制効果も認めており，分子標的としての
CAⅡの可能性についても検討している。
f. HDAC 阻害薬(HDACI) (石川，山本)
HDAC はクロマチンおよび転写因子自体に作用し，腫瘍
抑制遺伝子であるp53 およびRb を制御することによって，
その機能を調節する。このことから，HDAC はがん治療に
おける標的として有望視されている。HDACI は腫瘍細胞
の増殖を抑制するほか，腫瘍細胞において細胞周期の停
止，アポトーシスおよび分化を制御している遺伝子を特
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異的に活性化することが示されている。LBH589 は系統的
な創薬化学の手法により設計・化学合成されたケイ皮ヒ
ドロキサム酸クラスに分類される新規構造の HDACI であ
る。LBH589 の in vivo における抗 ATL 効果を検証した。
さらに，BL，HL，PEL 細胞株や骨肉腫細胞株に対する効
果も解 析する予定で ある。また 他の HDACI で ある
FR901228 の EBV 感染 NK/T 細胞リンパ腫細胞株や HHV-8
感染 PEL 細胞株に対する作用についても調べ，NF-κB や
AP-1 の活性抑制による G1 期や G2-M 期での細胞周期停止
とアポトーシス誘導効果を確認した。現在，ウイルス遺
伝子発現に及ぼす作用を解析している。
g. ABT737(石川)
Bcl-2 ファミリータンパク質は，アポトーシス制御の
中心的な役割を担っている。本ファミリーは Bcl-2 や
Bcl-xL に代表されるアポトーシス抑制ファミリー，Bax
や Bak に代表されるアポトーシス促進ファミリー，
BH3-only タンパク質の 3 つのサブタイプに分類される。
最近，Bcl-2 や Bcl-xL に高い親和性を有し，その作用を
阻害する低分子化合物が発見された。ABT737 は Bcl-2 阻
害薬であり，Bcl-2，Bcl-xL，Bcl-w に対して高い親和性
を示し，抗腫瘍効果を示す。本薬剤の抗 ATL 効果を in
vivo にて検証した。
h. レナリドマイド(仲地，上原，六角)
レナリドマイドはサリドマイドと同じ免疫調節薬に属
する。骨髄腫細胞に対する効果が研究されており，①抗
血管新生作用，②サイトカイン(IL-1β，IL-6，TNF-α)
分泋抑制，③サイトカイン(IL-2，IFN-γ)分泋促進，④
ストローマ細胞への接着阻害，⑤骨髄腫細胞のアポトー
シス誘導など様々な作用機序が報告されている。臨床試
験では，サリドマイドよりも効果的で安全であることが
証明されている。レナリドマイドの作用を HTLV-1 感染 T
細胞株や ATL 細胞，BL 細胞株や HL 細胞株，骨肉腫細胞
株で検討したが，in vitro での細胞増殖抑制効果を認め
ず，今後，in vivo における効果を検証する予定である。
i. AZD1152(富田，上原)
AZD1152 は Aurora-B 阻害薬であり，現在，HTLV-1 感染
細胞株，HL および BL 細胞株に対する抗腫瘍効果および
その作用機序について検討している。
j. 宮古ビデンス・ピローサ(B.p.) (仲間)
宮古島のタチアワユキセンダングサである宮古 B.p.
には抗菌活性や抗酸化作用などが知られているが，抗
ATL 活性について検証したところ，in vitro および in
vivo で強い抗 ATL 効果を認め，作用機序について解析を
進めている。また，マウスマクロファージの NO 産生に関
しても iNOS 発現を NF-κB 依存的に誘導することを明ら
かにした。興味あることに，宮古 B.p.は LPS 誘導性 iNOS
の発現は逆に抑制することを見いだしている。今後は
B.p.抽出物に含有されるカフェ酸の関与や B.p.抽出物
の分画による作用解析を行い，有効成分を同定する予定
である。さらに，マウス肉腫細胞株 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。
k. フコイダン(仲間，町島)

フコイダンはフコースを为成分とし，このフコースに
硫酸基がついた多糖である。抗がん作用や抗ウイルス作
用が報告されており，オキナワモズク由来フコイダンの
抗腫瘍効果について研究している。ATL に対する治療薬
や発症予防薬としての可能性を検討したところ，フコイ
ダンには抗 ATL 効果がみられた(Nutr Cancer 2005; 52:
189-201)。現在，フコイダンの作用におけるウロン酸お
よび硫酸基の関与を検討している。また，HTLV-1 キャリ
アやくすぶり型 ATL 症例，HTLV-1 関連脊髄症症例にフコ
イダンを投与し，プロウイルス量の変化を観察したとこ
ろ，プロウイルス量の低下を認めた。現在，フコイダン
の免疫学的作用についても解析中である。また，フコイ
ダンは in vitro にて胃がん細胞株にも細胞周期の G1 期
あるいは G2-M 期停止とアポトーシスを誘導し，抗がん剤
であるシスプラチンの抗腫瘍効果を増強した。ヌードマ
ウス移植がん細胞株に対する抗腫瘍効果も検討したが，
フコイダンは卖独で効果を認めた。また，シスプラチン
の抗腫瘍効果も増強し，シスプラチンの副作用による体
重減尐を軽減した。フコイダンはマウス肉腫細胞株 S180
に対しても，ヌードマウスの移植系で抗腫瘍効果を認め
た。しかしながら，in vitro ではフコイダンは S180 に
直接の増殖抑制をもたらさなかった。興味あることに，
マウスマクロファージ細胞株との共培養で，フコイダン
は S180 に増殖抑制をもたらした。この作用機序として，
フコイダンによるマクロファージへの iNOS 発現の誘導
と，その結果としての NO の産生増強による S180 への増
殖抑制効果を明らかにした。さらに，フコイダンによる
iNOS 発現誘導は NF-κB 活性化による iNOS 遺伝子の転写
誘導であった。現在，マウスにおける NO 産生誘導の確認
とこれらフコイダンの作用におけるウロン酸および硫酸
基の関与を検討している。
l. ベニバナボロギク(石川，仲間)
ベニバナボロギクはアフリカ原産の帰化植物であり，
抗酸化作用や抗炎症作用，抗がん作用などが知られてい
る。ベニバナボロギクの熱水抽出物を用いて，抗 ATL 効
果を検討したところ，in vitro および in vivo にて強い
効果を認め，NF-κB と AP-1 活性の抑制がその作用機序
であることを明らかにした。また，ベニバナボロギク抽
出物は，フコイダン同様にマウスマクロファージ細胞株
においてiNOS 遺伝子の転写をNF-κB 依存性に活性化し，
NO 産生を増強した。ベニバナボロギク抽出物中に含有さ
れるイソクロロゲン酸も NF-κB 依存性に iNOS 遺伝子の
転写を活性化した。
マウスマクロファージの NO 産生誘導
効果についてはマウス肉腫細胞株 S180 への抗腫瘍効果
を in vitro で確認し，マウスに移植した S180 に対する
増殖抑制効果や NO 産生誘導効果も検証した(特許出願
中)。マウスでの抗腫瘍効果については，有意差がみられ
なかったため，さらにサンプルを増やして解析する予定
である。
m. ホノキオール(石川)
マグノリア(モクレンの類)の成分，ホノキオールは慢
性リンパ性白血病や多発性骨髄腫の新規治療薬としての
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可能性が示唆されている。ホノキオールの抗 ATL 効果を
in vitro および in vivo で検証した。NF-κB，AP-1，
Jak-Stat，PI3K-Akt シグナルに対する抑制作用を確認し
ており，これらシグナルの下流分子の発現変化を解析中
である。
n. ritonavir(富田)
ritonavir は HIV のプロテアーゼ阻害薬であり，AIDS
の治療薬として使用されているが，HIV のプロテアーゼ
阻害薬がカポジ肉腫に対して抗腫瘍効果があることが報
告された。ATL の新規治療薬としての可能性を検討し，
in vitro および in vivo での抗 ATL 効果と作用機序が NFκB 活性阻害であることを明らかにした(Blood 2006;
107: 716-724)。悪性リンパ腫や PEL は AIDS 患者に合併
することが知られており，これらの腫瘍細胞は恒常的に
NF-κB が活性化している。HL 細胞株，BL 細胞株，PEL
細胞株に ritonavir を作用させると，アポトーシスが誘
導されることを見出した。PEL に対しては NF-κB 活性阻
害効果と免疫不全マウスによる in vivo での抗腫瘍効果
を検証した。また，EBV 感染不死化 B 細胞株に対する抗
腫瘍効果も in vitro および in vivo で明らかにした(Int
J Cancer 2009; 124: 622-629)。
o. バイカリン，バイカレイン，オウゴニン(石川)
上記薬剤は漢方製剤，黄ごんの成分であり，NF-κB，
AP-1，NF-IL-6，ERK，JNK 活性の阻害効果が報告されて
いる。HTLV-1 感染 T 細胞株や ATL 細胞に対する抗腫瘍効
果を検討したところ，これらの薬剤には細胞周期の G1 期
停止およびアポトーシス誘導効果が認められた。現在，
NF-κB や AP-1 活性，さらに細胞周期およびアポトーシ
ス関連タンパク質の発現に及ぼす影響について解析を進
めている。
p. PI3K-mTOR 阻害薬(圓谷，六角)
PI3K および mTOR は細胞および組織の多様な生理学的
機能(増殖・成長・生存・血管新生など)の为要な調節因
子である。PI3K-mTOR 経路の常時活性化につながる遺伝
子変異がヒトの多くの悪性腫瘍でみられ，我々も PI3K
阻害薬である LY294002 の抗 ATL 効果を報告している
(Cancer Sci 2006; 97: 322-327)。LY294002 は臨床応用
ができないため，
臨床試験が開始されている PI3K 阻害薬
BKM120，mTOR 阻害薬 RAD001，デュアル PI3K-mTOR 阻害薬
BGT226 の ATL 治療薬としての検討を開始している。
また，
骨肉腫細胞株においても LY294002 が細胞増殖を抑制す
ることを見出したので，BKM120，RAD001，BGT226 の効果
も検討する予定である。
4. 新規抗ウイルス薬の開発
a. 醗酵モモタマナ(玉城)
モモタマナには抗菌活性，抗酸化作用，抗炎症作用な
どがあることが知られている。乳酸菌により醗酵処理を
施したモモタマナの葉を熱水抽出し，凍結乾燥した醗酵
モモタマナの抗ウイルス活性を検討した。モモタマナは
卖純ヘルペスウイルス１型(HSV-1)および HSV-2 に対し
て中和活性を有し，プラーク形成抑制試験ではウイルス

の吸着および侵入過程を阻害した。抽出物の XAD-2 分画
を用いた検討では，25％メタノールおよび 50％メタノー
ル分画にプラーク形成抑制活性を認めた。現在，モモタ
マナの抗酸化成分であるケプラグ酸やコリラジンの抗ウ
イルス効果について検討している(特許出願中)。また，
ポリオウイルスに対しても抗ウイルス活性を有しており，
今後，インフルエンザウイルスについても検討を行う予
定である。
b. ベニバナボロギク(玉城)
抗 ATL 効果を認めたベニバナボロギク抽出物は HSV-1
および HSV-2 に対しての中和活性およびウイルス増殖抑
制活性も有していた。プラーク形成抑制試験ではウイル
スの吸着および侵入過程を阻害していた。ベニバナボロ
ギクの抗酸化成分であるイソクロロゲン酸にも HSV のプ
ラーク形成を抑制する作用がみられた(特許出願中)。
c. 宮古 B.p.(仲間)
ウイルスの中和効果と吸着阻害による抗 HSV 活性を有
することを見出した。しかし，マウス感染モデルで塗布
による効果を調べたが，無効であった。現在，経口投与
による効果を確認中である。さらに，NO 産生誘導効果が
抗 HSV 効果に関与しているのかについても検討する予定
である。また，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
った。その作用機序について解析中である。
d. Gal-9(玉城，仲間)
抗 HSV 活性に関して検討したところ，中和活性はみら
れなかったが，吸着前，吸着時，侵入時に Gal-9 を作用
させるとプラーク形成が抑制された。さらに抗 HCV 活性
も有することを確認し，現在，詳作用機序について解析
中である。
e. フコイダン(玉城，仲間)
フコイダンにも抗 HCV 活性を認め，現在，作用機序を
解析中である。また C 型肝炎症例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
を認めた症例が存在した。現在，症例数を増やし，IFNα誘導効果を含めた生体内での作用機序についても解析
中である。
f. ハンノキエキス(玉城)
フランキア菌が共生している根茎を含むハンノキを発
酵させて，フランキア菌を繁殖させ，この発酵物を蒸留
等で抽出したハンノキエキスには in vivo での抗菌作用
や駆虫効果が報告されている。抗 HSV 活性について検討
したところ，ハンノキエキスに中和活性を認めた。さら
に，プラーク形成試験にてウイルスの侵入時および侵入
後のウイルスの複製を抑制することがわかった。感染マ
ウスでの抗ウイルス活性も検証された。
5．感染症の病態解析
a. HTLV-1 関連肺疾患(名嘉山)
HTLV-1 関連肺疾患においては感染リンパ球の役割は
重要である。しかし，肺の上皮細胞における HTLV-1 感染
の有無やその役割については報告がない。そこで HTLV-1
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が肺上皮細胞に感染し，Tax を発現することを明らかに
した。感染肺上皮細胞は種々のサイトカイン，ケモカイ
ン，細胞接着分子を発現しており，NF-κB や AP-1 の活
性化に依存していた。さらに Tax トランスジェニックマ
ウスや肺疾患症例の肺胞上皮細胞に Tax の発現を確認し
た(Retrovirology 2008; 5: 86)。HTLV-1 が感染する場
合，フリーのウイルスは感染効率が悪く，細胞-細胞接着
が必須である。肺上皮細胞への HTLV-1 感染には，感染 T
細胞と肺上皮細胞との接着が重要であると推測される。
感染T 細胞株が分泋するIL-1αが肺上皮細胞株のICAM-1
発現を誘導することを見出した。ICAM-1 の発現誘導は
NF-κB 依存性であった。また，肺疾患症例の肺胞洗浄液
中細胞に，IL-1α mRNA の発現を認めた。現在，IL-1α
の感染 T 細胞と肺上皮細胞の接着増強作用や感染効率増
強作用，感染過程における Gal-1 の影響などを検討して
いる。今後は，肺疾患症例の肺胞洗浄液中卖核球のプロ
ウイルス定量や制御性 T 細胞の解析を行う予定である。
b. H. pylori の胃炎発症機構(武嶋)
免疫染色にて，H. pylori 感染慢性胃炎症例の胃粘膜
でマクロファージに加え，胃上皮細胞やリンパ球に Th1
サイトカイン IL-12 の発現を確認した。H. pylori は cag
PAI 依存性に NF-κB 活性化を介して，胃上皮細胞や T 細
胞に IL-12 p40 mRNA の発現を誘導することを見出し，そ
の発現制御機構を明らかにした(Infect Immun 2009; 77:
1337-1348)。また，T 細胞においては H. pylori の他の
病原因子 VacA も IL-12 の発現を誘導した。IL-8 の発現
誘導に関しても胃上皮細胞と 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。さ
らに，H. pylori 感染者の胃上皮細胞では Akt のリン酸
化が認められることを見出した。胃上皮細胞株への H.
pylori 感染は cag PAI 依存性に Akt を活性化し，RelA
をリン酸化した。その結果，RelA の転写活性が増強し，
IL-8 の 発 現 を 誘 導 す る こ と を 明 ら か に し た (BMC
Microbiol 2009; 9: 36)。現在，Akt がリン酸化する他
の基質について解析を加えている。T 細胞においては H.
pylori は前述した IL-12，IL-8 に加えて，CD69，IL-13，
IL-2Rα鎖，IL-2，IFN-γの発現を誘導した。精製 VacA
は，T 細胞の古典的 NF-κB 経路を活性化し，種々の NFκB 制御下遺伝子の発現誘導を行うことをマイクロアレ
イによる網羅的解析で明らかにした(Helicobacter, in
press)。現在，T 細胞における H. pylori や VacA 誘導性
の種々のシグナル伝達経路の解析を行っている。
c. レジオネラ(L. pneumophila)の肺炎発症機構(高松，
名嘉山)
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。レジオネラ肺炎の
発症におけるマクロファージの重要性は知られているが，
肺上皮細胞の関与は不明である。L. pneumophila が肺上
皮細胞株に感染後，NIK→IKK→NF-κB 経路を活性化し，
IL-8 を誘導することを明らかにした。その発現誘導には
Hsp90 やレジオネラ病原因子(Dot/Icm と flagellin)が関

与していた(BMC Microbiol 2007; 7: 102)。また，レジ
オネラ肺炎症例の血清 MIP-3α/CCL20 が高値であること
を見出し，肺上皮細胞に MIP-3α/CCL20 の発現を誘導す
る分子機構を明らかにした。さらに肺上皮細胞における
p38 や Akt の活性化誘導も観察しており，NF-κB 経路や
アポトーシスとの関連について解析を行っている。
また，
T 細胞に対する L. pneumophila の作用を解析したところ，
細胞内で増殖し IL-8，IL-13，IL-17 を発現誘導すること
を見出した。
T 細胞におけるIL-8 の発現誘導にはDot/Icm
と flagellin が不可欠であり，flagellin は MyD88 依存
性に TAK1，
JNK，
p38 を活性化し，
NF-κB と AP-1/CREB/ATF
依存性に IL-8 の発現を誘導することを明らかにした。
ま
た，L. pneumophila は T 細胞にアポトーシスを誘導する
が，この誘導にも Dot/Icm と flagellin が不可欠であっ
た。
アポトーシスの誘導には Akt の不活化が必須であり，
この不活化には細胞内での菌の増殖よりも細胞内での
flagellin の存在が必要であった。現在，flagellin によ
る Akt 不活化の分子機構を解析している。
d. 日本脳炎ウイルス(JEV)の脳炎発症機構(玉城)
JEV 感染が神経細胞に TRAIL/Apo2L の発現を誘導し，
アポトーシスを誘導することを見出した。さらに日本脳
炎患者の血清および脳脊髄液に高濃度の TRAIL/Apo2L を
検出した。現在，TRAIL/Apo2L 以外のアポトーシス誘導
シグナルについても解析を行っている。JEV による脳炎
発症と TNF-α の関与についても TNF-R p55 ノックアウト
マウスを用いた感染实験を行ない，解析している。
e. ヘルペス脳炎発症機構(玉城)
TNF-R p55 ノックアウトマウスが野生型マウスに比べ，
HSV−1 の皮膚感染後に起こるヘルペス脳炎に感受性が高
いことを見出した。現在，TNF のヘルペス脳炎発症にお
ける役割について解析中である。
f. HTLV-1 と動脈硬化症(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
化症との関連を調べている。頸動脈内膜中膜複合体肣厚
度(IMT)が 1.1mm を超える頸動脈硬化群では，抗 HTLV-1
抗体陽性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。さらにサンプル数を増やして解析するとと
もに，内皮細胞へ HTLV-1 を感染させ，炎症が引き起こさ
れるかを検討する予定である。
g. HTLV-1 の母児感染(石川)
共同研究施設である上村病院を受診した全妊婦の抗
HTLV-1 抗体陽性率は，1989 年の 7.3％に比べ，2002 年は
2.1％まで低下していた。今回の検討では，1989 年以後
に出生した 13 歳以下の妊婦は存在せず，HTLV-1 感染の
予防策は 2002 年までの抗体陽性率の低下には関与して
いない。授乳期間の短縮や人工栄養の増加が影響してい
ると思われ，この要因の特定を今後，行う予定である。
また，母親の母乳と末梢血卖核球のプロウイルスを定量
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しているが，母乳中のプロウイルス量が著明に高値の婦
人が存在した。4 名の母乳哺育児の抗体検査も施行し，
１名の抗体陽性者を認めた。母乳中のプロウイルス量が
児のキャリア化に対する予測因子となりうるのか，さら
に症例数を増やして検討を行う予定である。
6. 粘膜投与型ワクチンの開発(只野)
JEVの構造タンパク質であるエンベロープ(E)タンパク
質の略全長，ドメインI-II，ドメインIII，および非構造
(NS)タンパク質−１を大腸菌の系で発現させ，精製した。
これらのワクチン候補はマウスを用いた動物实験で免疫
原性の評価を行い，
発現Eタンパク質群はいずれも高い液
性免疫誘導能を有し，
致死的なJEV感染からマウスを防御
することが確認された。ウイルス中和抗体を産生しない
NS-1タンパク質もマウス接種实験では，致死的なウイル
ス感染からマウスを有意に防御した。さらに，発現タン
パク質によるマウス免疫实験で，接種ルートを腹腔から
鼻腔に変えても液性免疫と防御の誘導が認められた。そ
の免疫原性の程度は腹腔からの接種の方が優れている傾
向が発現Eタンパク質群の接種で認められた。一方，発現
NS-1タンパク質による免疫では，液性免疫誘導は鼻腔よ
り腹腔からの免疫の方が有利だったのに対して，ウイル
スチャレンジテストに対する防御は，むしろ鼻腔の方が
有利であった。
JEVと同じフラビウイルスに分類されるダ
ニ媒介性脳炎ウイルスの中枠神経組織への侵入ルートと
して，末梢から感染した後に嗅覚器官から中枠神経に侵
入するという報告があり，中和抗体を誘導できないNS-1
が鼻腔からの免疫で防御能を誘導できたのはJEVの中枠
神経への侵入もまた嗅覚器官が重要であることを示唆し
ている。さらに，NS-1の免疫が防御能を誘導できた理由
として，
抗体依存性細胞傷害活性の関与も考えられたが，
抗体産生誘導が低かった鼻腔への免疫において防御活性
が高い結果から別のメカニズムが考えられた。まず，細
胞性免疫の関与が考えられたが，鼻腔へNS-1を接種した
マウスの鼻腔所属リンパ組織から得られたリンパ球につ
いてサイトカイン産生を検討したところ，Th1，Th2のい
ずれとも判断できない免疫誘導を示す結果が得られた。
現在，これらの点について詳細な検討を行っている。
コレラトキシン(CT)は強力な粘膜免疫アジュバント効
果を有するが，副作用の関係から動物实験モデルでの使
用に制限される。そのため，CTに代わる粘膜免疫アジュ
バントあるいはデリバリーシステムについても検討して
いる。ポリエチレンイミン(PEI)，ポリリジン(PLL)，リ
ポソーム(Lipo)についてデリバリーシステムへの有効性
を培養細胞およびマウスで検討した。
用いられた3種類の
材料は培養細胞に対してDNAワクチントランスフェクシ
ョン能を示したが，
PLLのトランスフェクション効率が最
も低かった。また，マウスへの皮下接種实験ではPEI，PLL
ともに効果が認められず，Lipo-DNAワクチンを皮下接種
したマウスのみがDNAワクチンを卖独接種したマウスよ
り有意に液性免疫応筓が高かった。

7. 疫学的ウイルス研究
a. 浄化前および浄化後の下水における腸管由来ウイル
ス汚染状況調査(只野)
2007年および2008年に那覇浄化センターにおいて採水
された浄化処理前，処理後の下水についてノロウイルス
(NV)遺伝子RNAの検出を試みた。また，培養細胞を用いた
ウイルス分離も併せて行った。那覇浄化センターの処理
前下水は，NVもしくは他の腸管ウイルスで汚染されてお
り，浄化センターでそれらを取り除けない場合もあるこ
とがわかった。二枚貝は海水中のプランクトンを餌とし
て取り込むが，その際にウイルスも体内に濃縮する事が
知られている。浄化センターから放流される処理後の下
水に含まれるウイルスは希釈されずにシャコガイ等の二
枚貝に捕捉・濃縮されている可能性は否めない。また，
浄化センターの近くには海水浴場もあることから遊泳中
に感染する可能性もあると危惧された。
b. 新興・再興感染症病原体・フラビウイルス侵入の日本
へのリスク評価(斉藤)
蚊媒介性フラビウイルスである JEV およびウェストナ
イルウイルス(WNV)は分布範囲を広げている。
沖縄におい
ても分布する JEV の遺伝子型が変化し，いずれかの経路
で外来性 JEV が侵入していることを明らかにした(Am J
Trop Med Hyg 2007; 77: 737-746)。JEV や WNV の分布拡
大機序に渡り鳥が関与している可能性が報告されている
が，証明されていない。また，WNV が近年極東ロシアの
鳥から分離されたことから，極東ロシアを介してシベリ
アから渡ってくる渡り鳥が，WNV の「運び屋」になる可
能性が十分考えられ，また既に侵入している可能性も否
定できない。これらをふまえ，沖縄では傷病鳥類，また
北海道ではカモを含む鳥類で，血清学的，ウイルス学的
検討を行っている。
c. 駆除対象である侵略的外来哺乳類を用いた日本脳炎
サーベイランスの提言(斉藤)
沖縄の固有かつ貴重な生態系を脅かす外来性飝肉目の
マングースが，JEV 抗体を保有することを報告した
(Vector Borne Zoonotic Dis, in press)。駆除事業下で
捕獲されたマングースの捕獲場所が特定されていること
から，マングースの抗体検査は産業動物の豚を用いた抗
体検査より，より詳細な地理的解析が可能であり，日本
脳炎ワクチン接種の積極的勧奨が中止されている現在，
リスクの高い地区を詳細に提示することのできるサーベ
イランス方法として提示した。また，同じく外来性飝肉
目で生態系を脅かし，駆除対象となっている北海道のア
ライグマにおいても検討中である。
d. 渡り鳥による希尐鳥類に対する新興感染症リスク評
価(斉藤)
WNV が日本に侵入した場合，公衆衛生上の脅威である
ことはもちろんであるが，鳥数の減尐が予測され，特に
絶滅危惧種を含む希尐鳥類にいたっては，壊滅的打撃を
与える可能性がある。そのため，希尐鳥類の培養細胞を
用いて WNV に対する感受性を調べ，リスク評価の一つと
する予定である。
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病原細菌学分野
A. 研究課題の概要
病原細菌学分野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为の応筓機構を明らかにし，
感染や発症の制御に必要な技術的基盤を構築するための
新しい知見を取得することを目指している。病原細菌が
惹き起こす疾患（感染の結果）は臨床上明らかな特徴が
出るものが多くわかりやすいが，感染から発症までにい
たる分子レベルでの機序は未だ不明な点が多いといえる。
しかしながら，病原細菌学の最近の進展によって，グラ
ム陰性細菌には特殊に分化した分泋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）が宿为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卖独で細
胞に外側から作用させても何も起こらないが宿为細胞内
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飝作用を誘導
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为の炎症性サイトカイン産
生を抑制することによって宿为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为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（宿为）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
体と宿为の両面から解明していく必要がある。宿为の自
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为免疫担当
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为因子機能の解析が可能
である。また、年を追うごとに様々な抗生剤耐性菌が現
れてきている。抗生物質に対する耐性菌の問題は今後も
根本的な解決法が見つかることなく続くと思われる。な
ぜなら，病原細菌のほうが我々人類よりもはるかに長い
歴史があり，その世代時間も圧倒的に短いからである。
したがって抗生剤に対抗する手段を驚くほど早く獲得し
ていく。もちろん抗生剤は現在もっとも強力な治療手段
であることに変わりはないが，病原細菌の感染メカニズ
ムを明らかにしていきながら新しい治療薬，ワクチンと
いった様々な手段も考えていく必要があると思われる。
具体的に以下の 2 テーマがある。
1. 粘膜病原細菌の感染と宿为免疫応筓の分子機構
我々の研究审では，粘膜病原細菌（ビブリオ，エロモ
ナス，キャンピロバクター等）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
惹き起こされる宿为上皮細胞の炎症誘導性反応の研究，
また感染に対して最前線で戦うマクロファージや抗原提
示を行う樹状細胞といった貪飝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新しい動物感染モデルの作成
や新規ワクチン開発も視野に入れて研究にとりくんでい
る。
2. 人獣共通感染症の原因菌であるレプトスピラの研究
亜熱帯地域である沖縄では，げっ歯類が宿为となり，
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
関与する宿为応筓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)を用いた感染实験により感染における免
疫応筓システムを明らかにしていく。
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細胞生物学分野
A. 研究課題の概要
細胞は外界からの各種シグナルに対し，増殖，分化，
死，分泋，運動など多彩な応筓を行う。細胞外シグナル
の受容と細胞応筓の間を，細胞内シグナル伝達経路が繋
いでいる。シグナル伝達経路に関わる分子の多くは，分
子間相互作用に必要なドメイン構造を持つ。分子間相互
作用に基づいてシグナル伝達分子群が多彩な複合体群を
形成することで，シグナル伝達ネットワークの形成と細
胞応筓の時間的，空間的制御が可能となる。癌，免疫異
常，感染などの病態の背後にはこの制御の破綻や攪乱が
見られる。私共は，为に分子間相互作用を手がかりに，
未知のシグナル伝達経路とその構成分子を解明し，各種
病態におけるそれらの役割を検討するという探索的研究
を進めている。
代表的なシグナル伝達分子として低分子量 G 蛋白質
Ras が知られているが，ras 遺伝子は最初に発見された
ヒト癌遺伝子でもある。現在では，Ras がヒト，線虫か
ら酵母に至まで真核生物で広く保存されていることが判
っている。Ras はその標的分子と複合体を形成して活性
化することで下流にシグナルを伝達する。Ras の代表的
な標的分子としては，いわゆる「古典的」MAP キナーゼ
ERK を制御する Raf が全ての多細胞生物に存在し，
Ras-binding domain (RBD)と呼ばれるドメインを介して
Ras と結合する。また，私共は数年前，Ras との分子間相
互作用を手がかりに (Two-Hybrid 法)，線虫 C. elegans
から Ras の新たな標的分子 phospholipase Cε (PLCε)
を 見 出 し ， ヒ ト ホ モ ロ グ も 卖 離 し た が ， PLC ε は
Ras-associating domain (RAD) と呼ばれる Ras 結合ドメ
インを 2 つ持っていた。私共が最初に作成した PLCε遺
伝子破壊線虫では予想通り PLCεが細胞内 Ca2+を介する
表現型に関与しており，その後のノックアウトマウスの
解析から，
PLCεの機能欠損が発癌をはじめ多彩な病的表
現型に繋がることが判明している。
一方近年，多くの多細胞生物が複数の Ras 類縁分子か
らなる「Ras ファミリー」を持つこと，このファミリー
メンバーが種を越えて保存されていることも明らかにな
ってきた。
このうち Rap1 は Ras によって癌化した細胞を
正常化する分子として発見されたが，Rap1 の標的分子結
合領域 (9 アミノ酸) は Ras のそれと全く同じであり，
RBD や RAD を持つ Ras の標的分子を Ras から競合的に奪
うことで Ras に拮抗すると考えられている。
しかし，
Rap1

以外のメンバーには，機能の不明なものが多く，私共は
Rap2 に着目して解析を行っている。
Rap2 の標的分子結合
領域は Ras や Rap1 とは 1 アミノ酸異なるため，
独自の標
的分子と結合する可能性があると考え，Rap2 と相互作用
する分子を Two-Hybrid 法やアフィニティー精製/質量分
析で探索し，
これまでに Rap2 の独自の標的分子を複数同
定した。
これらの新規Rap2 特異的標的分子のうち3 つのプロテ
インキナーゼ（NIK, TNIK, MINK）は N 末端にキナーゼド
メインを持ち，C 末端の制御ドメイン（CNH ドメイン）で
Rap2 と結合したが，
Ras や Rap1 とは結合しなかった。
CNH
ドメインは RBD や RAD 含まず，Rap2 の標的分子結合領域
に特有のアミノ酸（F39）を認識する Rap2 特異的結合ド
メインと考えられる。
NIK, TNIK, MINK は上記のような類似の構造を持ち
STE20 group と呼ばれるプロテインキナーゼ群に属し，
mitogen-activated kinase kinase kinase kinase とし
て「新規/ストレス応筓性」MAP キナーゼ JNK の上流に位
置する。NIK による JNK の活性化を Rap2 が顕著に促進し
たことから，Rap2 は Ras とは異なり ERK のかわりに JNK
を制御すると考えられる。一方，私共は TNIK が Rap2 に
よるアクチン細胞骨格と基質細胞間接着の制御に関与す
ること，TNIK, MINK が TANC1 と呼ばれる足場蛋白質と結
合して Rap2 依存的にこれをリン酸化することも報告し
ており，Rap2 が多くの MAP キナーゼ非依存的機能を持つ
と考えている。なおヒトゲノムに NIK, TNIK, MINK 以外
の類縁分子は無く，
私共は Rap2-effector-kinases (REK)
1-3 とも呼ぶべきキナーゼ群の全メンバーを網羅的に同
定したと考えている。線虫 Rap2 を用いた Two-Hybrid ス
クリーニングで REK の線虫オルソログをも見出しており，
Rap2-REK シグナル機構は進化を越えて保存された重要
なシグナル機構であると考えている。
また，上記キナーゼ群以外にも，Rap2 の新規標的分子
として線虫とヒトに共通の PTPL1-associated RhoGAP1
(PARG1) という Rho ファミリー低分子量 G 蛋白質の制御
因子も見出し報告した。PARG1 も，RBD や RAD とは異なる
ドメイン（ZPH 領域）で Rap2 とのみ結合する。ZPH 領域
の機能は不明であったが，CNH ドメインに次ぐ第二の
Rap2 特異的結合ドメインと考えている。
最後に，他分野との共同研究としては，皮膚リーシュ
マニア原虫症，子宮頸部ヒトパピローマウイルス感染，
緑内障等についての分子生物学的研究やプロテオミクス
研究，沖縄科学技術研究基盤整備機構（沖縄科学技術大
学院大学）の先行研究ユニットとは Rap2 や TNIK のノッ
クアウトマウスや線虫その他の共同研究を行っている。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Nonaka H, Takei K, Umikawa M, Oshiro M, Kuninaka K, Bayarjargal M, Asato T, Yamashiro Y, Uechi
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(A)

Y, Endo S, Suzuki T, Kariya K.: MINK is a Rap2 effector for phosphorylation of the
postsynaptic scaffold protein TANC1. Biochem Biophys Res Commun., 12: 573-578, 2008.
OD08002: Miyara N, Shinzato M, Yamashiro Y, Iwamatsu A, Kariya K, Sawaguchi S.: Proteomic analysis
of rat retina in a steroid-induced ocular hypertension model: potential vulnerability to
oxidative stress. Jpn J Ophthalmol., 52: 84-90, 2008.

(A)

OI08003: Myint CK, Asato Y, Yamamoto Y, Kato H, Bhutto AM, Soomro FR, Memon MZ, Matsumoto J, Marco
JD, Oshiro M, Katakura K, Hashiguchi Y, Uezato H.: Polymorphisms of cytochrome b gene in
Leishmania parasites and their relation to types of cutaneous leishmaniasis lesions in
Pakistan. J Dermatol., 35: 76-85, 2008.

(A)

国内学会発表
PD08001: Bayarjargal Maitsetseg, Uechi Yukiko, Endo Shogo, Nonaka-Takei Kimiko, Oshiro Minoru, Umikawa
Masato, Asato Tsuyoshi, Yamashiro Yoshito, Taguchi Tomohiro, Kariya Ken-ichi.: Localization
of Rap2 in recycling endosome in a palmitoylation-dependent manner.: BMB2008(第 31 回日本
分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会 合同大会)プログラム: 1P-0444: 219, 2008: 神戸国
際展示場
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まらず, 疾患の発症メカニズムを解明することに役立つ
はずである。
以下, これまでに行ってきた研究について簡潔に述べ
る。

生命統御医科学分野
A. 研究課題の概要
ヒトに関する分子遺伝学的研究のすべてが研究対象と
なる。研究領域ないしは研究分野によってこの研究审が
展開している研究課題を分類すると以下のようになる。
(1) ヒト 内在性 レトロ ウイ ルス (human endogenous
retrovirus, HERV) 研究
(2) エピジェネティクス (epigenetics) の複合遺伝性
疾患への関わり
(3) その他; 疾患の性差とその原因メカニズムの究明
キーワード：HERV, レトロトランスポゾン, エピジェ
ネティクス, DNA メチル化, 性差, 精神疾患, 胎盤, 妊
娠高血圧症
ヒトゲノムの特徴ないしは不思議の一つは, 他種の哺
乳類との外観の差に比べて, 意外に遺伝子の数が尐ない
ことである。 逆に, 蛋白をコードしない種々のサイズ・
形のノンコーディング RNA を発現する遺伝子 (?) また
は DNA 配列がゲノムの至る所に見出される。
蛋白を作る
遺伝子配列が全体の 5% に過ぎないのに対して, 転移因
子であるレトロトランスポゾンがゲノムの半分を占める
ことも興味深い。一見無駄とも見えるゲノムの姿は進化
の歴史の刻印であり, 現在の多様性の原動力である。同
時に, 将来の予期せぬ変化に対応する能力の温存とも考
えられる。
HERV はレトロトランスポゾンの一つである。蛋白・
RNA・DNA としての機能や HERV の制御機構, 更にメチル
化のターゲットとしての疾患への関連や癌との関連など
ほとんど未解明な状態である。これらを通じて HERV の
具体的な働きを明らかにし, 進化上ヒトゲノム及び人体
に果たした役割を知ることが HERV 研究の目的となる。
エピジェネティクス研究は DNA メチル化に始まり, ヒ
ストンのアセチル化及びメチル化へと急激な発展を示し
ている。この研究审では, それらのメカニズムの解明よ
りも遺伝の仕方や病気との関連に为眼を置く。DNA メチ
ル化の生物学的重要性は良く認識されているが, 癌を除
けば疾患原因メカニズムとしての重要性は確立されてい
ない。DNA メチル化異常による疾患を見出して, エピジ
ェネティクス病の疾患範疇 (ないしは, 概念) を確立す
ることを目論んでいる。
また, 多くの複合遺伝性疾患は遺伝要因だけで発症す
るものではなく, 環境要因が作用して発症に至る。この
２つの要因の間に介在して媒介的役割を果たすのがレト
ロトランスポゾンであると仮定し, その検証を行ってい
る。
ある疾患はその罹患率において, また, ある疾患は臨
床像において性別で相違が存在する。その性差の原因メ
カニズムを明らかにする。このことは, 性の役割にとど

1. 発現活性型 HERV の同定と特性解析—特に, 胎盤と
の関連について
ゲノム中の夥しい数の HERV が種々の変異・欠失等に
よって生物活性を失っているが, 癌細胞ではしばしば発
現亢進が認められる。正常組織で発現している HERV の
探索・同定を行い, これまで既に論文に発表したものを
含めて, ノーザンレベルで検出できる HERV を 4 つ
(ERVE1, HERV-Fb1, HERV-HML6c14, HERV-H7/F(XA34)) 見
出した。
これらのうち 3 つは胎盤特異的に発現しており,
胎盤での何らかの役割 (機能) が期待される。胎盤は
HERV 発現においても DNA メチル化においても他の組織
と異なった挙動を示す興味深い器官である。
そ こ で , syncytin (HERV-W) 及 び syncytin 2
(HERV-FRD) を加えた計 5 つの HERV について, 胎盤の
発育段階ごとの発現の変化を明らかにした。更に, in
situ hybridization によって, 発現細胞を特定した。
また, TaqMan RT-PCR によって転写物の定量を行い, 妊
娠高血圧妊婦からの胎盤 (n = 22) と正常血圧妊婦から
の胎盤 (n = 87) での HERV 発現量の相違の有無を調べ
た。その結果, syncytin 2 は cytotrophoblasts のみで
発現していること, HERV-HML6c14 は trophoblasts の
核内に局在すること, syncytin 及び HERV-H7/F(XA34)
は妊娠高血圧症胎盤で発現が低い有意の差 (p = 0.0012
and 0.0007, respectively) が認められるなどの興味深
い知見を得ている。現在, この２つの HERV の機能解明
に向けて作業を続けている。
2. 膵臓及び甲状腺特異的 HERV の機能解析
整形外科出身の院生 (城間隆史) が, 膵臓及び甲状腺
で強く発現している HERV (ERVE1) を発見した。これは
OMIM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) に
も [*606601] のナンバーで取り上げられている。ERVE1
は 4 種の splice variants を発現するが, 为要な転写
産物は 3.3 kb の env への一回スプライス型である。こ
れは 25 kDa の蛋白をコードする読み取り枞 (open
reading frame; ORF) を持っている。in vitro において,
糖鎖付加を受けて約 30 kDa の糖蛋白を産生することを
確認している。その機能解明は, 助教の留学のため休止
になっているが, 新任の助教が加わったところであり再
開を急ぎたい。
3. メチル化と統合失調症—特に, 性差の存在について
長崎大学, 三重大学, 及び理化学研究所 (和光) との
共同研究で統合失調症の DNA メチル化解析を行った
(210 例の統合失調症患者および 237 例の健常者, 計
447 例)。
精神科出身の院生 (島袋盛洋) は, 男性患者の
メチルシトシン総量は健常男性に比べて低いこと (p =
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0.048), 特に, 若年男性患者 (35 才以下の比較で, p =
0.019), および男女差があること (男性に高い: 健常者
群で p < 0.0001; 患者群で p = 0.027) を見出した。更
に, ラットで行った实験から, ハロペリドールが DNA
のメチル化に影響を与え得ること, とりわけ, 脳におい
ては雌ラットで反応性が高く, プラセボ群に比べて有意
(p = 0.026; n = 10) な低下作用を持つことを発見した。
バルプロ酸の低メチル化作用および統合失調症の臨床像
(発症年齢, 薬効等) に男女差があることを考えたとき,
この発見は極めて興味深い。
今後, ハロペリドールによるメチル化状態の変化を示
す DNA 配列の探索と RNA の発現変化を示す遺伝子解析
によって, ハロペリドールからメチル化までの経路を明

らかにして行く。発現からのアプローチは理研との共同
研究で, マイクロアレイを用いて発現解析を進めた。発
現変化の条件として, 1.5 倍以上 (または, １/1.5 以
下) で有意の差 (p < 0.05) を示す遺伝子としたとき,
226 遺伝子が増加を示し, 68 遺伝子が減尐していた。こ
れらの結果の検証を quantitative real-time RT-PCR で
行った。現在, 85 遺伝子の検証を行い, 36 遺伝子がマ
イクロアレイの結果とよく一致した。
今後更に検証数を増やして, 確認の取れた遺伝子の
transcriptome 解析を行い, それらの pathway (または,
stratification) を明らかにするとともに, その情報に
基づいてターゲットを絞り込みメチル化解析を行う予定
である。

B. 研究業績
原
著
OI08001 Kudaka W, Oda T, Jinno Y, Yoshimi N, Aoki Y. Cellular localization of placenta-specific human
endogenous retrovirus (HERV) transcripts and their possible implication in pregnancy-induced
hypertension. Placenta, 29: 282-289, 2008.

(A)

OI08002

Tomiyama N, Higashiuesato Y, Oda T, Baba E, Harada M, Azuma M, Yamashita T, Uehara K, Miyazato
A, Hatta K, Ohya Y, Iseki K, Jinno Y, Takishita S. MEFV mutation analysis of familial
Mediterranean fever in Japan. Clin Exp Rheumatol, 26: 13-17, 2008.

(A)

OD08001

神山聡子, 小田高也, 陣野吉廣: 生物活性または発現活性を保持している LINE1 (L1) のゲノムワ
イド探索. 琉球医学会誌, 27: 11-18, 2008.

(B)

国際学会発表
PI08001 Sakamoto H, Iwamoto K, Kato T, Oda T, Jinno Y, Okazaki Y. Identification of a subset of genes
affected by haloperidol treatments in rat brains. XVIth World Congress on Psychiatric Genetics
(WCPG 2008)
国内学会発表
PD08001 坂本秀樹, 岩本和也, 加藤忠史, 小田高也, 陣野吉廣, 岡崎祐士. 抗精神病薬ハロペリドール投与
により影響を受ける遺伝子群の同定. 第 31 回 日本分子生物学会年会, 2008.
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呼吸器では感染症の他に，肺癌，びまん性肺疾患（間
質性肺炎）
，気管支喘息，COPD（慢性閉塞性肺疾患）等さ
まざまな疾患に関して診療，及び研究を行っている。

分子病態感染症学分野
A. 研究課題の概要
感染症グループ
研究の概要
１）病態の研究
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。特に重症肺炎の起炎菌である肺炎
球菌やレジオネラに対する自然免疫の役割を検討してお
り，発症予防や重症化防止につながる研究を目指してい
る。肺炎球菌感染における NKT 細胞および γδT 細胞の
重要性を示してきた。レジオネラの病原因子に関して海
外の研究者と共同研究をすすめている。臨床では成人麻
疹肺炎の臨床的特徴と免疫学的応筓を解析し発表した。
また当教审もその作成に参加した日本呼吸器学会市中肺
炎治療ガイドラインを中心に欧米のガイドラインとその
有用性に関する比較検討を行った。
２）診断法，サーベイランスの研究
レジオネラ肺炎の迅速診断法としての尿中抗原検出法
と PCR 法の評価と比較を行い，その臨床的有用性と問題
点とを明らかにし報告した。これまではオーストラリア
だけで明らかとなっている腐葉土（園芸用培養土）中の
レジオネラの検出を行い，本邦におけるその分布状況を
明らかにした。病院および医学部建物の環境，給湯給水
中のレジオネラの生息状況を明らかにし，除菌方法に過
酸化水素および高濃度塩素維持が有用であることを見出
した。
当教审は九州地区において２番目に多い AIDS 患者症
例を有し多方面から研究をおこなっている。ニューモシ
スチス肺炎の重症化予測因子として KL-6，
β-D グルカン
値，BALF 中の好中球数との関連を報告した。国内におい
てAIDS 患者の抗HIV 薬の耐性ウイルスの蔓延化が危惧さ
れているが，当院でも耐性ウイルスを検出する全国プロ
ジェクトに参加しその早期発見に努めている。また進行
性多巣性白質脳症の原因ウイルスである JC ウイルス検
出プロジェクトにも参画している。
３）治療法の研究
各種抗菌薬のレジオネラに対する基礎的および臨床的
評価を行い，フルオロキノロン系抗菌薬の有用性を報告
した。市中肺炎治療ガイドラインの比較検討を行った。
キノロン薬の体内動態の特性から最適な投与法の研究を
当教审が为体となり，全国的な多施設共同調査を進めて
いる。

呼吸器グループ

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。当ウイルス学教审 （森教授）と
の共同研究 や科研にも参加し、研究進行中である。家族
性間質性肺炎に関しては東北大学，埻玉医大との共同研
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）が進行中である。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 移植例あり).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
く予定である。
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，为に進行肺癌患者を
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）
，放尃線科，麻酔科，整形外科など
の科と連携し，最善と考えられる治療を行っている。ま
た，必要に応じて，地域の医療機関とも連携している。
抗癌剤は每性が強いため，その使用にあたっては十分
な経験を持つ医師のもとで適正に行うことが義務づけら
れている。最近，地方におけるがん治療成績の較差が問
題となっており（实際はそのような較差は尐ないと思わ
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，飝道癌においては放尃線療
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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，
最先端の臨床データに基づいた医療を实践している。
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 型の免疫応筓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筓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―宿为との免疫応筓の違い・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尐性紫斑病に対
する除菌療法も取り組んでいる。1 次除菌失敗例に対す
る 2 次除菌に対しても患者さんの同意を得た上で積極的
に行っており，高い成功率を維持している。
3) 下部消化管
臨床・教育重視であるが，炎症性腸疾患の厚生労働省
研究班関連施設として研究活動も臨床研究を中心に活発
に行っている。独自に行っている難治性潰瘍性大腸炎に
対するスクラルファート混合ベクロメタゾン注腸療法や
免疫抑制剤・白血球除去療法の適切な使用，クローン病
に対する抗サイトカイン療法，大腸腫瘍における最新の
拡大内視鏡による pit pattern 診断を用いた質的診断の
向上と治療への応用などを为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
た实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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臨床薬理学分野
A. 研究課題の概要
A-1 脂肪貟荷ヒト血管内皮機能低下モデルやヒトインス
リン抵抗性モデルにおけるレニンーアンジオテンシン
系：メタボリックシンドローム薬効評価实験系の確立
内臓肣満を有しインスリン抵抗性を呈するメタボリッ
ク症候群では、肣大した脂肪細胞由来の遊離脂肪酸、TNF
α、MCP-1 の上昇とインスリン感受性ホルモンであるア
ディポネクチンの低下が報告されている。創薬を念頭に
おいて種々の遺伝子操作を行った实験動物を中心に实験
系が構築されているが、メタボリックシンドロームその
ものが病態生理学的に確立した疾患ではなく、種差が大
きいため、動物での成績をヒトに外挿することは容易で
はない。私たちは、遊離脂肪酸に注目し、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、メタボリック症候群に類似した状態を呈することを
確認してきた。このメタボリック症候群を想定した遊離
脂肪酸上昇ヒト实験モデルをひとつの薬効評価モデルと
して新薬のトランスレーショナルリサーチに活用するこ
とが我々の研究の目的である。我々の研究では、遊離脂
肪酸貟荷が、血液流動性低下や酸化ストレス亢進、血球
レニンーアンジオテンシン系の活性亢進を来すことが明
らかになっており、このことは、メタボリック症候群と
動脈硬化の関連に関しての研究の ex vivo 实験材料とし
てもこのモデルが適切であることを示唆している。本研
究审では、メタボリック症候群を想定したヒト病態モデ
ルにおける治療薬スクリーニング法の構築を目標に、一
方でこれらの遊離脂肪酸がどのように白血球活性化、血
管内皮機能低下、インスリン抵抗性を引き起こすか、そ
の機序の解明を同時に進める。特にこれまでの实験結果
から、メタボリック症候群の初期において、血球のレニ
ンーアンジオテンシン系活性化が重要である可能性を考
えており、この系のヒトにおける遊離脂肪酸による血管
内皮機能障害、インスリン抵抗性発現、微小循環への関
与を明らかにし我々が提唱する「血球による mobile RAS
theory」を検証しようとして研究を継続している。他の
实験系としてアセチルコリン動注によるヒト血管内皮機
能測定、Defronzo の原法によるグルコースクランプ法を
用いたインスリン感受性の測定、ex vivo 毛細血管モデ
ルと心筋コントラストエコーによる微小循環評価法など、
再現性が高く、安全で標準的なヒト实験手法が稼働して
いる。
A-2 日本人本態性高血圧患者における利尿薬の糖尿病発
症リスクに関するランダム化臨床試験の实施と試験支援
人材の育成

利尿薬は降圧薬として、心血管イベントリスクを減尐
させるという多くのエビデンスを持ちながら、糖尿病発
症リスク増大が懸念され、使用頻度は低い。しかし利尿
薬は低用量を用いて、適切な併用を行えば糖尿病発症リ
スクは決して増大せず、むしろ安価に降圧を達成できる
可能性がある。本研究はこの仮説を証明するための、真
の医師为導型臨床試験である。日本高血圧学会が共催し
ている。またこの試験を实施しながら、基盤となるデー
タセンターの設置、臨床研究コーディネーター（CRC）や
データマネジャーの育成を行っている。日本にはようや
く治験の CRC は増えてきているが、純粋な医師为導型臨
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
このような研究审は他にない。
A-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）
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。
A-3 ランダム化臨床試験の实施支援
琉球大学医学部附属病院の医師が研究代表者を務める
多施設共同ランダム化臨床試験(OCTOPUS 試験、为任研究
者血液浄化療法部 五関邦敏、OKINAWA 試験 内分泋代
謝内科 幸喜毅)の实施支援をおこなっている。専任 CRC
を施設に派遣し、患者スクリーニング、同意説明、患者
登録、フォローアップ、有害事象の報告などを实施して
いる。このような形の支援を行うことにより、試験の円
滑な進捗のみならず安全性の確保、試験の透明性の確保
に財献している。大学病院においてこのような形の臨床
試験实施支援をおこなっているところは尐ない。
A-4 がん臨床試験の支援
CRC を派遣し、
臨床研究支援センターとしてJCOG, JGOG
など医師为導型のがん臨床試験を支援している。JGOG な
どが为催する 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
A-5 臨床研究専門医と上級 CRC の育成
平成 19 年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の
高い医療人養成推進プログラム（医療人 GP） に「臨床
研究専門医と上級 CRC の育成」 が採択され、臨床研究
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の人材育成を大学院プログラムとして開始した。平成 20
年度は大学院セミナーの開催、８月に臨床研究ワークシ
ョップ、平成 21 年 3 月には同じ GP を取得している慈恵
医大と合同で臨床研究初心者のためのワークショップを
開催した。このプログラムは将来、为任研究者として真
の医師为導型臨床試験の研究計画作成、研究体制構築、
实施、データ管理、解析などを实施できる能力を涵養し
ようとするものである。治験の基盤整備の議論は活発で
あるが、患者の予後を改善するためには質の高い臨床試
験实施が必要である。しかしそれを实施できる研究者の
育成プログラムは無く、極めてオリジナリティの高い取
組である。支援スタッフに関しても治験ではなく、研究
者为導の臨床研究、臨床試験を支援できる人材が必要で

あるが、ありふれた机上の空論の座学だけでは養成でき
ない。本取組ではがん、動脈硬化性疾患の臨床試験の支
援を通して極めて質の高い OJT が可能である。
A-6 沖縄県臨床研究基盤連携構築事業
沖縄県医師会と琉球大学とが連携し、県内で治験や臨
床研究实施を促進できる基盤を構築する。具来的には中
央 IRB や事務局設置、CRC 派遣による県内医療機関が連
携した治験实施、沖縄県におおいがんの臨床試験（子宮
頸癌、ATL など）を推進するためのスタッフの教育や啓
蒙、沖縄での医師为導型臨床研究の支援などを視野に入
れた取組である。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Ikeda N, Yasu T, Kubo N, Nakamura T, Sugawara Y, Ueda S, Ishikawa S, Saito M, Kawakami M,
Momomura S. Daily exercise and bone marrow derived CD34+/133+ cells after myocardial infarction
treated by bare metal stent implantation. Circ J 2008; 72: 897–901.

(A)

OI08002: Ueda I, Tagawa T, Watanabe S, Yamakawa K, Yasu T, Ueda S. Comparability and reproducibility
of the carotid-femoral pulse wave velocity measurements using a multi-element carotid
tonometry sensor. J Hum Hypertens 2008; 22: 699-703.

(A)

OI08003: Minami H, Yasu T, Tagawa T, Yamakawa K, Ueda S. Slower onset of vasodilating action of brain
natriuretic peptide compared to atrial natriuretic peptide in human forearm resistant
vessels. Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: 859-862.

(A)

OI08004: Sakakura K, Kubo N, Hashimoto S, Ikeda N, Funayama H, Hirahara T, Sugawara Y, Yasu T, Ako
J, Kawakami M, Momomura S. Determinants of in-hospital death in left main coronary artery
myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. J Cardiol 2008; 52: 24-29.

(A)

OI08005: Nabata A, Kuroki M, Ueba H, Hashimoto S, Umemoto T, Wada H, Yasu T, Saito M, Momomura S, Kawakami
M. C-reactive protein induces endothelial cell apoptosis and matrix metalloproteinase-9
production in human mononuclear cells: Implications for the destabilization of
atherosclerotic plaque. Atherosclerosis 2008; 196: 129-135.

(A)

OI08006: Nakamura T, Funayama H, Kubo N, Yasu T, Kawakami M, Momomura SI, Ishikawa SE. Elevation of
plasma placental growth factor in the patients with ischemic cardiomyopathy. Int J Cardiol
2008; 131: 186-191.

(A)

OI08007: Inoue T, Iseki K, Iseki C, Ohya Y, Kinjo K, Takishita S: Association between heart rate and
multiple risk factor syndrome: cross sectional analysis of a screened cohort in Okinawa Japan.
Circulation Journal 2008; 72(3): 454-457.

(A)

OD08001: 五上卓，新里譲: 心拍数と心血管疾患との関連：外来患者における断面解析. Ryukyu Med J, 27:
123-129, 2008.

(C)

総
説
RD08001: 植田真一郎: 海外のガイドラインの変遷：降圧薬と降圧目標。血圧, 15(11): 45-49, 2008.

(C)

RD08002: 植田真一郎: JIKEI HEART study.心臓, 40(3): 239-243, 2008.

(C)
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RD08003: 植田真一郎: 日本における動脈硬化性疾患の臨床試験－デザインとエンドポイント，結果から考察
する今後の課題－ Jpn Clin Pharmacol Ther, 39(5): 143-146, 2008.

(C)

RD08004: 植田真一郎: ヒト血管内皮機能測定法 日薬理誌(Folia pharmacol. Jpn.) , 131: 269-274, 2008.

(C)

RD08005: Yasu T. Low adiponectin level causes vascular remodeling? a perspective through intravascular
ultrasound. Hypert Res, 31: 2099-2011, 2008.

(C)

RD08006: 安 隆則: 薬剤性心筋障害をどう診断するか？ 心エコー, 9: 218-223, 2008.

(C)

RD08007: 安 隆則: 糖尿病と動脈硬化の非侵襲的診断
275-278, 2008.

(C)

Diabetes Frontier メジカルビュー社, 19:

RD08008: 安 隆則: JELIS 研究 臨床薬理学 2008.

(C)

RD08009: 安 隆則: 薬剤性心筋症、たこつぼ型心筋症
231-243, 2008.

心筋症 .

松崎益徳編集 東京

最新医学社,

(C)

RD08010: 安 隆則: 臨床薬理学への期待：心不全治療におけるβ遮断薬に関して求められるエビデンスは？
What should be the next evidence regarding β blocker for heart failure? 臨床薬理学, 39:
49S-150S, 2008.

(C)

RD08011: 安 隆則: 運動療法：末梢動脈疾患における意義とエビデンス Angiology Frontier , 7: 286-289,
2008.

(C)

RD08012: 安 隆則: 血管新生療法としての運動療法：末梢動脈疾患と冠動脈疾患における意義とエビデンス
Heart View メジカルビュー社, 12: 50-53, 2008.

(C)

RD08013: 山川研、植田真一郎: 高血圧治療薬。医薬ジャーナル, 44(S-1): 450-456, 2008.

(C)

RD08014: Ohya Y, Inoue T: Prevension of hypertension by angiotensin receptor blockers in human--TROPHY
study. Nippon Rinsho, 66(8): 1596-600, 2008.

(C)

国際学会発表
PI08001: Ueda S, Azekoshi Y, Yasu T, Yamakawa K. Enhancement of angiotensin II forming acitivty in
human mononuclear cells by FFA: implication in FFA-induced endothelial dysfunction as mobile
renin-angiotensin system Annual scientific meeting of American Heart Association New Orleans
USA Nov. 2008
PI08002: American Association of Echocardiography annual meeting: Perfusion of apical ballooning vs.
infarct 2008 年 6 月 10 日 トロント
国内学会発表
PD08001: (シンポジウム）植田真一郎 動脈硬化性疾患臨床試験のサロゲートマーカーとしての IMT ENHANCE
研究から 第 29 回日本臨床薬理学会 東京 12.2008
PD08002: (ワークショップ）植田真一郎 サロゲートマーカーとしての血管内皮機能測定 CON の立場から 第
29 回日本臨床薬理学会 東京 12.2008
PD08003: （シンポジウム）植田真一郎 脳卒中一次予防 日本脳卒中学会 高血圧学会合同シンポジウム
第３０回日本高血圧学会 札幌 10 2008
PD08004: 安 隆則、小林真由美、五上 卓、畔越陽子、山川 研、百村伸一、植田真一郎. ジヒドロピリジ
ン系カルシウム拮抗薬はメタボリック症候群を想定したヒト脂肪貟荷モデルでの血液流動性と血管
内皮機能の低下反応を抗酸化作用を介して予防する 第 31 回日本高血圧学会 2008 年 10 月 10 日
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手術部
A. 研究課題の概要
1. 手術审におけるリスクマネジメント（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．当手術部においても手
術関連のインシデント（エラー）報告からシステム作成
や改善へと進めており，その達成度を検討している．イ
ンシデント報告によりシステム改善に繋がる例は多く，
また，対策として最も必要性が高かったのは教育や指導
であり，
体制の見直しや新しい方法の開発も必要である．
更に，全国国立大学病院手術部会議の仕事として「手術
用機器・設備の故障・事故」
，
「医療機器に対する業者立
会い制限」
，
「貸出し器械(Loan Instrument)の現状」の検

討を行っている．
2. 周術期の感染対策（久田友治,具志堅興治，岡山晴香）
手術部位感染サーベイランスを行い，周術期の感染対策
が適切に行われているかを，院内感染対策审と協同で検
討している．また、全国国立大学病院手術部会議の仕事
として「手術器具を介するプリオン病二次感染予防」に
関する検討を行っている．
3. 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（基礎看護学講座との共同）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，感染看護教育の充实が緊急の課題であることが
強く示唆された．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实施できるかを考究でき
る看護師の育成が目標である．
(本研究は科学研究費補助
金基盤研究（C）一般 18592319 の補助を受けている)

B. 研究業績
原
著
OI08001: Fujita I, Tateyama M, Higa F, Nakamatsu M, Owan T, Yamashiro T, Kuda T, Kinjo F. Prophylactic
oseltamivir for prevention of nosocomial influenza A virus infection. Infections and Medicine
2008:49-51.

(B)

OD08002: Higa F, Haranaga S, Tateryama M, Hibiya K, Yamashiro T, Nakamatsu M, Tomoyose T, Nagahama
M, Okamura T, Owan T, Kuda T, Kinjo F, Fujita J. Assessment of serum anti-Bordetella pertussis
antibody titers among medical stuff members. Jap. J. Infections Diseases 2008;61:371-374.

(B)

OD08003: 久田友治:部署別のリスクと対策 手術审. 感染対策 ICT ジャーナル, 3(1):86-88, 2008.

(C)

OD08004: 久田友治，具志堅興治，岡山晴香，内間辰也，親川メイ子，城間安夫，宮城孝徳:輸液・シリンジポ
ンプ以外の機器におけるインシデントの解析. 医療機器学, 78:731-732，2008.

(C)

OD08005: 具志堅興治，久田友治，内間辰也，親川メイ子，城間安夫，宮城孝徳:当院における医療機器につい
てのインシデントの解析 特に輸液・シリンジポンプの新機種への変更後について. 医療機器学,
78:733-734, 2008.

(C)

国内学会発表
PD08001: 垣花シゲ, 久田友治, 太田光紀, 仲松美幸, 吉五與志彦, 藤田次郎：脳神経外科における SSI サー
ベイランス．第 11 回 SSI サーベイランス研究会.
PD08002: 久田友治:基調講演「医療安全のために皆で考え，行動しよう」, シンポジウム“医療安全について”.
新垣病院 院内学会.
PD08003: 久田友治, 國吉ひろみ, 砂川元:附属病院における e ラーニングによる医療安全教材の開発と運用
の課題 ワーキンググループ 安全管理対策审. IT を活用した教育の学内発表会.
PD08004: 久田友治:グリーンプラネット運動タイセイ（株）における講演会「安全な医療のために病院がして
いること、患者様にお願いしたいこと」.
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PD08005: 久田友治, 西巻 正:当院手術部におけるリスクマネジメントの評価. 第 108 回日本外科学会.
PD08006: 久田友治, 具志堅興治, 内間辰也, 親川メイ子, 城間安夫, 宮城孝徳:輸液・シリンジポンプ以外の
機器におけるインシデントの解析. 第 83 回日本医療機器学会大会.
PD08007: 久田友治, 内間辰也, 親川メイ子, 城間安夫, 宮城孝徳, 具志堅興治:当院における医療機器につ
いてのインシデントの解析 特に輸液・シリンジポンプの新機種への変更後について. 第 83 回日本
医療機器学会大会.
PD08008: 岡山晴香，具志堅興治，久田友治，澤口昭一: 当院手術部における医療機器・設備の故障の分析 第
139 回琉球医学会.
PD08009: 久田友治，國吉ひろみ:当院における医療安全管理のためのコストの試算. 第 3 回医療の質と安全学
会.
PD08010: 久田友治, 具志堅興治, 岡山晴香, 宮城孝徳:積極的なインシデント報告とその対策によるリスク
マネジメントの進展. 第 30 回手術医学会.
PD08011: 久田友治:手術审における針刺し・切創の現況および対策の状況. 第 30 回手術医学会．
PD08012: 岡山晴香, 久田友治, 具志堅興治:当院手術部における静脈血栅塞栅症の予防対策とその成績. 第
30 回手術医学会.
その他の刉行物
MD08001: 久田友治, 國吉ひろみ, 砂川 元:附属病院における e ラーニングによる医療安全教材の開発と運
用の課題. IT を活用した教育の学内発表会論文集, 2008.
MD08002: 田中洋輔, 久田友治, 佐藤一史, 畠山 登:手術器具を介するプリオン病二次感染予防に関するア
ンケート. 第 45 回全国国立大学病院手術部会議資料集, 137-140, 2008.
MD08003: 佐藤一史, 久田友治, 畠山 登, 田中洋輔:医療機器に対する業者立会い制限に関する調査報告.
第 45 回全国国立大学病院手術部会議資料集, 141-146, 2008.
MD08004: 畠山 登, 久田友治, 佐藤一史, 田中洋輔:貸出し器械(Loan Instrument)の現状調査報告. 第 45 回
全国国立大学病院手術部会議資料集, 147-152, 2008.
MD08005: 久田友治, 田中洋輔, 佐藤一史, 畠山 登:手術用機器・設備の故障・事故に関する調査. 第 45 回全
国国立大学病院手術部会議資料集, 1153-170, 2008.
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地域医療部
A. 研究課題の概要
地域医療部では地域医療の充实に求められる研究活動を
行っている。
1. 医師の継続教育に関する研究(稲福徹也) 共同研究
医師の継続教育ツールとして近年インターネットの利
用が増えている。
プライマリ･ケア医が多く加入するメー
リングリスト(ML)の参加者を対象として，MLが医師の継
続教育ツールとして役立っているかを多施設共同で調査
した。5年前の調査と同様に卖独診療の医師にとってML
は継続教育ツールとして最も役に立つとの結果であった。
これを第40回日本医学教育学会大会において共同研究者
が発表した。

2. 医師の進路選択に関する研究(稲福徹也) 共同研究
地方において医師不足･偏在が大きな社会問題となっ
ている。医学生が進路選択をする場合に重視する頄目は
何かを明らかにしこの問題解決の糸口にする目的で，多
施設共同で全国調査を实施した。全国の49大学医学部学
生を対象とした調査結果を第40回日本医学教育学会大会
で共同研究者が発表した。
3. 医療連携･福祉に関する研究(石郷岡美穂)
(1) HIV 診療のチーム医療に関する研究(共同研究)
HIV 診療において他職種によるチーム医療が大切であり，
当部のMSW は医療福祉の専門家として診療チームに参加
している。離島病院での診療体制構築について日本エイ
ズ学会において共同研究者が、第56回日本医療社会事業
全国大会・第28日本医療社会事業学会において石郷岡が
発表した。

B. 研究業績
国内学会発表
PD08001： Takeda Yuko(三重大学 医学系研究科), Otaki Junji, Snell Linda, Inafuku Tetsuya, Morio
Kunimasa, Kristofco Robert, Tasaka Yoshikazu: 医学教育の継続における対話型 e-learning の効
果的ツールとしてのメーリングリスト(ML=リストサーブ)(Mailing List(ML=list-serve) as an
Effective Tool for Interactive E-learning in Continuing Medical Education)(英語). 医学教
育, 39(Suppl): 69, 2008.
PD08002： 武田裕子, 大滝純司, 高橋都, 甲斐一郎, 稲福徹也, 高屋敶明由美, 安五浩樹, 奥野正孝, 森尾邦
正: 医学生における診療科ならびに診療地域選択の背景因子に関する研究. 医学教育, 39(Suppl):
99, 2008.
PD08003： 石郷岡美穂：HIV/AIDS 診療における離島病院との連携体制構築の試み～出前研修の成果と課題～.
第 56 回日本医療社会事業全国大会・第 28 回日本医療社会事業学会, （抄録集）:85, 2008.
PD08004： 宮城京子(琉球大学医学部附属病院), 健山正男, 大城市子, 石郷岡美穂, 松茂良揚子, 諸見牧子,
謝花万壽子, 石川章子, 田里大輔, 仲村秀太, 前城達次, 原永修作, 比嘉太, 藤田次郎: 県内離島
病院の診療体制構築に向けての出張研修の成果. 日本エイズ学会誌 10: 489, 2008.
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は対症的効果のみならず、長期的治療効果が得られる場
合もあり、臨床例を集積し評価している。

高気圧治療部
A. 研究課題の概要
1. 悪性腫瘍の放尃線照尃（照尃）に対する高気圧酸素療
法（HBO）の増感作用の研究（五上治、小川和彦）
高気圧酸素曝露の直後に放尃線を照尃することにより
悪性脳グリオーマに対し増感作用を及ぼす事が本邦で報
告され、当部でも 100 名以上の経験から 50％生存率が２
倍以上に延長されるなど著明な効果を認めており、欧州
では保険適応として認められた。また HBO は脳壊死予防
効果も同時に認められ、γナイフなどの大量一回照尃に
も有用性が期待される。頭頚部癌に対する照尃における
HBO の増感作用、および口腔外科領域における悪性腫瘍
に対する照尃と HBO の併用療法を評価している。
2. HBO における骨盤内照尃後の臓器障害緩和作用の評価
（五上治、佐村博範、大城吉則、伊良波史朗）
女性性器癌の治療後の放尃線性腼胱炎による血尿、お
よび放尃線性腸炎による下血、イレウスなどに対し HBO

3. 難治性の聾型突発性難聴に対する HBO（五上治、新浜
明彦、我那覇章）
自然経過との評価が重要であるが、予後不良とされる
聾型において多数例から HBO の有用性を評価している。
4. 網膜の動静脈閉塞症や糖尿性網膜症に対する HBO（五
上治、加治屋志郎）
これら血行障害に基づく網膜障害は進行性で予後不良
のことが多いが、HBO により視力の改善が得られること
も多く、多数例で有用性を検討している。
5. 日本高気圧環境・潜水医学会から「高気圧酸素治療に
おける適応疾患の見直しと再編—特に国内の臨床報告と
基礎研究、及び国外のランダム化比較試験などからの提
案 —」を Committee Report (研究班報告)の代表（筆
頭著者）として発刉することになったが、琉球大学医学
部附属病院の各診療科における専門分野の意見を亣換し
ている。

B. 研究業績
国際学会発表
PI08001: Inoue O,Kajiya S, Sawaguchi S. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) for central retinal vein
occlusion (CRVO) - short term results on seventy eyes. Undersea Hyperbaric Medical Society
(UHMS) Annual Scientific Meeting, Salt Lake City.126,2008.
PI08002: Inoue O, Kajiya S, Yachimori R, Sawaguchi S: Hyperbaric oxygen therapy (HBO) for blinding
vascular occlusions of the retina. -Experience of 204 cases (210 eyes) past 20 years-.
Proceedings of the 3rd Conference U.S. Japan Panel on Aerospace, Diving Physiology &
Technology and Hyperbaric Medicine. 52,2008.
国内学会発表
PD08001: 五上治、加治屋志郎、谷地森隆二、澤口昭一. 網膜中心動脈閉塞症（CRAO）62 例 63 眼に対する高
気圧酸素療法（HBO）の有効性と限界.日本高気圧環境・潜水医学会雑誌 43：154, 2008.
PD08002: 五上治、加治屋志郎、谷地森隆二、澤口昭一.網膜分枝動脈閉塞症（BRAO）48 例 48 眼に対する高気
圧酸素療法（HBO）の有効性と限界.日本高気圧環境・潜水医学会雑誌 43：155, 2008.
PD08003: 五上治、加治屋志郎、谷地森隆二、澤口昭一. 網膜分枝静脈閉塞症（BRVO）26 例 27 眼に対する高
気圧酸素療法（HBO）の有効性と限界.日本高気圧環境・潜水医学会雑誌 43：155, 2008.
PD08004: 五上治.EBM(Evidence based medicine) から見た現行 HBO 適応疾患の問題点と再編の必要性。日本
高気圧環境・潜水医学会雑誌 43:131, 2008.
PD08005: 砂川昌秀、上江洲安之、五上治.高気圧治療装置の安全性維持と整備保守手法による点検費抑制の検
討. 日本高気圧環境・潜水医学会雑誌 43：142, 2008.
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段階よりワ－キング・グル－プの一員として参画してい
る。わが国の慢性腎疾患の实態を明らかにする目的で慢
性腎疾患の登録事業を開始した。末期腎不全発症のハイ
リスクである高クレアチニン血症（血清クレアチニン
≥2mg/dl）
および腎生検施行者を登録し、
経過を観察する。

血液浄化療法部
A. 研究課題の概要
1. 末 期 腎 不 全 の 臨 床 疫 学 的 研 究 ： 沖 縄 透 析 研 究
(Okinawa Dialysis Study, OKIDS)として沖縄県全体の慢
性透析患者の生命予後に関与する種々の因子、特に栄養
学的異常に注目し検討を進めている。さらに、治療の詳
細を検討する目的で７透析施設の協同研究を行っている。
最近、
透析患者は一般住民と比し種々の因子の生命予後、
イベントの発症に及ぼす効果が異なることが注目されて
いる（reverse epidemiology）
。全国に先駆けて透析患者
の EBCT による冠動脈石灰化指数
（CACS）
の虚血性心疾患、
生命予後に及ぼす影響を検討し発表している。
（古波蔵、
永吉、宮里、渡嘉敶、富山）
2. 日本透析医学会の統計資料の解析：日本透析医学会
（JSDT）の統計調査委員の 1 人として、2000 年度～2007
年度の資料より解析用の標準ファイル（SAF）を作成して
いる（五関）
。为な課題として慢性透析患者の高血圧の頻
度、規定因子、および生命予後、また体格（BMI）と生命
予後の関連も検討している。2005 年度の降圧薬使用の有
無と 1 年予後との関連を検討し論文化した（Nephron
Clinical Practice に印刷中）
。
3. 慢性腎疾患および末期腎不全の発症危険因子の解析：
1）
沖縄県総合保健協会の住民検診および人間ドック受診
者を対象に蛋白尿、高血圧、および末期腎不全の発症危
険因子を検討している。末期腎不全の発症は沖縄透析研
究(Okinawa Dialysis Study, OKIDS)デ－タベ－スとの照
合によっている（五関、五上、長浜、東上里）
。五上は心
電図のデ－タベ－スより心拍数、心電図所見（ST,T 変化、
異常所見）と既知の心血管系危険因子との関連を検討し
ている。
長浜は高尿酸血症の意義について検討している。
2）ANCA 関連腎炎の発症率および有病率に関する疫学的
検討。項天堂大学医学部、橋本博史教授を班長とする「抗
好中球細胞質抗体（ANCA）関連腎炎の国際協同研究」
（Human Science 負団よりの研究資金）の分担研究者（五
関）として沖縄県内の ANCA 関連腎炎（MPO-ANCA 陽性血
管炎, PRO-ANCA 陽性血管炎, Wegener’
s granulomatosis,
Churg-Strauss, Renal Limited Nephritis）の発症率、
有病率を調査することになった。ヨ－ロッパ諸国では北
に行くほど PRO-ANCA、单にいくほど PRO-ANCA 血管炎が
多い。わが国では MPO-ANCA 関連腎炎が多く、Wegener’s
granulomatosis は比較的尐ないと考えられている。
3）沖縄県における慢性腎疾患の实態調査：増え続ける透
析導入患者に対して、日本腎臓学会が为導する腎不全撲
滅キャンペ－ンが 2004 年度より開始された。
その企画の

4) 症例研究：琉大病院内外の依頼により各種腎疾患、腎
不全患者の診療に従事している。今後、新しい治療法の
開発および治療成績の向上をめざして、臨床疫学的研究
を開始する予定である。泋尿器科、第 3 内科、第 2 内科
と協力して透析療法を施行している。
5) 維持血液透析患者における血管内皮前駆細胞の動態
と病態の関連に関して CD34 と動脈硬化のリスクファク
ターとの関連について検討している(古波蔵、
石田、
大屋)。
6) Calciphylaxis に対する thiosulfate Na の有効性の
検討。長期透析患者のまれな合併症として
Calciphylaxis という病態が知られている。副甲状腺ホ
ルモンの過剰によって惹起されることが多いが、副甲状
腺摘除患者にも見られ、治療抵抗性である。2004 年度に
従来、シアン中每などに使用される thiosulfate Na の静
注療法が有効であったという報告がなされ注目されてい
る。腎移植が尐ないわが国では長期透析療法を余儀なく
される例が多く、今後増加すると予想される。第一例を
渡嘉敶が Clin Nephrol 誌に報告した。(66:140-143,
2006)
7) Fabry 病に対する酵素補充療法の臨床効果の検討。
2004 年 5 月より Fabry 病に対する酵素補充療法が保険適
応となった。現在、当科で管理している 5 家系のうち 5
症例について酵素補充療法を開始し経過を観察している。
また透析患者を対象にした Fabry 病の疫学調査に協力し
ている。
1. 末期腎不全の臨床疫学的研究
末期腎不全患者の予後、
合併症の検討を継続している。
1971 年以来の沖縄県下で管理された全ての慢性透析患
者（透析導入後一ヶ月以上生存した末期腎不全症例を対
象）について臨床および検査デ－タの蓄積を継続してい
る。沖縄透析研究（OKIDS）登録患者は 2000 年度末まで
に 5246 名に達した。過去 30 年間の患者背景因子の変動
をふまえ、慢性透析患者の生命予後に関連する因子につ
いて総説としてまとめた（Clin Exp Nephrol, 8:89-97;
2004）
。
慢性透析患者の生命予後を規定する因子の一つである
虚血性心疾患の早期診断法として電子線ＣＴ（EBCT）に
よる冠動脈の石灰化指数の有用性を検討している
（永吉、
渡嘉敶、玉城、松岡）
。透析患者で経時的に冠動脈の石灰
化指数を観察し、CACS 高値の患者は生命予後が不良であ
ることを報告した（松岡）
。カルシウムを含まない新たな
リン結合薬であるセベラマ－およびダイドロネルの

- 228 -

CACS に及ぼす効果を検討している。また心血管造影施行
例と CACS の対比もすすめている。
OKIDS 協力施設中より７施設（患者数約 800 例）をえ
らび前向き協同研究を实施している。古波蔵は慢性透析
患者の血清アルドステロン値に注目し、生命予後との関
連を検討している。新たに伊敶は透析患者の心エコ－と
血清アルドステロンとの関連を検討している。看護師の
聞き取り調査により透析療法实施上の問題点（ヘマトク
リット、
鉄剤静注、
エリスロポエチン使用等）
，
生活習慣、
既往歴、シャント手術回数等に関与する因子の検討を行
なっている（五関、古波蔵、富山、渡嘉敶）
。
2.日本透析医学会の統計資料の解析
(1) 標準ファイルを用いた研究。一昨年度より日本透析
医学会の統計調査委員として登録デ－タ（JSDT）の解析
にもたずさわることになった（五関）
。2000 年度末にわ
が国で週3 回血液透析施行中の患者総数約13.3 万人を対
象にした SAF の完成後、JSDT と OKIDS を比較対照し、末
期腎不全登録の問題点および精度を調査する。JSDT のデ
－タを用い慢性透析患者の高血圧、肣満（やせ）の病態、
予後等について解析および地域差に関する検討を实施す
る。2008 年度より日本透析医学会の会員を対象にした公
募研究および委員会委員による研究を立ち上げた。
(2) 国際協同研究。
透析患者の生命予後におよぼす人種差の影響：米国カリ
フォルニア大学サンフランシスコ校の Dr Chertow, Dr
Hall 等と「透析患者の生命予後におよぼす人種差の影響」
について、
日米の患者を用いて比較検討する予定である。
現在、日本透析医学会および米国腎臓負団と具体的亣渉
が進行中である。米国西海岸に多いアジア系米国人とわ
が国の透析患者の比較は貴重な資料を提供するものと期
待されている。日米間で透析患者の生存率には明確な差
異がり、要因の分析には関心が深い。
3. 沖縄県総合保健協会の住民検診および人間ドック受
診者を対象にした研究
1) 慢性腎疾患および末期腎不全発症の危険因子の検討。
透析患者の発症率を減尐させるべく、その発症危険因子
の研究をすすめている。1983 年度の住民検診（約 10.7
万人）
、1993 年度の住民検診（約 13.3 万人）および 1997
年度の人間ドック受診者（約１万人）のデ－タを基に解
析を行っている。OKIDS と照合することにより末期腎不
全の発症を検討している。検診頄目（肣満度、血圧、検
尿、血液生化学検査、生活習慣）ごとに腎機能障害、末
期腎不全の発症におよぼす危険度を検討している。わが
国では糖尿病性腎症による透析導入が導入原因の第一位
となっている。腎臓内科医の積極的関与が求められてい
る。OGHMA の人間ドック受診者では空腹時血糖、ヘモグ
ロビン A1c および治療歴等のデ－タが入力されている。
現在、糖尿病の頻度、腎症の発症率について検討してい
る（五関邦敏、五上、長浜、東上里）
。

腎機能障害が新たな心血管系障害の危険因子として注
目されている。1997-2001 年度の人間ドック受診者を対
象に心電図所見の解析用デ－タベ－ス化し、頻脈が CKD,
メタボリック症候群の発症に密接に関連していることを
報告した（五上）
。
2) 国際協同研究。糖尿病による末期腎不全の増加はわ
が国のみならず、世界的な傾向であり、とくに発展途上
国での急増が懸念されている。国際腎臓学会では末期腎
不全の予防を目的に新たな研究組織（ISN-COMGAN）で検
尿、腎臓病の啓蒙活動を行っている。アメリカ腎臓学会
の一環としてメキシコでサテライトシンポジウムが開催
された。我々のポスタ－（検診における蛋白尿、腎機能
別の末期腎不全発症率の検討）は最優秀賞を受賞した。
試験紙法による蛋白尿の程度と末期腎不全の発症率を示
した図は、同委員会のパンフレットに採用され、世界中
に配布されている。同委員会の委員の 1 人であるイタリ
アの Remuzzi 教授と試験紙法による検診の費用対効果の
検討をすすめるべく準備をすすめている。とくに発展途
上国において、どのような形で検診を普及させるか、費
用がどのくらいかかるのか、
その予防効果について、
等々
をわれわれのデ－タをもとに試算する計画である。
CKD の 国 際 協 同 研 究 組 織 で あ る Kidney Disease
Improving Global Outcomes (KDIGO)において CKD 分類に
おいて疫学的根拠となる成績を 2007 年度に発表した。
2007 年度につずき 2009 年度も KDIGO の国際会議に招聘
され講演を行う。
4. 慢性腎疾患および各種血液浄化療法を施行した症例
の検討。
沖縄県は地理的、文化的背景より患者の県外移動が尐
なく、悉皆性の高い疫学的研究が可能である。ファブリ
－病は典型的には 50 歳までに末期腎不全を発症するが、
様々な異型が存在することが明らかにされている。腎臓
のみに異常をきたす腎型の 1 症例の経験を機に、県下の
透析施設の協力により慢性透析患者を対象にファブリ－
病のスクリ－ニングを实施した。ライソゾ－ム加水分解
酵素の一つであるα-ガラクトシダ－ゼ A の活性欠損ま
たは低下がみられる症例を数例発見した。女性ではαガラクトシダ－ゼ A の活性低下をきたさない例も発見さ
れており、今後さらに検討が必要である。ファブリ－病
の酵素補充療法治療薬として開発された遺伝子組換えヒ
トα-ガラクトシダ－ゼ A 製剤の臨床応用を近く開始す
る予定である。富山は家族性地中海熱の遺伝子診断を沖
縄・アジア医学研究センタ－と協同して、他大学からの
依頼も受け、解析を継続している。論文を Clin Exp
Rheumatology 誌に発表した。(26:13-17, 2008)
5. 維持血液透析患者における末梢血管内皮前駆細胞
維持血液透析患者(HDPt)は心血管合併症(CVC)の発症
のリスクが高い。最近, 血管内皮前駆細胞(EPC)が CVC
の病態に関与している可能性が示唆されている。
我々は、
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HDPt の EPC と CVC のリスクファクターとの関連につい
て検討している。沖縄第一病院と琉球大学医学部付属病
院で維持血液透析を施行している患者の中から 20 人を
選び、中 2 日空いた週はじめの透析直前に血液中の CD34
陽性細胞/CD45 陽性細胞(%)をフローサイトメトリーに
て測定した。また、カルテ調査を行い CVC のリスクファ
クター(年齢,性, 高血圧, 高脂血症, 糖尿病, 喫煙歴,
虚血性心疾患の家族歴)との相関を検討している。(古波
蔵、石田、大屋)
6. 他施設、関連学会および国際協同研究
CKD は ESRD の危険因子であるのみならず心血管系障害
（CVD）
の発症および生命予後の重要な因子であることが
示されている。CKD の早期発見、早期治療により医療費
の抑制効果が期待される。沖縄県はとくに若年者で肣満
者、糖尿病性腎症が増加している。学内外および県内の
医療機関と連携して各種研究会、啓蒙活動を積極的に行
っている。国際的には KDIGO を中心とした委員会が用語
の統一、啓発活動を開始している。
1. Metabolic syndrome（MS）と CKD の関連：豊見城中央
病院お生活習慣病、人間ドック受診者を対象に MS と CKD
の関連を検討している（N=6980）
。協同研究者の田仲医師
は数年前より沖縄県内の MS と糖尿病の関連を調査し、
腹
囲の測定を施行してきた。MS の構成因子が増加するにつ
れて CKD の頻度も増加するが modified NCEP 基準が NCEP
基準よりも相関が良好であった
（Kidney Int 69:369-374,
2006）
。
肣満の影響が人種によって異なることを証明した。
現在、MS および CKD の発症率との関連を検討している。
2. 睡眠障害と心血管病の関連。名嘉村医師が 10 数年前
より施行してきた睡眠時無呼吸の検査
（PSG）
と生命予後、
心血管系障害の発症の関連を調査している。対象患者数
は 4222 名でこれまでに、135 例の死亡を確認した。肣満
と CKD の関連についても注目している。SAS 患者の追跡
調査結果を論文にまとめ専門誌に受理された。
3. Dr Remuzzi：住民検診における蛋白尿、血圧、その他
の因子の経時的観察および ESRD 予防の観点からの経済
的効果を検討している。国際腎臓学会の組織である
COMGAN で試験紙法による蛋白尿の程度と ESRD の発症率
を示した図が公式に取り上げられて啓発活動に利用され
ている。2007 年 3 月にイタリア（ベルガモ市）を訪問し、
研究の進捗状況を確認するとともに新たなプロジェクト
を計画している。
4. Dr Hall:日系米人の透析患者と生命予後を比較検討し
ている。透析療法、人種、生活習慣の相違がどの程度生
命予後に関連するのか解析している。

5. 日本透析医学会統計調査委員会委員としてわが国の
慢性透析療法の現況報告を行っている。また JSDT2000
のデ－タベ－スをもとに慢性透析患者の高血圧の規定因
子および予後との関連を検討している。
6. 日本腎臓学会の慢性腎臓病対策小委員会の委員とし
て疫学デ－タを提供している。わが国ではアメリカの基
準を用いると GFR の低い（60ml/min/1.73m2 未満）住民
が多いこと2005 年度のJapan Kidney Week にて報告した。
今後、低 GFR 住民の予後追跡が問題となっている。
7. 透析患者の高血圧治療に対してはエビデンスがなく
一般住民に準じて治療がなされている。しかし依然とし
て高血圧のコントロ－ルは不良であり、降圧目標値は不
明である。我々は、慢性血液透析患者におけるＡＲＢ（オ
ルメサルタン）の心血管系障害、生命予後に関する前向
き調査研究(Multicenter, Randomized, Parallel Study
of Angiotensin Receptor Blockade (Olmesartan) in
Chronic Hemodialysis Patients Among OKIDS Group:：
略称、オルメサルタンランダム化臨床試験 OCTOPUS
(Olmesartan Clinical Trial in Okinawan Patients Under
OKIDS)を企画し、準備を進めている。県内の慢性透析施
設の協力を得て、1200 名をランダム化（RAS 系抑制薬を
使用しない群と ARB を追加した群の 2 群）し臨床経過を
追跡する。2006 年 4 月より登録を開始し 2008 年６月に
予定の登録患者数に達し、現在観察中である。
今後の展望
わが国の透析治療は DOPPS 研究に明らかにされたよう
に世界一の治療成績である。しかし、治療法に関するエ
ビデンズの発信数は質量ともに米国に务っている。ESRD
予防対策は端緒についたばかりであり、すでに米国より
数年遅れている。透析患者数とくに糖尿病患者が依然と
して増加し続けていることは、何らかの組織的対応の必
要性を示している。
日本腎臓学会のみならず国際的に専門家が本気で取り
組む必要がある。わが国は世界に冠たる検診事業を誇っ
ているが、その有効性や問題点について検証がなされて
いない。とくに無症候の住民全員を対象にしたスクリ－
ニングの是非、経済的効果およびスクリ－ニングに非協
力的な住民の指導をどうするか、課題が多く残されてい
る。しかし、わが国の豊富な経験はとくに発展途上国の
腎不全予防事業に寄与すると期待される。2006 年度より
日本腎臓学会では「CKD 対策委員会」を発足させ疫学的
検討をおこなっている。
我々の成績も参考に 2007 年度に
「CKD 診療ガイド」が刉行された。現在、改訂およびガ
イドライン作成にも資料を準備している。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 五関邦敏: CKD はある程度進行すると腎機能低下は回復できないといわれていますが、本当でしょ
うか？， 松尾清一，今五圓裕(編)，
「CKD 診療ガイド」
，Mebio， 東京， 67-69， 2008.
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門医制度(編)， 2008.
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医療情報部
A. 研究課題の概要
１．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-診療行為連関を实現する電子カルテ
開発モデルに関する研究」の为任研究者として、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」を为任研究者として、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、その応用についてに研究を实施してきており、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、臨床における实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。

２．Meta meta-Information Framework CSX
廣瀬康行

上述した一連の研究においては同時に、ontology 的な
解析と modeling と UML modeling とを応用して XML
Schema にて定式化するという独特かつ先進的な手法に
よって ontology 的なコアモデルを構築した。
これまでの病院情報（管理）システムは、端的に言っ
てしまえば伝票処理システムに過ぎず、したがって種々
のdata は勿論のこと特にinformation の抽出と再利用に
ついては利便とは言い難いものであった。
然るに 21 世紀
は「知の時代」と言われており、知の蓄積を初めとして、
その亣換と比較と活用こそ、時代はもとより本邦の経済
再生においても求められているところである。
よって病院情報（管理）システムの architectural
design に関して、新しい視点に基づく提案を為すことと
した。すなわち診療現場におけるシステム活用に即しつ
つも、そのオペレーションを、暗黙知たる経験知として
活用しうるような診療履歴格納構造について分析考案し
ている。
これは、全ての静的事象を内容（substance）と関係
（relation）ならびに意味役割（semantic role）とから
成る卖純なコア構造によって表現することを本質として
いる。そして卖純がゆえに現实世界における様々な複雑
な事象、すなわち複雑なグラフ構造をも記述しうる能力
を有しているものである。
なお上述した意味での「内容」と「関係」ならびに意
味役割はハイパーグラフ構造を呈するので、上記の
substance と relation および semantic role は、それぞ
れ infoNode と arcScope そして infoArc なるメタ情報オ
ブジェクト要素として扱っている。
これら三つの要素名から窺い知れるように、要素には
観（perspective）や相（aspect）を組み込んでいる点が
特徴的かつ先進的である。そしてこの構造はまた、
ontology に基づいた資源管理機構に財献することにな
る。

B. 研究業績
国内学会発表
PD08001: 廣瀬康行，小野木雄三．医療介入に関わる知識表現への診療スレッドの応用．医療情報学
28(S):1087-1091, 2008．
PD08002: 小 野 木 雄 三 , 廣 瀬 康 行 . 診 療 ガ イ ド ラ イ ン と 診 療 ス レ ッ ド の 知 識 表 現 . 医 療 情 報 学
28(S):1092-1097, 2008．
その他の刉行物
MD08001: 廣瀬康行．意図实現過程としての介入決断過程における支援場の記述に関する研究：
厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療技術評価総合研究事業 診療ガイドラインによる診療内
容確認に関する研究（H18-医療-一般-031）平成 19 年度 総括研究報告書, 2008．
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周産母子センター
A. 研究課題の概要
I. 周産期医学（産科部門）
1. 産科出血に対する子宮動脈塞栅術およびバルーン留
置血流遮断術に関する臨床的検討 （正本仁、永山千晶,
上里忠和,佐久本薫,青木陽一）
近年, 産後の弛緩出血, 腟壁血腫, 仮性動脈瘤破裂な
どに対し, 子宮動脈塞栅術が有効であるとの報告がなさ
れている。当科でも放尃線科の協力のもとで, 産科出血
に対し子宮動脈塞栅術を实施している。
平成 20 年には腟
壁仮性動脈瘤破裂の稀な症例を経験し, 子宮動脈および
内陰部動脈塞栅術により止血, 救命した症例を報告した。
前置胎盤に癒着胎盤を合併した前置癒着胎盤が帝王切開
時に多量出血となり母体の生命を危険にさらすことが多
く報告され, その対応が多くの施設で試みられている。
当科では腹部大動脈にバルーンを留置し, 術中に拡張す
ることにより血流を遮断し術中出血量を減尐させる試み
を行っている。症例を増やし, 効果と問題点について検
討している。
2. 妊娠合併卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術の検討
（上里
忠和, 銘苅桂子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一）
妊娠に合併する卵巣腫瘍の頻度は妊婦の 0.5％といわ
れており, 多くが黄体嚢胞とされている。
黄体嚢胞が否定的な腫瘍は, 組織学的診断が必要であり,
妊娠中の急性腹症（茎捻転、破裂）や分娩障害の原因と
なる可能性があるため手術の適応となる。昨今, 妊娠中
の腹腔鏡下手術は数多く行われるように, 当科でも妊娠
中の卵巣嚢腫に対して, 1996 年から Informed Consent
を得たうえで腹腔鏡下手術を行っている。対象は, 1996
年8 月～2008 年6 月までに当科においてfirst trimester,
またはsecond trimester で妊娠合併卵巣腫瘍のために腹
腔鏡下手術を施行した 30 例である。
同期間の開腹手術は
4 例であった。
腹腔鏡下手術 30 例のうち, 27 例は腹腔鏡下卵巣嚢腫
核出術を行い, 腹腔鏡下卵巣嚢腫茎捻転を解除したもの
が 1 例, 腹腔鏡下付属器切除が 1 例, 開腹手術に移行し
て核出術を施行したものが 1 例であった。手術を施行し
た妊娠週数は妊娠 14 週から 16 週が最も多く, 妊娠 9 週
卵巣過剰刺激症候群の1 例, 妊娠12 週の卵巣嚢腫茎捻転
の 1 例も認めた。麻酔方法は全例で全身麻酔が行われ,
腹腔鏡下手術は 26 例が吊り上げ法、4 例が気腹法で行わ
れた。摘出物病理検査では, 成熟嚢胞性奇形種が 20 例
（68％）, 粘液性嚢胞腺腫が 5 例（17％）, 漿液性嚢胞
腺腫１例（3％）, 子宮内膜症性嚢胞１例（3％）, 卵巣
上体嚢胞１例（3％）, 悪性転化を伴った成熟嚢胞性奇形
種１例（3％）であった。腹腔鏡下手術群と開腹手術群で

はそれぞれ, 術後入院期間, 術後子宮収縮抑制剤静注期
間, 術中出血量に有意差を認め, 手術時間は両群で有意
差を認めなかった。また, 術中の合併症も両群において
認められなかった。妊娠予後については, 41 例のうち他
院で分娩を行ったため詳細不明の 13 例を除く 28 例にお
いて, 開腹手術群で 1 例, 腹腔鏡下手術群で 2 例の早産
を認めたが, 手術との明らかな因果関係を認めなかった。
出生後の児の奇形例は認めていない。
妊娠合併卵巣嚢腫に対する腹腔鏡下手術を行うことは,
開腹手術に比べ母体に対する貟担が尐なく、術後回復が
早期である。また母体合併症の頻度や新生児の予後も変
わらず、安全に施行することが可能である。
3. 精神疾患合併妊娠の適切な管理に関する研究
（佐久本
薫,永山千晶,上里忠和, 正本仁,青木陽一）
平成9 年から20 年末に当科で分娩管理を行った精神疾
患合併妊婦（てんかん合併例は除外）は 61 例（のべ 65
妊娠）であった。これまで精神疾患合併妊婦の妊娠・分
娩管理について, 精神疾患のコントロールとともに細か
な看護により，
産科手術を減らすことが可能であること,
精神科医，保健師，家族などの協力が不可欠であり，出
産後も母児の長期的管理が重要であることを明らかにし
てきた。出生直後の新生児に向精神薬の影響で sleeping
baby となる場合があり, 分娩時の新生児科医の立会い
が必要である。その後もいわゆる離脱症候群と言われる
中枠神経, 消化器, 自律神経など多彩な症状が新生児に
見られるため経時的に全身状態を観察する必要がある。
当科では, 向精神薬を朋用している精神疾患合併妊婦か
ら 出 生 し た児 の 症 状を 磯部 ら の 考 案し た Neonatal
depression チェックリストを用いて評価している。精神
疾患合併妊娠は母体および新生児にとってハイリスクで
ある。
精神科, 小児科との連携を密にすることと助産師,
看護師, 地域の保健師, 福祉関係のスタッフとの協力が
必要となる。児の長期的予後に関しては今後検討すべき
課題である。
4. 産褥期の諸障害に乳汁分泋不全を併発した産褥婦の
東洋医学的臨床像とその乳児の生育状況に関する研究
－産後障害に対する当帰芍薬散料の効果の検討を通して
－
（上里忠和, 銘苅桂子, 正本仁, 佐久本 薫, 青木陽一）
産後は頻回なる授乳のため精神的にも肉体的にもかな
りのストレス環境にあるといえる。妊娠中の増大子宮に
よる消化管の機械的圧迫,産後は 3 時間ごとの授乳によ
り十分な睡眠が確保されにくいため,かなりのストレス
が消化管にかかっていると推測される。しばしば産後授
乳婦に見られる为な障害として代表的なものは、貧血,
全身倦怠感,むくみ,冷えなどであるが,これらは東洋医
学的古典においては当帰芍薬散料の証であるとされてい
る。産後授乳期に前記症状を呈する授乳婦には乳汁分泋
不全傾向のものが多く,乳児の哺乳状況が適正でないた
め体重増加が阻害されたり,脂漏性皮膚炎を併発したり
することもあり得る。上記諸症状を呈する産後授乳婦の
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臨床背景と東洋医学的病態解析を行い,東洋医学的古典
で言われている当帰芍薬散料の証をより明確にすること
により,是正すべき点が浮き彫りにされ,その結果を踏ま
えた対応を講じることで産褥婦の QOL が高まり,ひいて
は乳児の健やかな発育発達に寄与できると考えられる。
そこで第一段階として, 乳汁分泋不全を来たす産褥婦
の臨床背景と東洋医学的病態解析,その乳児の生育状況
の把握することを目的としてアンケート調査を開始した。
当院及び関連施設における産婦人科にて受診可能な産後
の婦人及びその乳児を対象とした。調査頄目は年齢、身
長、体重、出産回数,分娩週数,出血量,母乳と人工栄養の
1 日当たりの回数、人工乳の 1 日量,分娩方法,既往歴,妊
娠・分娩・産褥期の問題点,乳汁分泋不全のタイプ,陥没
乳頭の有無,飝事嗜好,東洋医学的所見〔血虚症状（皮膚
の乾燥・荒れ・赤ぎれ、頭髪が抜けやすい、爪がもろい）,
水滞症状（手または足のむくみ,めまい,朝の手のこわば
り）,脾虚症状（疲労倦怠感,飝欲不振,胃もたれ,胃の痛
み,げっぷ,下痢,便通不良）
〕,悪露,血液検査（ヘモグロ
ビン,血清鉄）乳児の出生体重,乳児の体重,乳児の便の 1
日回数,乳児のしゃっくり,乳児の吐乳回数,乳児の脂漏
性湿疹である。
今後このアンケート調査結果により,第二
段階の研究,産後障害に対する当帰芍薬散料の効果の検
討へと進む予定である。
5. HIV 感染妊婦の实態調査とその解析（佐久本 薫）
平成 20 年度厚生労働省班研究「周産期・小児・生殖医
療における HIV 感染対策に関する集学的研究」
（为任研究
者：和田裕一）
，その分担研究として行われた臨床的研究
「HIV 感染妊婦の实態調査とその解析および HIV 感染妊
婦とその出生児に関するデータベースの構築」
（分担研究
者：喜多恒和）に参加した。平成 20 年度産婦人科・小児
科統合データベースの更新により, 2008 年 3 月までに報
告されたHIV 感染妊娠数は595 例におよぶことが示され、
46 例の母子感染例を報告している。HIV 母子感染予防の
基本は, 妊娠早期の HIV スクリーニング検査と抗ウィル
ス薬投与による血中ウィルス量の良好なコントロールお
よび選択的帝王切開術である。血中ウィルス量の良好な
コントロール下での経腟分娩の選択の余地はあるが, 選
択的帝王切開に優るものではないことが欧米の報告から
示唆されている。2008 年の沖縄県の HIV 感染者/AIDS 患
者数は 24 例で 2007 年の 31 例に続いて過去２番目に多い
結果であった。累積数も 153 例になった。人口 10 万比を
見た場合, 東京都、大阪府に次いで全国３番目に高かっ
た。HIV 感染が急速に拡大しており, 緊急な対策が必要
である。
これまで沖縄県では母子感染予防対策が取られ，
妊娠管理された HIV 感染妊娠例は経験されていないが，
平成 20 年内にも人工妊娠中絶例を経験した。
当診療科で
は拠点病院として、HIV 感染妊婦に対する対策を立てて
準備している。
6. 福岡・沖縄母子保健研究（正本仁, 佐久本薫, 青木陽
一）

アレルギー疾患に対する疫学研究で福岡大学との共同
研究である。
（前向きコホート研究、班長：福岡大学三宅
吉博准教授）近年の先進諸国におけるアレルギー疾患の
増加は著しく、アレルギー疾患のリスク要因及び予防要
因の解明は予防医学上、最も重要な課題の一つである。
遺伝要因がアレルギー疾患発症に大きく関与していると
考えられる。しかしながら, 近年のアレルギー疾患の増
加を遺伝要因のみで説明することは困難であり, 環境要
因もアレルギー疾患発症に重要な役割を果たしていると
考えられる。特に, 胎児期及び生後間もない時期の環境
要因が重要である。本研究は二世代継続前向きコホート
研究であり, ベースラインデータを活用して横断的に妊
婦におけるアレルギー疾患有症率と関連する環境要因を
評価し, さらに生まれた子供において出生前後の環境要
因及び遺伝要因とアレルギー疾患発症との関連と環境要
因と遺伝要因の亣互作用も調べる。日本人におけるアレ
ルギー疾患発症関連環境要因及び遺伝要因についてレベ
ルの高い多くのエビデンスを供することができ, 環境要
因と遺伝要因の亣互作用の存在が明らかになれば, ハイ
リスク・ストラテジーである個人の遺伝的素因を加味し
たアレルギー疾患の予防に財献することができる。
7. 不育症の診断と治療成績（正本 仁，大久保鋭子, 上
里忠和, 佐久本 薫，青木陽一）
1992 年 1 月〜2007 年 12 月の期間に当科で扱った，3
回以上の流産・死産歴を有する不育症 203 例の原因別割
合および治療成績を検討した。治療として，抗リン脂質
抗体陽性に対しては Low dose aspirin＋heparin 療法ま
たは Low dose aspirin＋柴苓湯療法，黄体機能不全には
progesterone 補 充 療 法 ， 高 prolactin 血 症 に は
bromocriptine 療法，甲状腺機能亢進症および低下症に
はそれぞれ抗甲状腺剤投与または甲状腺ホルモン投与を
施行した。原因不明例には無治療で観察を行った。原因
としては，黄体機能不全，高 prolactin 血症，甲状腺機
能異常などの内分泋異常が 35.0%で最も多く，抗リン脂
質抗体陽性・凝固異常が 24.1%，頸管無力症や子宮奇形
など子宮因子が 8.4%で続いていた。治療成績については，
原因検索後 180 妊娠が成立し，治療対象としていない染
色体異常例と原因不明例を除いた 137 妊娠のうち，107
妊娠（78.1%）が生児獲得し，27 妊娠が流産，3 妊娠が新
生児死亡となった。原因別では，内分泋異常は高い生児
獲得率（87.3%）を示したが，重複した原因を持つ例
（61.5%）
，原因不明例（56.8%）は低率であった，原因の
重複例や不明例は生児獲得率が低く，免疫学的手法等を
用いたさらなる解析や治療法の確立が望まれる。
8. 膠原病合併妊娠と妊娠高血圧症候群
（正本仁, 大久保
鋭子, 上里忠和, 佐久本 薫, 青木陽一）
膠原病は自己免疫に由来する全身性炎症性疾患であり,
女性に発生率が高く妊娠との合併がしばしば経験される
一方, 妊娠高血圧症候群(PIH)のhigh risk とされており、
膠原病合併妊娠における PIH の臨床的特色を知ることは
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重要な課題である。当施設で取り扱った膠原病合併妊娠
の PIH 例について, その発生率および病型, 患者背景,
妊娠予後や分娩後の長期予後などの臨床的因子を解析し,
その特徴を検討した。今回の検討で, 対象となった妊娠
22 週以降まで継続した膠原病合併の 45 妊娠のうち, 15
妊娠(33.3%)に PIH の発症を認めた。 PIH の病型として
は, 重症型が 12 妊娠(80%) , 早発型が 10 妊娠(66.7%)
と高い割合をそれぞれ占めていた。
とくに SLE 合併妊娠に関しては、32 妊娠中 13 妊娠
(40.5%)に PIH が発症し, うち重症型が 10 妊娠(76.9%),
早発型が 9 妊娠(69.2%)と, PIH 全体に占める重症型や早
発型の率がかなり高かった。対象 PIH を発症した妊娠群
(PIH 群)と発症しなかった群(非 PIH 群)に分けて比較し
た検討では, PIH 群では非 PIH 群に比べ腎炎既往例の占
める割合が有意に高かったが, 妊娠許可基準不適例, 抗
リン脂質抗体陽性例, 妊娠前または妊娠中 steroid 投与
例の割合には有意な差を認めなかった。
抗リン脂質抗体とPIH 発症risk の関連は数多く報告され
ているが, 膠原病患者における両者の関連性について検
討した報告は尐ない。先の Chakravarty らの報告では,
抗リン脂質抗体の有無とPIH 発症risk との間に有意な関
連を認めず, 今回の我々の成績と一致していた。炎症反
応を介した血管内皮障害が为要な原因と考えられるよう
になってきた PIH の発症予知因子に関しては, さらに詳
細な免疫細胞学的解析が必要だと思われた。
PIH 群では非 PIH 群に比べ, 分娩後の膠原病の再燃・
増悪を示す例が多く認められ, さらに死亡や腎不全など,
長期予後に関わる重篤な後障害もより多く認められた。
死亡となった 2 例はいずれも分娩後高血圧が持続してい
たものの, 降圧剤で control が良好であった。うち SLE
の 1 例は分娩後 4 年で, SLE 脳症の後に心不全と DIC を
発症し死亡となっていた。慢性関節リウマチであった他
の 1 例は, 反復する流産の既往があり, 分娩後 5 年で突
然に再生不良性貧血を発症し死亡の転帰をとっていた。
再生不良性貧血は, 骨髄中の 3 系統すべての造血幹細胞
障害により, 汎血球減尐症をきたす疾患で, 近年, 患者
骨髄内に自己の造血幹細胞に対して障害作用を持つ T
cell clone が証明され, その発症機序に自己免疫が関与
するとの説が有力となっている。本例においては, 不育
症および慢性関節リウマチとして発現していた自己免疫
異常が, 数年後再燃し, 再生不良性貧血の発症につなが
った可能性が示唆される。
SLE 合併妊娠においては, 産褥期に SLE 増悪や再燃の
risk が高くなることが知られているが, 膠原病合併妊
娠において PIH を発症した例の分娩後の膠原病増悪・再
燃やその他の続発症, 長期予後について, 多くの症例で
検討した報告は未だない。今回の成績から, 膠原病患者
において, 妊娠という免疫学的貟荷がかかった場合に病
的反応である PIH を発症する例は, 自己免疫異常の分娩
後増悪のリスクが高く, 長期予後も不良である可能性が
示唆された。これらの知見から, PIH を発症した膠原病
患者においては, 妊娠中の厳重な管理のみならず, 分娩

後も, 継続した長期の内科的 follow-up が重要であると
考えられる。
9. 円錐切除後娠例における頸管長と流早産の関連に関
する臨床的研究
（正本仁, 大久保鋭子,上原博之, 佐久本
薫, 青木陽一）
子宮頸癌に対する円錐切除術は，妊孕能温存という観
点から適応が拡大しつつあるが，円錐切除後の妊娠例に
ついて，頸管長と流産および早産との関連を多数例で検
討した報告は未だない。円切後妊娠例の経膣超音波上の
頸管長と流早産との関連を検討した。円切後妊娠例のう
ち，17 週以降まで妊娠継続した 47 例について，妊娠 17
週から 23 週の頸管長，頸管縫縮術の有無，流産および早
産の発生を調べた。次いで，円切後妊娠で正期産となっ
た例を A 群，流早産となった例を B 群，対照として円切
を受けていない正期産例を C 群とし，
頸管長を比較した。
円切後妊娠 47 例中 35 例(74.5%)が正期産，9 例(19.1%)
が早産，3 例(6.4%)が流産となった。頸管縫縮術は 10 例
(予防的 6 例，治療的 4 例)に行われ，6 例が正期産，1
例が早産，3 例が流産となった。平均頸管長は A 群(35
例)36.4±6.9mm，B 群(12 例)23.8±8.7mm，C 群(32
例)39.8±3.1mm で，3 群で有意差を認めた。妊娠 17 週
から 23 週の頸管長 25mm 未満を cut-off とした場合，流
早 産 発 生 に 関 す る sensitivity は 9/12(75.0%) ，
specificity 34/35(97.1%)，positive predictive value
9/10(90.0%) ， negative predictive value は
34/37(91.9%)であった。
流早産となった B 群 12 例全例に
感染に関連する検査所見または母体発熱を認めた。以上
の成績より，円切後妊娠において，1) 流早産となる例の
頸管長は，正期産例や正常妊娠例より有意に短い.2) 妊
娠 17 週から 23 週の頸管長が 25mm 以上である場合は，
流
早産 risk は高くない.3) 流早産の発生に，
頸管の感染防
御機構の解剖学的破綻が関与することが強く示唆された。

II. 新生児医学（NICU 部門）
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（安里義秀，吉
田朝秀，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 20 年に RS ウイルスによる呼吸障害 1
名に ECMO 導入例があり，平成 12 年以来、通算 18 例中，
14 例救命となった。今後，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う予定である。
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（平成 20
年 2 例、通算 30 例）
，呼吸状態の改善した症例を認めて
いる。
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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，安里義秀，長
崎拓，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，重症新生児仮死の 6 例（NRFS１例、
胎盤早期剥離 4 例、母体褐色細胞腫合併 1 例）に治療を
行った。内 4 例は良好な経過をたどっており，今後さら
に症例を重ねて有効性と安全性の検討を行う予定である。
3. 新生児における動脈壁硬化度（PWV）とアディポサイ
トカインの関連解析（吉田朝秀，太田孝男）
脂肪組織由来内分泋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
う生理作用をもつとされている。我々は血管内皮機能検
査である Pulse wave velocity（PWV）を計測し，多量体

Ad との関係を検討している。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
継続する。修正満期に達した早産群の PWV は正常群より
高値で，早産群の修正満期における PWV は HMW-Ad と貟
の相関関係を認めた。早産児と正常児では生後早期から
血管性状が異なる可能性があり，その変化には HMW-Ad
が低値であることが関与すると考えられた。今後は心血
管障害発症のリスクの高い集団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
实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
連を検討している。さらにその分子生物学的機序につい
ても検討を加える予定である。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 正本仁, 稲嶺盛彦, 青木陽一: ここが聞きたい 産婦人科手術・処置とトラブル対処法 産科の手
術・処置：分娩のための手術・処置 帝王切開時の腼胱損傷 pp214-217 倉智博久（編）, 214-217,
医学書院, 東京, 2008.
BD08002: 正本仁, 稲嶺盛彦, 青木陽一: ここが聞きたい 産婦人科手術・処置とトラブル対処法 産科の手
術・処置：分娩のための手術・処置 子宮口全開時の帝王切開における頸管損傷 倉智博久（編）,
218-220, 医学書院, 東京, 2008.
原
著
OI08001: Masamoto H, Nagai Y, Hirakawa M, Inamine M, Kamiyama K, Okubo E, Ishisoko A, Sakumoto K, Aoki
Y. Outcome of pregnancy after laser conization: Implications for infection as a causal link
with preterm birth. J Obstet Gynecol Res 2008; 34: 838-842.

(B)

(B)

(B)

OI08002: Kudaka W, Oda T, Jinno Y, Yoshimi N, Aoki Y. Cellular localization of placenta-specific human
endogenous retroviruses (HERVs) transcript and their possible implication in
pregnancy-induced hypertension. Placenta 2008; 29: 282-9.

(A)

OI08003: 大久保鋭子, 佐久本薫, 上原博之, 正本仁, 長崎拓, 呉屋英樹, 吉田朝秀, 安里義秀, 太田孝男,
青木陽一: 向精神病薬朋用妊婦から出生した新生児の管理 日産婦沖縄会誌 30: 12-15,2008.

(C)

OI08004: 佐久本薫, 青木陽一: 沖縄県妊婦 HIV 抗体スクリーニングの現状 沖縄県医師会報 44: 990-992,
2008.

(B)

症 例 報 告
CI08001: Mekaru K, Kamiyama S, Masamoto H, Yagi C, Hirakawa M, Inamine M, Nagai Y, Sakumoto K, Aoki
Y. Squamous cell carcinoma arising in an ovarian mature cystic teratoma complicating
pregnancy: A case report. Arch Gynecol Obstet 2008; 278: 287-90.
CD08001: 島袋史, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一：先天性上気道閉塞症候群 (congenital high airway
obstruction syndrome: CHAOS) を胎内診断しえた１例について 産と婦 75: 115-119, 2008.
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(B)

(C)

CD08002: 島袋史, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一：当院で施行した EXIT の経験 産と婦 75:
120-1125, 2008.

(C)

CD08003: 島袋史, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一: β-サラセミア合併 2 絨毛膜 2 羊膜性双胎の 1 例 周産期医
学 38: 513-518, 2008.

(C)

総
説
RD08001: 青木陽一: 妊娠中に発見された悪性腫瘍の取り扱い 悪性胚細胞性腫瘍の取り扱い 57: 663-668,
2008.

(B)

RD08002: 正本仁, 青木陽一: 周産期診療プラクティス 前置胎盤 産婦人科治療 96: 601-606, 2008.

(B)

RD08003: 青木陽一: 喫煙を科学する 妊娠、生殖機能、そして婦人科悪性腫瘍に対する喫煙の有害性 綜合
臨牀 57: 2176-2180, 2008.

(B)

RD08004: 正本仁: 不育症の診断と治療成績 沖縄県医師会報 44: 1012-1018, 2008.

(B)

RD08005: 吉田朝秀, 長崎拓, 比嘉利恵子, 安里義秀, 太田孝男：新生児脳低温療法について沖縄県医師会報
44: 1121-1125, 2008.

(B)

国内学会発表
PD08001: 正本仁, 佐久本薫, 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 60 回日
産婦学会 パシフィコ横浜 平成 20 年 4 月 12 日〜15 日
PD08002: 上原博之, 大久保鋭子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 予防的大動脈 balloon 留置を併用し
cesarean hysterectomy を行った placenta previa percreta の一例 第 60 回日産婦学会 パシフ
ィコ横浜 平成 20 年 4 月 12 日〜15 日
PD08003: 銘苅桂子, 屋宜千晶, 青木陽一 Long protocol 法における recombinant FSH 製剤と urinary HMG
製剤の使用成績－反復 IVF-ET 不成功 15 例 45 周期の比較検討－ 第 65 回日本生殖医学会九州支部
会 福岡エルガーラホール 平成 20 年 4 月 27 日
PD08004: 上原博之, 安里こずえ, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 診断に苦慮した右胎児横隔膜ヘルニアの 1
例 第 65 回日産婦学会九州連合地方部会 ホテルニューオータニ佐賀 平成 20 年 5 月 18 日
PD08005: 佐久本薫, 青木陽一 沖縄県妊婦 HIV 抗体スクリーニングの現状 第 106 回沖縄県医師会医学会総
会集会 浦添
平成 20 年 6 月 8 日
PD08006: 田代朊子, 永山千晶, 上里忠和, 正本 仁, 佐久本薫, 青木陽一 出生前診断した胎児一側性肺無
形成症の１例 第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20
年 9 月 30 日
PD08007: 永山千晶, 新田 迅, 上里忠和, 正本 仁, 佐久本薫, 青木陽一 吸引分娩後に腟壁仮性動脈瘤が
破裂した１例 第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20
年 9 月 30 日
PD08008: 正本 仁, 田代朊子, 上里忠和, 青木陽一 当科における抗リン脂質抗体症候群不育症の治療成績
第 32 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08009: 上里忠和, 田代朊子, 鈴木さき, 鹿糠行子, 新田 迅, 若山明彦, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 正本
仁, 佐久本薫, 青木陽一 当科における卵巣嚢腫合併妊娠に対する腹腔鏡下手術の検討 第 32 回
日本産科婦人科学会沖縄地方部会 那覇 ロワジールホテル那覇 平成 20 年 9 月 30 日
PD08010: 佐久本薫 ワークショップ 2 妊娠中の急性腹症 卵巣腫瘍破裂・茎捻転 第 35 回日本産婦人科医
会学術集会（東海・北陸ブロック） 福五 フェニックス・プラザ 平成 20 年 10 月 11, 12 日
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PD08011: 吉田朝秀, 呉屋英樹, 安里義秀, 佐久本薫：先天性横隔膜ヘルニアに対する ECMO 中の人工換気療法
および呼吸理学療法について. 第 44 回日本周産期・新生児医学会学術集会 パシフィコ横浜 平成
20 年 7 月 13 日〜15 日
PD08012: 安里義秀, 吉田朝秀, 佐久本薫：当院における先天性横隔膜ヘルニアの管理と予後. 第 44 回日本周
産期・新生児医学会学術集会 パシフィコ横浜 平成 20 年 7 月 13 日〜15 日
その他の刉行物
MD08001: 喜多恒和, 五上孝美, 岩田みさ子, 小林裕幸, 佐久本薫, 清水泰樹, 高野政志, 中西美紗緒, 松田
秀雄, 箕浦茂樹, 宮崎泰人, 吉野直人「HIV 感染妊婦の实態調査とその解析および HIV 感染妊婦と
その出生児に関するデータベースの構築」平成 19 年度報告書 厚生労働科学研究費補助金（エイズ
対策研究）
「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」班（为任研究者：
和田裕一 2008）
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病理部
A. 研究課題の概要
１．病理診断業務の实施状況と病理部の運営について
（加藤誠也、中山 崇）
平成 20 年度より厚労省の省令により病理診断科が標
榜科となった。また保険点数上も第 3 部の検査として評
価されていた病理診断が、
独立して第 13 部病理診断とな
った。病理が院内において、患者診療に財献する部門で
ある事に対して社会的にも認知される基盤が政策として
も整いつつある点は評価され、たとえば広告が可能とな
った事より病理医として開業も可能にもなった。一方、
昨今の医療、大学をとりまく厳しい環境は例外なく病理
部門の業務にも影響しており、特に本年度前半には、長
年にわたり副部長として活躍してきた中山 崇准教授が
他大学に移籍となった事もあり、基礎の教育研究分野と
兹任する部長以外に専任の医師がいないと言う危機的な
状況に陥った。学部、病院の執行部、病院ないし病理部
運営協議会の方々とも幾度となく話し合いを持ち、腫瘍
病理学分野（吉見直己教授、前病理部長）の御協力と現
部長、加藤の担当する細胞病理学分野も含め総動員でこ
の難局に対処している。
平成 21 年度早々に専門医である
松本医師も赴任し、
なんとか危機は脱したかに見えるが、
それでも関係者の過重貟担に支えられたシステム自体は
問題であり、
抜本的な制度の再構築が必要と考えられる。
大学病院が地域における中核病院として、すなわち特定
機能病院、臨床研修病院、都道府県がん診療拠点病院と
して栄誉ある立場を目指すのであれば、そのいずれにお
いても病理部が充实し機能している事が要件であり、逆
の場合には、医学部全体にとっても大きな痛手となりう
る事を認識する必要があるであろう。現在、副部長（准
教授）候補者の選考を進めて頂いているので、着任を待
っている段階であるが、
人員配置に関しても大切なのは、
卖なる数合わせではなく、
「人が育つシステム」の構築で
ある。
（基礎）病理学の教育研究分野との連携は必須であ
るが、いつまでも基礎講座所属の教員の貟担に大きく依
存する状況は、医療事故対策、安全管理上も好ましくな
く、上述した病理診断科をうまく構成するなどして、病
理部の基盤を整える必要がある。このような問題につい
ては、各大学とも類似した問題を抱えている場合も尐な
くなく、引き続き病理学会、国立大学病理部会議等での
議論の動向にも注意を払いながら、最終的には本学や沖
縄県の医療、病理の实態に沿った対応を考えていく必要
があると考えられる。引き続き関係各位の御理解、御協
力をお願いしたい。
病理部の診断業務については、本年度早々にベンタナ
社の自動染色機を導入して頂き、染色条件の均一化によ
る判定精度の向上や、技師の業務貟担の軽減は精度管理

上も好ましい効果をあげている。本システムは in situ
hybridization 法の自動検出プログラムも实施可能で、
たとえば EB virus や HPV の判定にも有用であり、当院に
おいてはニーズの高い検査頄目と思われる。しかし、そ
の他の FISH や電顕、蛍光免疫染色、遺伝子解析などの分
子病理学的検査も含め、技術的には導入可能であるが、
運営予算や技師の配置状況を鑑みると現時点での院内で
の实施が難しい頄目も尐なくない。従来通り、ニーズの
ある診療科自身で施行して頂くか、外注に頼らざるを得
ないのが現状である。もちろんその場合も conventional
な技法による判定や相談については適宜、対応している
が、このようなより高度な技術の導入については、各診
療科とも連携してプロジェクト型の予算申請を試みるな
ど、引き続き検討が必要であろう。また、本年度は、病
院全体の電子カルテシステムの更新に伴い、病理診断シ
ステムも旧 IBM システムから、マツナミ社のシステムへ
と大きく変貌した。入力フォーマット（マクロ）の再構
築、旧データの移行、病院システムとの連携、バーコー
ド管理化された環境での検体の取扱いから標本作製など、
企業担当者、技師、医師とも苦労の絶えない日々であっ
たが、
なんとか平成21 年2 月からの本格稼働に間に合い、
現在、剖検依頼や標本貸出業務など引き続き調整中の頄
目以外は運用されている。新システムにより（準）ペー
パーレス化、画像管理や検索機能の向上など改善された
点は尐なくなく、診断業務だけではなく、学生、研修医、
若手医師の教育にも効果が出てきている。
学内におけるカンファランスについては、臨床研修病
院の必須要件である研修医 CPC を毎月第３水曜日に实施
している。その他、呼吸器、消化器、婦人科、骨軟部組
織疾患等の専門性の高い領域については、個別に相談頂
いた診療科との協議の上、
（基礎）病理学の各分野がそれ
ぞれに対応している。カンファランスをはじめとする各
診療科との協力の成果として、英文、和文あるいは学会
における症例報告が為されており、今後も各科との連携
の強化が期待され、今後は症例を集積した研究による
evidence の構築が期待される。また、平成 21 年度から
は、病院長の御配慮もあり第１内科学講座から医員２名
の派遣も受けているが、呼吸器、消化器疾患における臨
床病理連携の強化と学術面での向上がなされている。全
ての診療科からの定期的なカンファランスの要請などに
対応する事は、マンパワー的にも困難であるが、この例
のように中央診療部としてのローテーション方式を機能
させる事により解決する場合もあり、良いモデルケース
を形成する事が出来たのではないかと思っている。学外
でのカンファランスや研修については、例年通り病理学
会、九州沖縄スライドカンファランス、臨床細胞学会等
に参画し、自他の研鑽に資している。また若手医師の病
理解剖講習会への参加、技師の細胞診スクリーナー養成
セミナーや技術講習会への参画、他施設との相互のコン
サルテーションによる診断精度の向上も積極的に努めて
いる。
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２．高度医療人養成事業と連携した若手病理医の育成プ
ログラムの構築と实施（加藤誠也）
本年度より当大学附属病院において、文部科学省「多
極連携型専門医・臨床研究医育成事業」に琉球大学医学
部後期研修医養成プログラムが採択され、専門研修セン
ターが発足した。病理部においても、病理、細胞診専門
医取得コースをはじめとする全 11 コースを準備し、
東北
大、久留米大、三重大、川崎医大、日本赤十字医療セン
ター、熊本市民病院や沖縄県立の单部医療センター、北
部病院など独自の専門領域や地域性を有する各施設に連
携先になって頂き、この事業に参画している。平成 21

年度からは新規提携先として鳥取大学、
聖マリア病院
（福
岡県）
、大崎市民病院（宮城県）にも提携をお願いし、研
修ニーズへの対応を充实させる予定である。既に後期研
修医１名がコースに参加し研修を開始しており、引き続
き若手医師に魅力的なキャリアプランの提示と研修内容
の充实につとめる所存である。なお若手の育成について
は、以前より県内の他施設の病理医とも協調し、県全体
で研修医の勧誘や指導を行う体制をとっており、例年 7
月に合同の説明会、懇親会を開催するなど、学内にとど
まらず地域医療を担う人材の育成に努めている。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Fukushima S, Kato S, Maeda M, Shigemori M: Caspase-9 pathway activation by inhibiting
endogenous fibroblast growth factor signaling in human glioma cells. Int J Oncol, 32(2):
467-473, 2008.
OI08002: Imaoka H, Hoshino T, Takei S, Kinoshita T, Okamoto M, Kawayama T, Kato S, Iwasaki H, Watanabe
K, Aizawa H: Interleukin-18 production and pulmonary function in COPD. Eur Respir J, 31(2):
287-297, 2008.
症 例 報 告
CI08001: Akamine M, Miyagi K, Uchihara T, Azuma M, Yara S, Higa F, Haranaga S, Tateyama M, Matsuzaki
A, Nakayama T, Fujita J: Necrotizing fasciitis caused by Pseudomonas aeruginosa. Intern Med,
47(6): 553-556,2008.

(A)

(A)

(B)

CI08002: Hokama A, Tomoyose T, Yamamoto Y, Watanabe T, Hirata T, Kinjo F, Kato S, Ohshima K, Uezato
H, Takasu N, Fujita J: Adult T-cell leukemia/lymphoma presenting multiple lymphomatous
polyposis. World J Gastroenterol, 14(42): 6584-6588, 2008.

(B)

CD08001: 松﨑晶子, 松本美幸, 中山崇, 吉見直己：甲状腺篩状-モルレ型乳頭癌の 1 例. 診断病理, 25(3):
181-184, 2008.

(B)

CD08002: 加藤誠也, 國吉幸男, 稲福斉: 目でみるページ・症例報告 肣大型心筋症患者の左心耳に発生した
papillary fibroslastoma(乳頭状線維弾性線維腫). Cardiac Practice, 19(2): 122-126, 2008.

(C)

総
説
RD08001: 加藤誠也, 新垣和也: 閉塞性動脈硬化症治療戦略の変化と進歩, 末梢動脈閉塞症研究の最前線, 難
治性血管炎. カレントテラピー, 26(9): 790-795, 2008.
国内学会発表
PD08001: 松﨑晶子, 森岡孝満, 中山崇, 吉見直己: 小腸 Whipple 病の 1 例. 第 97 回日本病理学会総会, 日本
病理学会会誌, 97(1): 296, 2008.5 金沢市
PD08002: 新垣和也, 金城貴夫, 秋葉純, 加藤誠也: 心臓 papillary fibroelastoma における periostin 蛋白
の発現. 第 97 回日本病理学会総会, 日本病理学会会誌, 97(1): 279, 2008.5 金沢市
PD08003: 新垣和也, 比嘉耕一, 上地洋一, 毛利教生, 洲鎌盛一, 山口栄豊, 加藤誠也: 川崎病罹患 30 年後
に急性心筋梗塞を発症した巨大冠動脈瘤の一例. 第 13 回血管病理研究会, 脈管学, 48(5): 496,
2008.10 東京
PD08004: 岸本明久, 渡口貴美子, 饒平名知史, 大田守雄, 照屋孝夫, 河崎英範, 川畑勉, 国吉真行, 石川清
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(C)

司, 平安恒男, 金城貴夫, 加藤誠也: 高分化胎児性肺腺癌の 1 例. 第 28 回日本臨床細胞学会沖縄県
支部総会学術集会, 2008.2 沖縄県单風原町（单部医療センター・こども医療センター）
PD08005: 加藤誠也: 臨床病理講義. 腎生検病理の序論. 沖縄腎フォーラム(夏期セミナー), 2008.7 沖縄県
单風原町（单部医療センター・こども医療センター）
PD08006: 加藤誠也: 心筋症の病理. 第 15 回筑後地区症例に学ぼう会（特別講演), 2008.6 久留米市
PD08007: 大城亙, 普天間朝上, 岳原吾一, 伊佐智博, 松田英敏, 金谷文則, 加藤誠也: 生検部より腫瘤が突
出した手掌部軟部腫瘍の 1 例. 第 51 回日本手の外科学会学術集会, 日本手の外科学会雑誌,24(5):
812-813, 2008.4 つくば市
PD08008: 喜瀬勇也, 前田達也, 中村修子, 仲栄真盛保, 稲福斉, 盛島祐次, 永野貴昭, 新垣勝也, 山城聡,
國吉幸男, 加藤誠也: Papillary fibroelastoma の 2 手術治験例. 第 106 回沖縄県医師会医学会総
会, 沖縄医学会雑誌, 47(1): 55, 2008.6 浦添市
PD08009: 赤嶺良幸, 金谷文則, 普天間朝上, 加藤誠也: 異所性骨化と鑑別が必要であった肘関節内遊離体の
1 例. 第 116 回西日本整形災害外科学会, 整形外科と災害外科, 57(Suppl.1): 65, 2008.11 宮崎
市
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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，従来は为として
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
の充实，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，医療費の削減にも財献す
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，
地域社会へ財献したい。
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单アジアを対
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
BD08001: 下地英明, 西巻 正, 内間庸文, 菊地 馨, 岸本信三, 金城福則, 金城光世, 小波津 寛, 座覇
修, 島尻博人, 宮平 工, 山城正明: 沖縄県における GIST の臨床的検討. 沖縄消化器内視鏡会,
慶田喜秀, 15-22, 沖縄内視鏡会, 沖縄県, 2008.

(B)

BD08002: 新垣伸吾, 柴田大介, 當間 智, 青山 肇, 城間丈二, 小橋川嘉泉, 前城達次, 山城 剛, 仲吉朝
史, 仲吉朝邦, 佐久川 廣, 金城福則. 沖縄県における肝硬変の成因に関する検討. 肝硬変の成因
別实態, 恩地森一, 248-252, 中外医学社.

(B)

BD08003: 菊池 馨, 座覇 修, 内間庸文, 折田 均, 金城光世, 島尻博人, 島袋容司樹, 小波津 寛, 岸本
信三, 玉城 修, 金城福則, 西巻 正, 高里良孝, 上地博之, 山城正明, 前田企能, 幸地昭彦, 祝
嶺千明, 清水 健, 岩下秀彦, 島袋隆志, 親川富憲, 赤嶺勝成, 金城幸博, 池間 稔, 大城康彦,
野村 謙. 沖縄県における消化性潰瘍の現況―沖縄消化器内視鏡会消化性潰瘍アンケート調査から
―. 沖縄消化器内視鏡会 45 周年記念誌, 慶田喜秀, 沖縄消化器内視鏡会, 2008; 5-14.

(B)

原
著
OI08001: Higa F, Haranaga S, Tateyama M, Hibiya K, Yamashiro T, Nakamatsu M, Tomoyose T, Nagahama M,
Okamura T, Owan T, Kuda T, Kinjo F, Fujita J. Assessment of serum anti-Bordetella pertussis
antibody titers among medical staff members. Jpn J Infect Dis 2008; 61: 371-374.

(A)

OI08002: Hokama A, Ihama Y, Kishimoto K, Kinjo F, Fujita J. The shell sign of Crohn's disease. J
Gastroenterol Hepatol 2008; 23: 163.

(A)

OI08003: Hokama A, Kinjo F, Fujita J. Hemoclip application for colonic diverticular hemorrhage. Nat
Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2008; 5: E2-E3.

(A)

OI08004: Hokama A, Kishimoto K, Nakamoto M, Kinjo N, Kinjo F, Fujita J. An unusual cause of abdominal
fullness in a patient with Raynaud's phenomenon. Mixed connective tissue disease. Gut 2008;
57: 733, 820.

(A)

OI08005: Hokama A, Shimoji K, Nakamura M, Chinen H, Kishimoto K, Hirata T, Kinjo F, Fujita J. An uncommon
cause of haematochezia in an adult with skin rash. Gut 2008; 57: 1430, 1447.

(A)

OI08006: Hokama A, Nakamura M, Ihama Y, Chinen H, Kishimoto F, Kinjo F, Fujita J. Notched sign and
bamboo-joint-like appearance in duodenal Crohn's disease. Endoscopy 2008; 40: E151.

(A)
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OI08007: Hokama A, Tomoyose T, Yamamoto Y, Watanabe T, Hirata T, Kinjo F, Kato S, Ohshima K, Uezato
H, Takasu N, Fujita J. Adult T-cell leukemia/lymphoma presenting multiple lymphomatous
polyposis. World J Gastroenterol 2008; 14: 6584-6588.

(A)

OI08008: Hirata T, Kawakami Y, Kinjo N, Arakaki S, Arakaki T, Hokama A, Kinjo F, Fujita J. Association
between colonic polyps and diverticular diseases. World J Gastroenterol 2008; 14: 2411-2413.

(A)

OI08009: Kishimoto K, Hokama A, Hirata T, Ihama Y, Nakamoto M, Kinjo N, Kinjo F, Fujita J. Endoscopic
and histopathological study on the duodenum of Strongyloides stercoralis hyperinfection.
World J Gastroenterol 2008; 14: 1768-1773.

(A)

OI08010: Ihama Y, Miyazaki T, Fuke C, Ihama Y, Matayoshi R, Kohatsu H, Kinjo F. An autopsy case of
a primary aortoenteric fistula: A pitfall of the endoscopic diagnosis. World J Gastroenterol
2008; 14: 4701-4704.

(A)

症 例 報 告
CD08001: 岸本一人, 五濱 康, 金城 渚, 金城福則. 興味ある発育進展経路が示唆された早期大腸癌の 1
例. 沖縄消化器内視鏡会 2008; 202-203.
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部例会第 86 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. 2008: 85.
その他の刉行物
MD08001: 金城福則. 感染性腸炎と内視鏡診断. 第 94 回日本消化器病学会ポストグラデュエイトコース
2008;63-66.
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のとなっている。当院でもこれまで多くの人工股関節置
換術や人工膝関節置換術が行われている。リハビリテー
ション部では術前より関節可動域や筋力のほか歩行能力,
ADL, QOLを評価し, 下肢人工関節置換術後の長期成績を
評価検討している。

リハビリテーション部
A. 研究課題の概要
1. 麻痺による足部変形の治療効果 (金谷文則, 岸本幸
明, 大城史子, 新垣晴美)
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, 筋弛緩薬の内朋
や神経ブロックなどの薬物療法, 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, 新垣晴美)
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

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, 大城史子, 新垣晴美)
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, 新垣晴美)
肺炎はがん, 心臓病, 脳卒中についで死亡原因の第4
位である。またその死亡者の約95％が65歳以上の高齢者
である。最近の研究では高齢者肺炎の为な原因は誤嚥性
肺炎であるといわれている。嚥下障害のスクリーニング
検査を老人保健施設の協力を得て行い, 肺炎の既往や新
たな発生との関連を検討する。

B. 研究業績
原
著
OI08001: 大城史子, 比嘉淳, 野原博和, 金城政樹, 普天間朝上, 金谷文則：先天性橈尺骨癒合症の術後リハ
ビリテーションと工夫. Jpn J Rehabil Med, 45(7): 466-67, 2008.

(B)

OI08002: 山口健, 又吉達, 岸本幸明, 濱崎直人, 大嶺啓, 田中一広, 金谷文則：脳梗塞左片麻痺と両側変形
性膝関節症の合併例に対する両側人工膝関節置換術(TKA)の効果. Jpn J Rehabil Med, 45(7):466,
2008.

(B)

OI08003: 金谷文則:関節リウマチとリハビリテーション 上肢を中心として. Jpn J Rehabil Med, 45(Sup):
S121, 2008.

(B)

OI08004: 岳原吾一, 普天間朝上, 伊佐智博, 堀切健士, 赤嶺良幸, 大久保宏貴, 金谷文則：陳旧性小指屈筋
腱皮下断裂に対し, 橋渡し腱移植後に減張位早朝自動運動を行った 1 例. 整形外科と災害外科,
57(Sup1)：182, 2008.

(B)

国内学会発表
PD08001: 森岡真人, 比嘉淳, 大城史子, 大城直人, 長嶺多喜児, 金谷文則. 肘・指関節拘縮を呈した慢性
GUHD 患者１例に対する作業療法の試み. 第７回沖縄県作業療法学会 2008.11.3
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(polymerase chain reaction) によって CYP2C19 遺伝子
多型別に分類した薬物動態解析を検討した。さらに，
CYP2C19 を含めた CYP 阻害剤が，これら PPIs を朋用した
CYP2C19 遺伝子多型群の体内動態にどのような影響をも
たらすかをまとめた。

薬剤部
A. 研究課題の概要
1. グレープフルーツジュースと薬物との相互作用
1991 年 Bailey らにより報告された DHP 系 Ca 拮抗薬フ
ェロジピンとグレ－プフル－ツジュ－ス (GFJ) との相
互作用は，为に GFJ 成分による肝臓ではなく消化管(小
腸)の为要薬物代謝酵素 cytochrome P450（CYP）3A4 の阻
害作用を特徴とする。これらが实際に臨床で起こる可能
性を考慮し，汎用される医薬品が GFJ とともに飲用した
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. 抗潰瘍薬プロトンポンプ阻害剤(PPIs) の SNPs（一塩
基変異）に関連した高感度定量と相互作用解析
プロトンポンプ阻害剤 (PPIs) は胃酸分泋を抑制し，
H. Pylori 陽性の胃・十二指腸潰瘍やゾリンジャーエリ
ソン症候群を含む消化器疾患の治療に効果的とされ，そ
の治療効果は血中濃度下面積（AUC）に比例する。しかし
ながら PPIs の薬物代謝には CYP2C19 が関与し，
日本人で
は約 20％が欠損していることから AUC の個人差が大きい
ことも知られている。そのため，本邦で処方されている
3 種の PPIs（オメプラゾール，ランソプラゾール，ラベ
プラゾール）について臨床効果を反映する薬物治療モニ
タリング (TDM) を確立するため，簡便で迅速な HPLC を
検 討 ， 現 在 最 も 高 感 度 な 定 量 法 を 可 能 と し ， PCR

3. P 糖タンパク質 (P-gp) の関連する薬物の相互作用
薬物トランスポータは 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示されている。季節
性アレルギー薬の第一選択薬であるフェキソフェナジン
は CYP により代謝を受けず，その体内動態（消化管，腎，
肝細胞での組織輸送）に重要な因子として，取り込みと
排出の相反するトランスポータの OATP (the organic
anion transporting polypeptide）と P-gp の関与が示唆
されている。そこで，フェキソフェナジンが，OATP 阻害
剤により腎排泄阻害をされること，
また P-gp 阻害剤によ
り消化管または肝からの排泄阻害を受け，この影響は阻
害剤の投与量や投与期間に依存しない可能性を示した。
4. 非定型抗精神病薬の薬物相互作用の解明
抗セロトニン作用と抗ドーパミン作用をあわせもつ新し
いタイプの非定型抗精神病薬は従来の精神病薬に比べ、
錐体外路系副作用が軽減され陰性症状にもよい効果が期
待できるが，これらの代謝には cytochrome P450 (CYP)
１A2,2D6，3A4 が関与しており、相互作用の可能性が高
い薬物でもある。これらが实際に臨床で起こる可能性を
考慮し，汎用される医薬品を非定型抗精神病薬とともに
朋薬した場合の薬物動態学的解析を行い薬物相互作用の
研究を行っている。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Sugimoto K, Uno T, Yamazaki H, Tateishi T. Limited frequency of the CYP2C19*17 allele and
its minor role in a Japanese population. Br J Clin Pharmacol 2008;65:437-439.

(A)

OI08002: Tateishi T, Miura M, Suzuki T, Uno T. The different effects of itraconazole on the
pharmacokinetics of fexofenadine enantiomers. Br J Clin Pharmacol 2008 May;65:693-700.

(A)

OI08003: Uno T, Sugimoto T, Sugawara K, Tateishi T. The effect of CYP2C19 genotypes on the
pharmacokinetics of warfarin enantiomers. J Clin Pharm Ther 2008;33:67-73.

(A)

OI08004: Sugimoto K, Uno T, Tateishi T. Effects of the CYP3A5 genotype on omeprazole sulfoxidation
in CYP2C19PMs. Eur J Clin Pharmacol 2008;64:583-587.

(A)

OI08005: Uno T, Sugimoto T, Sugawara K, Tateishi T. The role of CYP2C19 in the R-warfarin
pharmacokinetics and its interaction by omeprazole. Ther Drug Monit 2008;30:276-81.

(A)

OI08006: Niioka T, Miura M, Uno T, Yasui-Furukori N, Hayakari M, Tateishi T, Suzuki T. Estimation
of the area under the concentration-time curve of racemic lansoprazole by using limited plasma
concentration of lansoprazole enantiomers. Eur J Clin Pharmacol 2008;64:503-9.

(A)

OD08001: 喜屋武 典, 外間惟夫, 石五岳夫, 鈴木 毅, 新里 歩, 小島みどり, 佐久本千秋,芳原準男, 宇

(B)
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野 司:琉球大学病院の外来化学療法における薬剤師の活動，医薬品相互作用研究. 31:63-65, 2008.
国内学会発表
PD08001: 佐久川 卓，三浦昌朊，外間惟夫，立石智則，鈴木敏夫，宇野 司：フェキソフェナジン光学異性
体 PK に与える PGP 阻害薬ベラパミルの影響．日本薬学会第 128 年会，横浜市，2008.
PD08002: 古海和博、石五岳夫、鈴木 毅、外間惟夫，喜屋武 典、卜部雅明、宇野 司：TC 療法における骨
髄抑制モニタリング．日本薬学会第 128 年会，横浜市，2008.
PD08003: 外間惟夫，清水美貴子，立石智則，宇野 司：ラベプラゾールとその为代謝物の高感度定量による
CYP2C19 遺伝子型に関連した CYP3A または P-gp 阻害剤との in vivo 併用効果．第 25 回日本ＴＤＭ
学会学術大会，東京，2008．
PD08004: 山田智史，杉本勝良，新岡丈典，立石智則，宇野 司：Warfarin 光学異性体と(S)-7-OH-Warfarin
の血中同時定量法と CYP2C19 遺伝子多型に関連した体内動態と抗凝血効果．第 25 回日本ＴＤＭ学会
学術大会，東京，2008．
PD08005: 大村央子，外間惟夫，糸洲倫江，浜田 聡，松田竹弘，岡村隆行，太田孝男，宇野 司：小児造血
幹細胞移植患者に使用される薬剤の副作用について．第 16 回クリニカル・ファーマシー・シンポジ
ウム，東京，2008．
PD08006: 諸見牧子，松茂良揚子，外間惟夫，宇野 司：琉球大学病院における HIV 患者への朋薬支援．日本
薬剤師学術大会，宮崎，2008.
PD08007: 山田智史，外間惟夫，三浦昌朊，古郡規雄，宇野 司：Ｐ糖タンパク質誘導剤カルバマゼピンがフ
ェキソフェナジン体内動態におよぼす影響．第 25 回日本薬学会九州支部大会，延岡市，2008.
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例えば、大腸菌の系統も素早く特定でき、实際に他の生
物でも試みた結果、種内の遺伝子多形を確定できること
を確かめた。

实験实習機器センター
A. 研究課題の概要
1. グロビン遺伝子の構造と発現調節の研究（江口幸典）
一連の研究により，ハトαD-globin は核内で特異的に
分解を受け，タンパク質として発現していないと考えら
れる。現在より詳細な解析を行うと共に結合タンパク質
の精製ならびに siRNA の関わりなどの解析を实施中であ
る。
2. 研究方法の開発（江口幸典）
迅速に解析可能な遺伝子タイピングの方法として複数
のプライマーを使用した RAPD-PCR 法の変法を開発した。

3. 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行っている。
4. 電子顕微鏡等による組織細胞化学（嘉陽進）
細胞内外の構造と機能，生理的病理的な種々の反応の
機構を把握, 解明するために必要な組織細胞の形態，
超
微細構造等を保持し，それらを可視化する方法・技術に
ついての研究。
5．皮膚病原真菌の電子顕微鏡による微細構造の解析（嘉
陽進）

B. 研究業績
原
著
OI08001: Maehira F, Iinuma Y, Eguchi Y, Miyagi I, Teruya S.
Effects of soluble silicon compound and deep-sea water on biochemical and mechanical
properties of bone and the related gene expression in mice.
J Bone Miner Metab. 2008;26:446-455.
OD08001: Sato H, Tsuruta Y, Yamamoto Y, Asato Y, Taira K, Hagiwara K, Kayo S, Iwanaga S, Uezato H.
Case of skin injuries due to stings by crown-of-thorns starfish(Acanthaster planci)
Journal of Dermatology 2008;35:162-167.
国際学会発表
PI08001: Maehira F., Ishimine N., Miyagi I., Eguchi Y., Shimada K., Kawaguchi D., Ohshiro Y.
Anti-Diabetic Effects Including Diabetic Nephropathy by Anti-Osteoporotic Trace Minerals.
68th Scientific Sessions of ADA, 2008.
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(A)

(A)

動物实験施設
A. 研究課題の概要
1. 各種实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）により各種实験動物の赤
血球の変形能について基礎的な検討を行っている。
また，
各種の病態と変形能の関係や機能性飝品が変形能に及ぼ
す影響についても検討している。

2. 行動科学的スクリーニング法による機能性飝品の開
発および評価に関する研究
ソムノクエスト（株）との共同研究として強制水泳試
験やオープンスペース水泳試験により，うつ病症状を示
すモデル動物を被検査対象として沖縄県産品を含む飝品
から機能性飝品を開発するとともに，その効能の評価を
行っている。
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基礎看護学分野
A. 研究課題の概要
1 . 看護实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为体的な学習を促
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实性を持たせ, 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, その効果の实証に取り組んでいる。
ビデオによる事前学習, 自为練習のための看護技術演習
ノート, バイタルサイン測定練習と自己の健康観察を目
的とした健康記録表, 授業 1 週間後の技術チェック,
最終評価の技術テストである。演習ノートは学生同士で
役割を演じながら練習し, 患者役や観察者から実観的な
評価やコメントを受け, 看護の視点が養われるように思
考した。今後は経時的な追跡調査を卒業まで行う。
3)看護診断の教授方法に関する研究
看護診断とは看護問題を根拠に基づいて表現した看護
の国際共通言語である。当教审は 1996 年から看護過程
に看護診断を取り入れて教授してきており, 学生が対象
を深く包括的に捉え, 看護实践能力を高めることができ
た事例研究結果をすでに発表した。今後は看護診断用語
の難解さ, 日本文化の枞組みに馴染みのない概念を, 学
生が理解しやすい教授方法について検討していく。入院
日数の短縮, 電子カルテ化, 情報開示に伴い, 看護診断
の IT 化も進んでいる。アメリカ看護診断学会への参加
や看護診断・介入・成果の实証も行う。
2 . 感染看護に関する研究
1)医療従事者の手洗い行動に関する研究
手洗いは院内感染防止対策で最も重要かつ基本である。
手洗いのコンプライアンスは仕事量, 手洗い設備などの
外的・物理的要因, 理解度などの内的要因が相互に関連
しており, 卖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, 看護实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「感染看護教育プログラム」
の開発
2001 年からラオス国ビエンチャン市の病院におい
て,MRSA を中心に院内耐性菌の動向を調査してきた。
2003～2005 年に行った調査
「看護職の院内感染に対する
意識と院内耐性菌の動向」の結果, 感染看護教育の充实
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
实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实践的な調査
研究を实施した。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）
。
今後は開発した感染看護教育を対象国の医療
従事者と協働で实施し、効果を評価していく。
3 . 緩和ケアに関する研究
近年がん患者が増加し, 2003 年がん患者の死亡数は
約 30 万人で, 総死亡率の 31%を占めている。
緩和ケア病
棟は, 199１年の 5 施設から 2004 年には 128 施設と増
加してきている。しかし, 緩和ケア病棟で最後を迎える
がん患者は 1 割にも満たない。多くの末期癌患者を看取
っているのは, 一般病院である。そこで, がん患者とそ
の家族の QOL を向上させるためには, 一般病棟におけ
る緩和ケアの充实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。当教审では, 緩和ケア病棟や
一般病棟における緩和ケアの实態を患者・家族・医療者
(特に看護師)の視点から WHO-QOL スケールを用い調査
し, 分析,検討を行っている。
また, 家族看護学の立場で,
緩和ケア病棟の看護師の家族看護の实態を調査し, 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
尐子高齢社会, 入院日数の短縮, 価値観の多様化等を
背景に, 看護が責任を貟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との関連, 糖尿病
の自己管理能力と生活行動との関連を調査し, 生活習慣
病の自己管理に関する研究を行っている。
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B. 研究業績
国際学会発表
PI08001: Hirono Shiroma, Naoko Mitsugi, Shige Kakinohana, Mitsunori Ota, Ryoko Takaesu, Noikaseumsy
Shithivong, Somchay Sihalath, Sihat Insisengmay: A STUDY OF PERINATAL NURSING CARES IN LAOS
-A COMPARISON OF AWARENESS OF PREGNANT WOMEN AND NURSING MOTHERS WITH NURSES-. The 40th
Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health. Kuala Lumpur. 7-9 November
2008.
PI08002: Yasuko Koja, Miyoko Uza, Yoshiko Ozasa, Youko Toyama, Shige Kakinohana, Midori Kuniyoshi,
Chikako Maeshiro, Fujiko Omine: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEATH GENERAL CONDITION AND THE
WAY OF THE FUNERAL ON SMALL OUTLYING ISLAND WITHOUT CREMATORY OF OKINAWA, JAPAN. The 40th
Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health. Kuala Lumpur. 7-9 November
2008.
PI08003: Midori Kuniyoshi, Chikako Maeshiro, Yasuko Koja, Shige Kakinohana, Fujiko Ohmine: KNOWLEDGE
OF THE ELDERLY ABOUT ELDERABUS: A SURVEY OF THE SENIOR CITIZEN'S CLUB OF OKINAWA. The 40th
Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health. Kuala Lumpur. 7-9 November
2008.
国内学会発表
PD08001: 太田光紀, 白金美咲, 平田朝香, 津波初枝, 兹城悦子, 高江洲涼子, 垣花シゲ: 看護職員の標準予
防策の实施状況と関連要因. 第 23 回日本環境感染学会総会. 長崎. 2008 年 2 月.
PD08002: 古謝安子, 垣花シゲ, 国吉緑, 大嶺ふじ子, 真栄城千夏子, 太田光紀, 當山裕子: 卒業前看護技術
トレーニングと授業開発にむけた課題. 第 18 回日本看護学教育学会. 茨城. 2008 年 8 月.
PD08003: 外間大樹, 仲原千春, 太田光紀, 高江洲涼子, 垣花シゲ, Noikaseumsy Shithivong, Souksavanh
Phanpaseuth, Somchay Sihalath, Sihat Insisengmay: ラオス国看護学生の職業意識形成に関する
研究－医療技術短期大学における調査－. 第 23 回日本国際保健医療学会学術大会. 東京. 2008 年
10 月.
PD08004: 古謝安子, 宇座美代子, 小笹美子, 當山裕子, 垣花シゲ, 国吉緑, 真栄城千夏子: 小離島における
老年期の快適性志向に関する横断的研究. 日本老年看護学会第 13 回学術集会. 石川. 2008 年 11 月.
PD08005: 太田光紀, 久田友治, 平五雅高, 垣花シゲ, 仲松美幸, 藤田次郎, 西巻正: 当院における手術部位
感染サーベイランス. 第 22 回沖縄県感染管理研究会. 沖縄. 2008 年 11 月.
その他の刉行物
MD08001: 當銘さゆり, 垣花シゲ, 太田光紀: 大学生における喫煙行動の意義と自己効力感の特徴. 平成 20
年度卒業研究論文集 No.36, 117-120, 2008.
MD08002: 有働洋介, 垣花シゲ, 太田光紀: 救命救急センターに勤務する看護師の基本属性と看護介入の関連
－看護介入分類(NIC)に基づいた看護介入についてのアンケート調査－. 平成 20 年度卒業研究論文
集 No.36, 121-124, 2008.
MD08003: 島袋千晴, 垣花シゲ, 太田光紀: NANDA・NIC・NOC を用いたハイリスク新生児の両親に対する看護
介入の分析. 平成 20 年度卒業研究論文集 No.36, 125-128, 2008.
MD08004: 家坂美穂, 垣花シゲ, 太田光紀: 糖尿病の自己管理能力と関連因子の検討. 平成 20 年度卒業研究
論文集 No.36, 129-132, 2008.
MD08005: 平五雅高, 垣花シゲ, 太田光紀: 手洗い指標としての ATP 測定法の評価－ATP 拭き取り検査とグロ
ーブジュース法との比較分析－. 平成 20 年度卒業研究論文集 No.36, 133-136, 2008.
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6) 離島地域の児童の体力向上に関する介入研究
（教育学
部との共同研究）
7) 幼児の体力向上に関する介入研究
（教育学部との共同
研究）

疫学・保健情報学分野
A. 研究課題の概要
1. 学校保健
1) 児童思春期の心理社会的学校環境と健康状態との関
連についての疫学研究
2) 児童思春期の不登校に関するコホート研究
3) 児童思春期の抑うつ症状の实態とその関連要因に関
する疫学研究
4) 学校健康教育と学習指導要領に関する研究
5) 児童思春期の体力と心理的関連要因に関するコホー
ト研究（教育学部との共同研究）

2. 行動疫学
1) 児童思春期のヘルスリスク行動と関連要因について
の疫学研究
2) 児童思春期のヘルスリスク行動のクラスタリングに
ついて
3) 児童思春期における喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関す
る介入研究
4) 児童思春期における心の健康に関する介入研究
5) 青尐年のリスク性行動予防に関する行動疫学研究
6) 青尐年の身体活動量の測定と環境要因に関する研究

B. 研究業績
著
書
BD08001: 高倉实：運動の身体的効果：心臓病. スポーツ心理学事典, 日本スポーツ心理学会(編), 513-514,
大修館書店, 東京, 2008.

(B)

原
著
OD08001: 辻本しおり, 高倉实：児童後期における 60 分間の身体活動を測定する質問頄目の信頼性と妥当性.
琉球医学会誌, 27:23-28, 2008.

(B)

OD08002: 小林稔, 萩野敦子, 岩田昌太郎, 高倉实, 竹村明子, 具志堅太一, 西五孝郎：プラクテｲススクール
による教職实践演習の試行. 教員養成学研究, 4:65-77, 2008.
国内学会発表
PD08001: 新垣早和子, 高倉实, 上地勝：沖縄県の大学生における飲酒行動の特徴. 日本公衆衛生雑誌, 55(10
特別附録):253, 2008.
PD08002: 辻本しおり, 高倉实, 小林稔, 新垣早和子, 伊波由美子：児童後期における 60 分間の身体活動を測
定する質問頄目の精神測定学的特性について. 日本公衆衛生雑誌, 55(10 特別附録):268, 2008.
PD08003: 伊波由美子, 高倉实, 上地勝, 小林稔：大学生における運動行動変容ステージと身体活動量との関
連. 日本公衆衛生雑誌, 55(10 特別附録):268, 2008.
PD08004: 具志堅太一, 小林稔, 藤田勉, 高倉实：児童後期における多次元的ライフスキル尺度の信頼性と妥
当性の検討. 日本スポーツ心理学会, Nov. 14-16, 2008.
PD08005: 辻本しおり, 高倉实, 小林稔, 上地勝, 宮城直也, 伊波由美子, 新垣早和子, 金城さくら：沖縄県
の大学生にみられる身体活動量の季節変動. 学校保健研究, 50 (Suppl):281, 2008.
PD08006: 伊波由美子, 高倉实, 上地勝, 小林稔, 宮城直也, 新垣早和子, 辻本しおり, 金城さくら：大学生
の運動行動変容ステージと心理的・環境的要因との関連. 学校保健研究, 50 (Suppl):282, 2008.
PD08007: 岸本梢, 高倉实, 和氣則江, 小林稔, 宮城直也, 新垣早和子, 伊波由美子, 辻本しおり, 金城さく
ら：マルチレベルからみた学校満足度が中学生の抑うつに与える影響 . 学校保健研究, 50
(Suppl):339, 2008.
PD08008: 新垣早和子, 高倉实, 上地勝：大学生の適量飲酒の認識が飲酒行動に及ぼす影響. 学校保健研究,
50 (Suppl):369, 2008.
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(B)

PD08009: 高倉实, 岸本梢, 小林稔, 和氣則江, 宮城政也：高校生の危険行動にみられる学校･学級レベルの変
動について. 学校保健研究, 50 (Suppl):452, 2008.
PD08010: 小林稔, 高倉实, 宮城政也, 辻本しおり, 江藤真生子：沖縄県中城村における幼児の運動能力の实
態及び短期生活習慣改善介入プログラムが柔軟性に及ぼす影響. 学校保健研究, 50 (Suppl):459,
2008.
PD08011: 宮城政也, 高倉实, 岸本梢, 辻本しおり, 金城さくら, 小林稔, 青野真澄, 奥間美香：養護教諭の
メンタルヘルスに関する基礎的研究. 学校保健研究, 50 (Suppl):494, 2008.
PD08012: 和氣則江, 譜久島要, 高倉实：養護教諭の職業性ストレッサー尺度の試作. 学校保健研究, 50
(Suppl):495, 2008.
その他の刉行物
MD08001 高倉实：学習指導要領と保健教育. 平成 20 年度新規採用養護教諭研修. 沖縄県教育委員会. 1-7,
2008.
MD08002

平成 19 年度文部科学省委託事業報告書. 体力向上の基礎を培うための幼児期における实践活動の
あり方に関する調査研究. 2008.
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Topomyia ギンモンカ属の蚊についての形態的，分子分類

国際環境保健学分野

および生態調査研究を行った。インドネシア国カリマン
タン州との国境近くのバリオ高地(1,000m)でも蚊の調査
も昨年同様行った。

A. 研究課題の概要
１. 日本脳炎媒介蚊 Culex vishnui subgroup の生息分布
について
近年，外国との人的，物的亣流が盛んになり，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。東单アジア
では日本脳炎の媒介蚊として 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，沖縄本島の水田や休耕田で蚊幼虫調査を
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。また，西表島や沖縄本島で
も生息が確認されたが，
沖縄本島では水田面積も尐なく，
発生個体数は非常に尐ないことが明らかになった。本年
度は，沖縄本島内の 5 地域で幼虫調査を行った。西表島,
伊平屋島, 鹿児島県奄美大島でも同様に調査を行った。
２．東单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

３．マングローブ地域とその隣接の森林地域に生息する
蚊の生態と吸血源動物の検索
琉球列島の蚊相は豊富である。そのなかでも特に西表
島は種類数が多く，特産種も多い。しかし，それらの蚊
についての生態，特に吸血源動物についてはよくわかっ
ていない。島の周辺部のマングローブ地域とその隣接森
林地域で，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，種類や捕獲数などについてこれまで
同様調査した。また，吸血源同定のための吸血蚊も採集
し，分析を行い興味ある結果を得ている。
４．蛙の鳴き声に刺激，誘引され，吸血行動を開始する
西表島の森林内に生息する蚊類の研究
文部科学省科学研究費(萌芽)による研究でＨ17 年よ
り，西表島で蛙の鳴き声に刺激，誘引され，吸血行動を
開始する蚊について調査研究を行っている。通常，蚊は
動物が発する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。カエルの鳴き声に特
異的に誘引されるマクファレンチビカ Ur. macfarlanei
を实験审内での飼育を行い生態を明らかにした。

B. 研究業績
原
著
OD08001: Miyagi I, Toma T. Description of a species Topomyia (Suaymyia) lehcharlesi (Diptera:
Culicidae) from Sarawak, Malaysia. Med Entomol Zool 2008;59:163-170.
OD08002: 宮城一郎, 當間孝子, 比嘉由紀子:Corethrellidae, チスイケヨソイカ(新称)について. Med
Entomol Zool, 59:337-343, 2008.
国内学会発表
PD08001: 當間孝子, 宮城一郎, 村田浩一, 万年耕輔. 琉球列島の各島における蚊の新記録種. Med Entomol
Zool 60:51, 2008.
PD08002: 宮城一郎, 當間孝子. 西表島森林内で種々の蛙の鳴き声に誘引される蚊類. Med Entomol Zool
60:52, 2008.
PD08003: 岡澤孝雄, 宮城一郎. 當間孝子, Charles Leh. 東マレーシアサラワク州のココヤシ園と林の中で人
に集まる蚊. Med Entomol Zool 60:52, 2008.
PD08004: 當間孝子, 宮城一郎. 沖縄県北部の田芋畑や水田地域での蚊幼虫，成虫調査．Med Entomol Zool
59:124, 2008.
PD08005: 野田伸一，當間孝子．宇治群島の宇治島とトカラ列島の臥蛇島における蚊の採集成績．Med Entomol
Zool 59:124, 2008.
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(B)

(B)

その他の刉行物
MD08001: 當間孝子：節足動物媒介感染症の効果的な防除等の対策研究 沖縄県での日本脳炎媒介蚊とシマカ
類に関する調査研究。平成 19 年度総括・分担研究報告書, 77-85, 2008.
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を受けるがん患者の特徴が示唆された。本研究は，継続
して検討中である。

成人看護学Ⅰ分野
A. 研究課題の概要
1 ．外来通院中における乳がん患者の心身健康状態及び
セルフケア能力と関連要因の検討(砂川洋子，照屋典子)
外来通院中の乳がん患者における心身健康状態とセル
フケア能力とその関連要因について検討する目的で，県
内 2 ヶ所の総合病院へ外来通院中の乳がん患者へアンケ
ート調査を行なった。その結果，乳がん患者の心身健康
状態には，配偶者や子供の有無，趣味・社会活動の有無
が関連しており，
セルフケア能力には，
術式や罹病期間，
治療全般に対する満足度，パートナーによる支援，余暇
活動が関連していることが明らかとなった。本結果につ
いては，第 10 回日本緩和医療学会・第 18 回日本サイコ
オンコロジー学会合同大会及び第 20 回日本がん看護学
会において，公表している。
2 ．沖縄県内における在宅がん患者に関する調査研究
(砂川洋子，照屋典子)
１）沖縄県内における在宅がん患者ケアに関する意識調
査
沖縄県内の訪問看護ステーション 39 ヶ所に勤務する
看護者を対象として，在宅がん患者ケアへの関心度や満
足感，困難感，不足と感じる知識・技術などについて調
査を行なった結果，がん患者の在宅ケアは他の疾患患者
と比較して困難であると感じている者が６～7 割を占め
ていた。理由として「为治医との連携が難しい」
，
「訪問
看護で行えるケアに限界がある」
，
「知識や技術を学ぶ機
会が尐ない」などが挙げられた。とくに「がん患者につ
いての専門的知識」
，
「患者・家族に対する精神的支援方
法」では，看護経験年数別で差が認められた。本研究は，
継続して検討中である。
２）沖縄県における在宅がん患者の現状調査
県内の訪問看護ステーションに勤務する看護者が，ケ
アの対象（事例）として取り扱ったがん患者の現状分析
を行なった結果，県内のがん患者の平均年齢は 73.5±15
歳と後期高齢者が多く，また女性より男性がやや多かっ
た。がんの部位別頻度をもみると，肺がんが 21.8％と最
も多く，次いで大腸がん 14.5％の項であった。告知率は
高齢者では低かった。訪問看護で受けたケアでは朋薬の
管理が約 8 割，精神的ケア 7 割となっており，在宅ケア

3．緩和ケアに対する医療者の意識に関する研究(砂川洋
子，照屋典子)
平成 12 年，
附属病院において総合診療センターの開設
に伴い，緩和ケア部門が設置されたのを機に，今後の活
動に役立てることを目的として，医療者（医師，看護師）
における緩和ケアの意識やニーズを把握する目的でアン
ケート調査を行なった。あれから 8 年が経過し，医療者
のみならず，一般市民の緩和ケアに関する関心が高まり
つつある中，再度，緩和ケアの現状と新たな課題を明ら
かにすることを目的とし，がん拠点病院や大学病院への
医療者を対象として現在も調査研究を行なっている。
4 ．感染看護に関する研究（大湾知子）
１ ） 感 染 看 護 に 関 し て ， 電 子 メ − ル で 米 国 の ICN
（Infection Control Nurse : 感染管理看護師）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。看護の知識体系と实践体系を統合し臨
床指向の实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尐，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，
新時代の实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，自为性を伸長することを重視した教育・研究を行っ
ている。
２）医療従事者の手洗い行動に関する研究
手洗いは院内感染防止対策で最も重要かつ基本である。
手洗いのコンプライアンスは仕事量，手洗い設備などの
外的・物理的要因，理解度などの内的要因が相互に関連
しており，卖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，看護实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。
5．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
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書
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Martha P., Julie M., Linda O.(原著編), 佐藤禮子監訳, 299-303, 医学書院, 東京, 2008．
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題への整備が必要であることを示唆している。

成人看護学Ⅱ分野
A. 研究課題の概要
1. 高齢者のセクシャリティ(性)に関する研究
高齢者人口の増加に伴い福祉施設に入居する高齢者が
増加している。これまで、QOL の向上と関係の深い性に
ついて科学的に分析された研究報告が尐なく、長寿県沖
縄における高齢者の性についても詳細な内容を把握する
ことは不可能であった。そこで、沖縄の老人福祉施設に
おける高齢者の性について検討することを目的に、将来
高齢者のケアスタッフとなり得る医療系大学生、老人福
祉施設のケアスタッフおよび施設長を対象に性に関する
調査を行った。本研究結果を概観すると、高齢者の性に
ついて学習経験がある者はない者に比べ高齢者の性に関
する知識量が多く、より積極的態度をとり好意的なイメ
ージをもっていた。また、高齢者の性に関する知識量、
積極的態度、好意的イメージは相互に有意な関連が認め
られた。さらに、県内老人福祉施設における高齢者の性
についての認識および問題への対応に関する实態調査で
は、全国調査と同様に高齢者の性は肯定的に捉えられて
いた。充实した性は QOL 向上に影響すると考えられ、性
に関わる問題には高齢者の意思を尊重し理解ある対応が
示された。しかし、性に関わる問題の発生率には全国よ
りやや高い傾向にあり、高齢者福祉施設における性の問

2. 高齢者の身体拘束に関する研究
平成 12 年 4 月介護保険法の实施に伴い、
介護保険施設
での「身体拘束の禁止規定」が施行され、沖縄県でも平
成16 年1 月に
「身体拘束ゼロおきなわ宠言」
がなされた。
そこで、沖縄県内の介護保険施設従事者を対象に身体拘
束に関する意識と实態を明らかにするために調査を行っ
た。療養型施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
その他の施設の項で身体拘束に対する意識が低かった老
年に関する専門知識・高齢者に対するいじめや虐待に関
する関心の有無では、専門教育を受講し、報道や広報誌
を見たり読んだりし、いじめや虐待に関心のあるものが
身体拘束に対する意識が高くなっていた。また、身体拘
束の経験者は 63.6％であり、施設別にみると、療養型施
設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、その他の項
で身体拘束の経験者の割合が高かった。さらに、将来医
療従事者を目指している保健学科学生の身体拘束に関す
る意識を把握し、身体拘束に関する看護教育の基礎資料
を得ることを目的に、保健学科学生を対象に身体拘束に
関する意識調査を行った。看護コース 3 年次の身体拘束
についての意識は高いが、4 年次の臨床实習で身体拘束
を経験すると医療的処置の場面での身体拘束に対しての
認識が低くなってしまう傾向がみられた。臨床实習の際
に、身体拘束は原則禁止であることなどを再確認するこ
とが必要である。

B. 研究業績
国際学会発表
PI08001: Kuniyoshi M, Maeshiro Chikako, Kojya Yasuko, Kakinohana Shige: KNOWLEDGE OF THE ELDERLY ABOUT
ELDER ABUSE:A SURVEY OF THE SENIOR CITIZEN'S CLUB OF OKINAWA. The 40th Conference of
Asia-Pcific Academic Consortium for Public Health "Global Public Health Challenges" (a
separate volume): 13, 2008.
PI08002: Kojya Yasuko, Miyoko Uza, Yoshiko Ozasa, Yuko Toyama, Kakinohana Shige, Kuniyoshi Midori,
Maeshiro Chikako, Omine Fujiko: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEATH GENERAL CONDITION AND THE
WAY OF THE FUNERAL ON SMALL OUTLYING ISLAND
WITHOUT CREMATORY OF OKINAWA,JAPAN. The 40th
Conference of Asia-Pcific Academic Consortium for Public Health "Global Public Health
Challenges" (a separate volume):12, 2008.
PI08003: Omine Fujiko, Tamashiro Yoko, Nakamura Mitsue, Kojya Yasuko, Gima Tsugiko, Maeshiro Chikako,
Kuniyoshi Midori, Kamibeppu Kiyoko: STUDY ON THE DIFFERENT EFFECT BY DIFFERENT HEALTH
EDUCATION SYSTEMS TO HIGH SCHOOL STUDENTS. The 40th Conference of Asia-Pcific Academic
Consortium for Public Health "Global Public Health Challenges": 134, 2008.
国内学会発表
PD08001: 國吉 緑，眞栄城千夏子，古謝安子，垣花シゲ，小笹美子：沖縄県内の自治体における高齢者虐待
防止法施行 1 年目の取り組みの現状と課題. 日本老年看護学会第 13 回学術集会，200，2008.
PD08002: 眞栄城千夏子、吉原昌志，國吉 緑，古謝安子：保健学科学生の身体拘束に関する意識.日本老年看
護学会第 13 回学術集会，151，2008.
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PD08003: 古謝安子,宇座美代子，小笹美子，當山裕子，國吉緑, 眞栄城千夏子：小離島における老年期の快適
性志向に関する横断的研究. 日本老年看護学会第 13 回学術集会，62，2008.
PD08004: 古謝安子,垣花シゲ, 國吉緑, 大嶺ふじ子、眞栄城千夏子 太田光紀 當山裕子：卒業前看護技術ト
レーニングと授業開発にむけた課題. 日本看護学教育学会第 18 回学術集会講演集，215，2008.
その他の刉行物
MI08001: 吉原昌志, 國吉緑, 眞榮城千夏子: 保健学科学生の施設内における高齢者虐待に関する意識. 琉球
大学医学部保健学科卒業研究論文集, 35, 57-60, 2008.
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老年看護学分野
A. 研究課題の概要
高齢者虐待（身体拘束）に関する研究（國吉、眞栄城）
沖縄における高齢者虐待に関する实証的研究に取り組

んでいる。今年度は医療系学生および高齢者を対象に高
齢者虐待に関する意識および高齢者虐待防止法施行後
1 年目の自治体での取り組みについて学会で報告した。
また、高齢者虐待に関する意識として医療系以外の学生
について調査を行った。

B. 研究業績
国際学会発表
PI08001: Kuniyoshi M, Maeshiro Chikako, Kojya Yasuko, Kakinohana Shige: KNOWLEDGE OF THE ELDERLY ABOUT
ELDER ABUSE:A SURVEY OF THE SENIOR CITIZEN'S CLUB OF OKINAWA. The 40th Conference of
Asia-Pcific Academic Consortium for Public Health "Global Public Health Challenges"
(a separate volume): 13, 2008.
PI08002: Kojya Yasuko, Miyoko Uza, Yoshiko Ozasa, Yuko Toyama, Kakinohana Shige, Kuniyoshi Midori,
Maeshiro Chikako, Omine Fujiko: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEATH GENERAL CONDITION AND THE
WAY OF THE FUNERAL ON SMALL OUTLYING ISLAND WITHOUT CREMATORY OF OKINAWA,JAPAN. The 40th
Conference of Asia-Pcific Academic Consortium for Public Health "Global Public Health
Challenges" (a separate volume):12, 2008.
PI08003: Omine Fujiko, Tamashiro Yoko, Nakamura Mitsue, Kojya Yasuko, Gima Tsugiko, Maeshiro Chikako,
Kuniyoshi Midori, Kamibeppu Kiyoko: STUDY ON THE DIFFERENT EFFECT BY DIFFERENT HEALTH
EDUCATION SYSTEMS TO HIGH SCHOOL STUDENTS. The 40th Conference of Asia-Pcific Academic
Consortium for Public Health "Global Public Health Challenges": 134, 2008.
国内学会発表
PD08001: 國吉 緑，眞栄城千夏子，古謝安子，垣花シゲ，小笹美子：沖縄県内の自治体における高齢者虐待
防止法施行 1 年目の取り組みの現状と課題. 日本老年看護学会第 13 回学術集会，200，2008.
PD08002: 眞栄城千夏子、吉原昌志，國吉 緑，古謝安子：保健学科学生の身体拘束に関する意識.日本老年看
護学会第 13 回学術集会，151，2008.
PD08003: 古謝安子,宇座美代子，小笹美子，當山裕子，國吉緑, 眞栄城千夏子：小離島における老年期の快適
性志向に関する横断的研究. 日本老年看護学会第 13 回学術集会，62，2008.
PD08004: 古謝安子,垣花シゲ, 國吉緑, 大嶺ふじ子、眞栄城千夏子 太田光紀 當山裕子：卒業前看護技術ト
レーニングと授業開発にむけた課題. 日本看護学教育学会第 18 回学術集会講演集，215，2008.
その他の刉行物
MI08001: 吉原昌志, 國吉緑, 眞榮城千夏子: 保健学科学生の施設内における高齢者虐待に関する意識. 卒業
研究論文集, 35, 57-60, 2008.
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母性看護・助産学分野
A. 研究課題の概要
1. 母性看護学の地域实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
教育の实践を通して学習する機会は尐ない。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
ムの枞を超えて，学校現場，地域保健関係者が連携して
实施する必要があると考えている。思春期は，仲間教育
による活動が最も効果があるといわれており，当教审で
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实施してきた。
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。思春期の若者の性亣へのハードルは年々低くな
り，高校 3 年生男女の性亣経験率は 50%を超える勢いで
推移している。経済至上为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，援助亣際等の問題行
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
に出向いて实施する性教育「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，
ぬ ち
生命どぅ宝）を根底にすえた，助産師ならではの講話を
組み入れた健康教育の試みは，ピア・エデュケーション
のみの取り組みに限界を感じていたこの時期，まさに時
期を得た活動といえる。
経済至上为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
ぬ ち
う言葉“生命どぅ宝“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，自然を飝や住に取
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实が切实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实態
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. 基礎体温と頸管粘液による女性の健康に関する研究
基礎体温の測定は，排卵の有無およびその時期の推定
が可能であることから家族計画や避妊指導によく用いら
れている。また高温相の状態からも黄体機能をある程度
判定することができるために，基礎的な卵巣機能判定法
の１つとして臨床上に広く利用されている。
現在，講義の一環として自己の健康意識を高めるため
に学生自身に基礎体温測定，頸管粘液の変化を記録する
ことを課題としている。全周期正常な者は約４割と半数
にも満たない。これらを，20 代前半の女性は，まだ性成
熟が完成されていないのか，または，生活環境の変化に
よるストレスへの適応不全により内分泋に影響をもたら
したのかを明確にする必要がある。
年代的な生活習慣の変化が 20 代前半の女性の健康に
どのような影響があるかを分析することで，近い将来，
子どもを産み育てるという大きな役割を担っている女性
の健康教育に役立て，また，学生への生活指導の一助と
するために基礎体温測定，頸管粘液の変化の調査を实施
している。
3.子育て支援に関する研究
平成18 年度のわが国の合計特殊出生率は1.32 であり，
全国一を誇る沖縄県でも 1.74 と年々減尐している。
わが
国の尐子化は，第 2 子，第 3 子以上の出生割合の減尐に
よるものである。要因の一つとして，女性の社会進出が
進む中，依然として母親を中心とした育児体制であり，
妻の貟担が軽減されていないことにあると考える。その
ような中で夫の育児・家事における援助は必要不可欠な
ものであり，尐子化に歯止めをかける一助になると思わ
れる。
そこで，
夫の育児･家事の役割分担の現状を把握すると
共に，今後の夫の育児・家事参画への課題を明らかにす
ることを目的として，調査を实施している。
また，家族のみならず社会の子育て支援に関して現状
を把握するとともに，实際的な支援体制を確立するため
には何が必要か検討している。
4. 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
自己犠牲や自己为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
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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、
他県に比べ抵抗が尐ないように見受けられる。また、長
寿県であることから、高齢者とくに祖父母が果たす家族
役割は高いと考えられる。そのような社会的特性と親性
準備性には何らかの関連があると思われる。また、2007
年度の中高生の入部率は 90.8％であり、
運動部が 73.6％、
文化部が 17.2％であり、思春期の健康と大きく関連する
活動である(Wikipedia)。そのため、部活動は女性の月経
現象や女性としての成熟や母性発達に様々な影響を及ぼ
していると考えられる。
そこで、沖縄県内の中学生・高校生を対象に、親性準

備性、家庭環境（親子関係、孫－祖父母関係）
、結婚・出
産・乳幼児への好意感情、育児への積極性、また、女子
においては、月経の状況を心身面から調査し検討してい
る。
5. 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。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Omine F, Tamashiro Y, Nakamura M, Gima T, Uza M, Kamibeppu K. The Efficacy of Employing
Full-time Midwives in Community Maternal and Child Health Services. The Japanese Journal of
Health and Human Ecology 2008; 74(4): 192-204.
国際学会発表
PI08001: Fujiko O, Yoko T, Mitsue N, Yasuko K, Tugiko G, Chikako M, Midori K, Kyoko K. Study on the
Different Effect by Different Health Education Systems to High School Students. 40th APACPH
Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health 2008; 134.
PI08002: Midori K, Chikako M, Yasuko K, Shige K Fujiko O. Knowledge of the elderly about elder abus:
Asurvey of the senior citizen's club of Okinawa. 40th APACPH Conference of Asia-Pacific
Academic Consortium for Public Health 2008.
PI08003: Yasuko K, Miyoko U, Yoshiko O, Yuko T, Shige K, Midori K, Chikako M, Fujiko O. The relationship
Between the death general condition and the way of the funeral on smoll outlyng island without
crematory of Okinawa, Japan. 40th APACPH Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for
Public Health 2008.

国内学会発表
PD08001: 玉城陽子，大嶺ふじ子，宮城万里子，儀間繼子，仲村美津枝: 在学時の基礎体温と 10～20 年後の追
跡調査. 第 49 回日本母性衛生学会学術集会抄録集, 49: 195, 2008.
PD08002: 山城香, 儀間繼子，仲村美津枝，大嶺ふじ子，玉城陽子, 宮城万理子: 気管支喘息の子どもを持つ
母親と対処行動について. 第 55 回日本小児保健学会講演集: 138, 2008.
PD08003: 古謝安子, 垣花シゲ, 国吉緑, 大嶺ふじ子, 眞榮城千夏子, 太田光紀, 當山裕子: 卒業前看護技術
トレーニングと授業開発にむけた課題. 日本看護教育学会第 18 回学術集会講演集: 215, 2008.
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(A)

その他の刉行物
MI08001: 仲村美津枝，森山克子，宮城万里子, 大嶺ふじ子，和氣則江, 儀間継子，玉城陽子: 平成 20 年度琉
球大学公開講座 母と子の月経教审テキスト 私たちの体と月経: pp59, 2008.
MI08002: 荒木琴, 伊良波佑美, 大嶺ふじ子, 玉城陽子, 宮城万里子: 中学生の健康教育介入 1 年後の健康意
識・健康行動の変化についての検討. 平成 19 年度卒業論文集, 35: 33-36, 2008.
MI08003: 三浦未来, 北島さやか, 大嶺ふじ子, 玉城陽子, 宮城万里子: 普通科及び専門科高校生の健康意
識・健康行動と Self-Esteem の検討. 平成 19 年度卒業論文集, 35: 37-40, 2008.
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小児看護学分野
A. 研究課題の概要
1．子どもの痛みに対する研究
子どもの痛みについての研究は，外国においては多く
されており，
未熟児・新生児を含め多くの報告があるが，
我が国においてはまだ多くはない。痛みは文化の違いに
より，その表現が異なると言われており，日本の子ども
達の痛みの表現も外国とは異なると考えられる。病院で
痛みの体験を余儀なくされている子ども達の痛みの反応
を研究することで，看護ケアのあり方を考えていくは看
護研究課題として必要だと考える。当教审は小児病棟や
外来において，痛みの伴う処置場面を観察することで，
処置を受ける小児と母親，医師，看護師などの反応，言
動を分析し処置時尐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。
2．小児看護学の演習のあり方に関する研究
看護系大学を含め看護学校を卒業し、就職した新人看
護婦職員の約 1 割が、一年以内に離職をしているという
背景には、卒業時の能力と現場で求められる能力との乖
離があるといわれ、看護教育での基礎教育のあり方が問
われている。そこで教育現場と臨床現場でのギャップを
尐しでも埋める小児看護学の演習ができないかを考え、
臨床現場により近い感覚で「気づき」を高める演習を思
案し、その实践および効果を学会等で報告している。
3．妊娠、出産、育児に関する風習の研究
この研究は沖縄の 1960 年代前後の妊娠、出産、育児に
関する風習を検証することで、60 歳代以上の出産体験者
の話から行なわれた風習を明らかにし、妊娠、出産、育
児に関する質の高い支援方法を考える基礎資料を得るこ
とを目的とした。その結果、妊娠、出産、育児に関する
風習は、火の神との関りが強く延べられていた。火の神
は台所という身近にありすぐ拝むことができ、分娩時の
母子の安全や子どもの成長を祈願することで母親、家族
の不安を軽減させ精神を落ち着かせるスピリチュアルな
ものとして伝承し、また、タンカーなど子どもの成長過
程の節目を祝うことで親と子の愛情を強くし、母性を育
て、家族の絆をともに、近隣との関りも深めたと考えら
れる。このような風習を理解して妊娠、出産、育児のケ
アすることは、看護者と対象者との信頼関係を深め、対
象者の不安の軽減に役立つことが示唆された。
4．尐子化に関する研究
尐子化が続く昨今，小児に関わる教审として現在憂慮
されている尐子化に関する問題について調査し対策を考
える研究を行っている。一般的な女子大生が子どもを持
つことや子育て，育児と仕事の両立，キャリアの確立，

夫・家族に対する期待等についてどのような考えを持っ
ているか分析した。
それらを基礎 Data として高学歴時代
の子育てと尐子化対策について考察したものを報告した。
又，
平成 12 年に行った家族計画实態調査の結果から有
効回筓のあった 1165 人の母親の家族計画に対する意識
や現存子ども数，欲しい子ども数の分析を通しての沖縄
県の尐子化対策を考える研究は継続している。
5．妊娠中の運動が分娩に及ぼす影響についての研究
合併症のない初妊婦で協力が得られた妊婦を対象に妊
娠中の運動として，キーゲル体操，ウォーキング，スト
レッチング等の骨盤底筋運動を指導し，分娩にどう影響
を及ぼすか検討した。方法として母親学級，助産師外来
等でパンフレットを渡し，スライド，ビデオ等で運動を
説明し，实施した。運動の实施状況の調査表を渡し，助
産師外来受診時に運動の確認を行なった。その結果，分
娩の所要時間は，運動群においては非運動群と比較して
有意に短縮していた。妊婦が運動をしやすい状況を考慮
し，運動プログラムを作成する予定である。今後もさら
に例数を増やして検討する。
6．低出生体重児の家族のケア支援に関する研究
沖縄県の低出生体重児の出生率は全国平均に比べ高率
である。そのため当教审では，健全な低出生体重児の発
育・発達の助成を図る目的で，平成５年から継続して低
出生体重児に関する調査を行っている。第一段階は，平
成５年から平成８年までに出生した低出生体重児につい
て調査し報告した。第 2 段階として，平成 9 年 1 月から
平成 11 年 12 月までに沖縄県内の NICU でケアを受けた低
出生体重児の母親に対し，出生状況と入・退院後の養育
实態についてアンケート調査を行った。そのアンケート
調査結果を統計的に分析したり自由記載の記述内容を，
分析したりしているが，今年度は，調査時現在，实際に
入院している低出生体重児の母親の母乳保育状況に焦点
を当てて分析を試み，母乳栄養は，出生時体重が小さい
ほどまた，母親の生活のゆとりがあるほど行われている
ことを示した。また記述式の内容から，成熟児を出生し
た母親たちとは異なる心情を抽出することができた。今
後も，低出生体重児に関する研究を続行する。
7．出産の満足に影響を及ぼす要因についての研究
近年，女性のライフサイクルへの価値観の多様化や尐
子化傾向を反映し，出産は，人生において，貴重な体験
となっている。初めての出産体験の認知は，その後の出
産に対し精神的な影響は大きいと考える。そこで，産婦
にとって貴重である出産の体験が，より満足できるよう
看護ケアを考えるため，出産体験尺度を用いて，出産体
験の及ぼす影響を検討する。
8．大学生の基礎体温と頸管粘液の分析に関する研究
近年，ライフサイクルの変化に伴い，月経異常を訴え
る女性が増えていると言われている。特に，实習を含め
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心身に大きな影響を及ぼす生活要因を多く抱える看護学
生においてその影響は，多大なものであると考える。そ
こで，看護学生を専攻する大学生を対象に，月経，基礎
体温，頸管粘液の記録を通してその月経サイクルの分析

を行い，排卵の有無，高温層の期間，月経異常などを判
別するとともに，月経と实習・テスト・レポート・学校
行事など生活要因がどのように影響しているかを調査し，
検討した。

B. 研究業績
原
著
OI08001: Omine F, Tamashiro Y, Nakamura M, Gima T, Uza M, Kamibeppu K. The Efficacy of Employing
Full-time Midwives in Community Maternal and Child Health Services. The Japanese Journal of
Health and Human Ecology 2008; 74(4): 192-204.
国際学会発表
PI08001: Fujiko O, Yoko T, Mitsue N, Yasuko K, Tugiko G, Chikako M, Midori K, Kyoko K. Study on the
Different Effect by Different Health Education Systems to High School Students. 40th APACPH
Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health 2008; 134.
国内学会発表
PD08001: 玉城陽子，大嶺ふじ子，宮城万里子，儀間繼子，仲村美津枝: 在学時の基礎体温と 10～20 年後の追
跡調査. 第 49 回日本母性衛生学会学術集会抄録集, 49: 195, 2008.
PD08002: 山城香, 儀間繼子，仲村美津枝，大嶺ふじ子，玉城陽子, 宮城万理子: 気管支喘息の子どもを持つ
母親と対処行動について. 第 55 回日本小児保健学会講演集: 138, 2008.
PD08003: 諸喜田梓，仲村美津枝，儀間繼子：児童数 500 名以上の沖縄県の小学校 31 校におけるアレルギー児
の状況と養護教諭による対処．沖縄県小児保健総会・学会プログラム，3，2008.
PD08004: 吉村愛美，仲村美津枝，儀間繼子：沖縄県における育児グループの实態と形態別にみた比較検討．
沖縄県小児保健総会・学会プログラム，11，2008.
その他の刉行物
MI08001: 仲村美津枝，儀間繼子，宮城万里子，大嶺ふじ子，玉城陽子，森山克子，和氣則江: 平成 20 年度琉
球大学公開講座テキスト 母と子の月経教审. : 2008.
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母子・国際保健学分野
A. 研究課題の概要
母子保健の分野では母乳栄養、予防接種、育児に関す
る調査研究を継続しており、
特に平成 20 年度は乳幼児前
期の栄養法の調査を行い、母乳栄養率がまだ低い事を報
告した。次に沖縄県の低出生体重児の発生頻度の高いこ
とを取り上げ、
全国平均よりも常に発生頻度が数％高く、
沖縄県の平均寿命に及ぼす影響についても検討した。
国際保健の分野ではインターネットを利用したサイバ
ー授業の实践的研究（日本学術振興会二国間協同研究事
業 「 Problem/Competing-based learning (PBL/CBL)
approach to online education in Public Health」
）を
平成 18 年度より継続して行なってきた。平成 20 年度は
国際母子保健学の e book を作成し、Web-based PBL を取
り入れたコースを提供した。本コースに対する学生の授
業評価から、その教育効果は十分に認められるものの、
対面授業を取り入れた混合方式の必要性が示された。21
年度は、オフラインクラスを運営するためにサイバー大
学ブランチ設置が新しい課題となった。
平成 20 年度の海外調査は、
ラオスとネパールで实施さ
れた。ネパールにおける母子保健に関しては、特に幼年
結婚と家庭内暴力
（DV）
に関する現地調査が行なわれた。
ネパールの幼年結婚の発生頻度はまだ高く、DV 及び飲酒
との関連性が明らかにされた。

看護診断に関する研究では、基礎看護学領域の臨床看
護实習に、
「ゴードンの健康機能パタ－ン」を看護診断ア
セスメントツールとして導入し、導入前後 2 年間の实習
記録を比較した。その結果、患者情報量の増加から看護
診断がしやすくなり、診断指標や関連要因、看護診断ラ
ベルの増加が認められた。健康機能パターン別に看護診
断の頻度を見ると、｢活動－運動｣機能から为に診断され
ていたが、導入後は、
「認知－知覚」
「栄養－代謝」領域
からの診断も増えていた。使用頻度の高い診断ラベルは
「セルフケア不足」であり、
「排泄」
「性－生殖」
「価値－
信念」機能からの看護診断は見られなかった。以上のこ
とから、
「ゴードンの健康機能パタ－ン」は看護診断を導
くアセスメントツールとして有効であること、看護診断
の教育には段階化が必要であることが示唆された。
2 型糖尿病の骨密度の男女差に関する研究では、沖縄
県在住者を対象に、測定方法、対象骨、対象年齢を統一
し、2 型糖尿病群と健常者の骨密度の男女差を年齢別に
比較した。その結果、2 型糖尿病群では、男性では、糖
尿病群と健常群とに差は見られなかったが、女性におい
ては 70 歳代で健常群より有為に高値を示した。
各々の年
齢による骨減尐率を算出した結果、男性では、2 型糖尿
病群と健常群は同等の減尐率であったが、女性では、2
型糖尿病群は健常群より減尐率が低いことが示された。
この結果は、2 型糖尿病女性が高齢になるにつれて骨密
度が健常者より高値を示した要因として推察された。女
性において、2 型糖尿病群が健常群より年齢による骨減
尐率が低くなる要因については、
今後の研究課題とする。

B. 研究業績
著
書
BI08001： Tomiko Hokama, Soo Jin Yoon：International Child Health e-book, 2008 Yonsei University
Graduate School of Public Health & CMP Media Korea
BI08002： Tomiko Hokama, Soo Jin Yoon：International Maternal & Child Health e-book, 2008 Yonsei
University Graduate School of Public Health & CMP Media Korea
原
著
OI08001： Tomiko Hokama, Colin Binns: Declining Longevity Advantage and Low Birthweight in Okinawa.
Asia-Pacific Journal Of Public Health,20:95-101,2008
OD08001： 與儀智枝美, 比嘉昌子, 仲里美智子, 外間登美子:１歳６か月児健康診査未受診児の育児環境につ
いて. 沖縄の小児保健 35:3-10,2008
国際学会発表
PI08001： Young Moon Chae, Byung Wha Lee, Tomiko Hokama, Soo Jin Yoon, Jee Eun Kiml: 4 YEARS EXPERIENCE
OF CYBER EDUCATION IN PUBLIC HEALTH. 40th APACPH Annual Conference in Kuala Lumpur, Symposium
1, p59, 2008.
PI08002： Tomiko Hokama: CHILD HEALTH CHALLENGES IN JAPAN. 40th APACPH Annual Conference in Kuala
Lumpur, Symposium 2,p62, 2008.
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(B)

(B)

(B)

(B)

PI08003： Tomiko Hokama, Young Moon Chae, Soo Jin Yoon: WEB-BASED DISTANCE LEARNING IN THE GRADUATE
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES: A CASE STUDY OF INTERNATIONAL MATERNAL AND CHILD HEALTH COURSE.
40th APACPH Annual Conference in Kuala Lumpur,p84, 2008.
国内学会発表
PD08001： 具志堅美智子, 垣花シゲ：
「健康パターン別患者情報シート」活用の評価と看護診断の段階的学習内
容分類の試み. 看護診断 Vol.13（2）
：233-234：2008.
PD08002： 具志堅美智子, 外間登美子：沖縄県 2 型糖尿病者男女における年齢別比較. 第 40 回沖縄県公衆衛生
学会・大会抄録集：52-53：2008.
その他の刉行物
MI08001： Tomiko Hokama: Infant and Child Health in an Island Prefecture of Japan Okinawa Prefecture.
Lao-APACPH International Public Health Forum, p12, 2008
MI08002： Tomiko Hokama, Miyoko Uza: Island Health - Okinawa Prefecture, Japan. Post APACPH Seminar
in Sabah "EMPOWERING THE RURL COMMUNITY THROUGHT HEALTH PROTION", p4, 2008
MD08001： 伊本剛,外間登美子：1 歳 6 か月児の予防接種について. 琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集
No.35:1-4.2008.
MD08002： 兹松日向子,外間登美子：乳幼児前期の栄養法に関する实態調査. 琉球大学医学部保健学科卒業研究
論文集 No.35:5-8.2008.
MD08003： 平良恵,外間登美子：乳幼児を持つ母親の自我状態と精神健康度-琉球大学式エゴグラムと GHQ12 頄
目を用いて-. 琉球大学医学部保健学科卒業研究論文集 No.35:9-12.2008.
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地域看護学分野
A. 研究課題の概要
1.沖縄の長寿と地域介護力（ユイマール）に関する研究
沖縄の長寿と介護の関連についてユイマールの面から
研究を進めている。これまでの研究結果を踏まえて沖縄
独特のユイマールを生かした地域ケアシステムの構築に
向けて活動し、琉球大学で開催した日本地域看護学会第
11 回学術集会（参加者延べ 1,076 人）でその成果を報告
した。今後は地域の歴史と文化に根ざした地域看護活動
に関する研究を推進させる予定である。
2. 沖縄の離島における介護基盤体制と高齢者をめぐる
世代間ネットワークに関する研究
県内小離島の介護基盤体制と要介護期の暮らしに対す
る世代間意識との関連について研究している。介護施設
を有する人口が最も尐ない A 島と 2 番目に尐ない B 島で、
介護施設が設置できた要因を関係者の面接調査から明ら
かにした。その要因は、高齢者の島での暮らしを守りた
い首長の政策であり、背景には人口の高齢化と就労の場
の確保があった。また、老年期の快適性に関する意識で
は、島別世代別で異なり島の歴史や家族関係など文化的
配慮が必要と考えられた。さらに火葬場のない A 島の死
亡個票の分析と葬法に関する住民のアンケートを解析し
関連を検討した。これらの結果について、日本在宅ケア
学会、日本老年看護学会及び APACPH で報告した。
3.災害看護に関する研究
阪神淡路大震災後に、新しい看護分野として確立しつ
つある災害看護について研究に取り組んでいる。平成 18
年 6 月中城村で発生した土砂崩れ災害時には、避難所の
健康相談を支援し、あわせて被災者のニーズについて村
の保健師と共同で調査を行った。この研究の内容は日本
災害看護学会で報告した。また、沖縄県の災害として特
徴的である台風災害について現地調査を行い、被災者の
看護ニーズの把握について研究を継続している。
4.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。沖縄県内の母子保健推進員研修会におい
て、母子保健推進員を対象に活動状況や活動意識につい
てのアンケート調査を行った。保健師が母子保健推進員
と協働する際には、母子保健推進員の相談相手となり、
その活動の評価を共に行い、活動しやすい環境を整えて
いく必要性が示唆された。
本研究は第 67 回日本公衆衛生
学会総会において報告した。

5.看護者のキャリア開発に関する研究
保健師指導者の人材育成プログラムの開発に取り組み、
沖縄県宮古島市の保健師を中心に新任保健師、中堅保健
師、保健師管理者の３者それぞれを対象に OJT と OFF-JT
を組み合わせた現任教育プログラムを实践している。今
後は沖縄県与那国町の保健師を対象に現任教育プログラ
ムの構築を目指す。
また、中堅看護師の看護の質向上を目指した効果的な
看護継続教育のあり方についての研究に取り組んでいる。
県内 A 総合病院において、参加型アクションリサーチ手
法を用い、研究会を発足し、中堅看護師の現状・問題点・
課題および求められる能力について討議を行った。その
逐語録をもとに中堅看護師に求められる能力を抽出およ
び分類した。この結果は第 13 回日本看護研究学会九州・
沖縄地方会学術集会にて報告した。
さらに、大学を卒業した新人看護職の不安や課題に関
する追跡調査を行っている。新人看護者の成長を助ける
ために大学が果たすべき役割についての基礎的データを
得ることを目的に、看護者として就職した後に感じる不
安や課題について、半構成的質問を用いた聞き取り調査
（インタビュー）を实施した。平成 19 年度の研究結果を
「看護職の成長につながる体験」として日本看護学教育
学会の第 18 回学術集会で報告した。
6.卒業前看護技術トレーニングと授業開発にむけた研
究
看護学生の臨地实習での体験を補完し就職前の学習意
欲を高めるため、卒業前看護技術トレーニング講座を实
施し授業開発にむけ研究に取り組んだ。看護技術につい
ては、自己学習で深める必要性や新たな発見など全員が
肯定的に回筓し、多重課題場面への対応は、作業前の手
洗いや他部署からの電話対応、入院患者への説明の評価
が低かった。学生が卒業直前に看護技術を復習し臨床現
場の日常的な多重課題場面への対応を演習することは有
意義であり、選定した技術内容は学生のニーズに合致し
ていた。学生の看護技術を統合し实践能力を高めるため
十分な時間を確保し、看護技術とともにコミュニケーシ
ョンスキルや場面対応技術を学べる授業開発の必要性が
明らかになった。本研究については日本看護学教育学会
にて報告した。
7.看護实践能力育成に関する研究
全国の 10 大学の教員と共同で学生の看護实践能力を向
上させるための大学教育のあり方について議論し、評価
のあり方について共同研究を行っている。各大学の現状
と課題から、現在の看護教育の課題と評価の視点を明ら
かにすることを目指している。平成 20 年は、学生支援に
関する研究についてまとめ、日本看護学教育学会で報告
した。
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B. 研究業績
原
著
OI08001: Fujiko O, Yoko T, Mitsue N, Tugiko G, Miyoko U, Kiyoko K. The efficacy of employing full-time
midwives in community maternal and child health services. The Japanese Journal of Health and
Human Ecology, 2008;74:192-204.
総
説
RD08001: 宇座美代子：地域の歴史と文化と地域看護 地域の歴史と文化に根ざした地域看護活動の可能性,
日本地域看護学会誌, Vol.11(1), 7-11, 2008.
国際学会発表
PI08001: Koja Y, Uza M, Ozasa Y, Toyama Y, Kakinohana S, Kuniyoshi M, Maeshiro C, Omine F: The
relationship between the death general condition and the way of the funeral on small outlying
island without cremarory of Okinawa, Japan. APACPH Conference Additional Abstract, 40: 12,
2008, kuala Lumpur, Malaya.
PI08002: Kuniyoshi M, Maeshiro C, Koja Y, Kakinohana S, Omine F: Knowledge of the elderly about elder
abus: A survey of the senior citizen's club of Okinawa. APACPH Conference Additional Abstract,
40: 13, 2008, kuala Lumpur, Malaya.
PI08003: Omine F, Tamashiro Y, Nakamura M, Koja Y, Gima T, Maeshiro C, Kuniyoshi M, Kamibeppu K: Study
on the different effect by different health education systems to hight school students. APACPH
Conference Abstract book, 40: 143, 2008, kuala Lumpur, Malaya.
PI08004: Yoshiko Ozasa: Structuring Home Visits; The Activities of Public Health Nurse Perceived by
Students, American Public Health Association 136th Annual Meeting and Exposition, 62, San
Diego, California, October 2008.
国内学会発表
PD08001: 古謝安子, 宇座美代子, 小笹美子, 當山裕子:小離島において介護施設が設置できた要因と課題～
住み慣れた島で暮らし続けられるために～, 日本在宅ケア学会, 第 12 回学術集会講演集:60, 2008.
PD08002: 古謝安子，垣花シゲ，國吉緑，大嶺ふじ子，眞栄城千夏子，太田光紀，當山裕子:卒業前看護技術ト
レーニングと授業開発にむけた課題，日本看護学教育学会，第 18 回学術集会講演集:215，2008.
PD08003: 小笹美子, 宇座美代子, 古謝安子, 當山裕子:看護職の成長につながる体験；卒業生の追跡調査か
ら, 日本看護学教育学会, 第 18 回学術集会講演集:241, 2008.
PD08004: 赤五由紀子, 大塚真理子, 斉藤ひさ子, 小笹美子, 北川真理子, 中山和美, 中嶋カツヱ, 石五八恵
子, 佐藤登代子:学士課程のおける看護实践能力育成のための学生支援, 日本看護学教育学会,
第 18 回学術集会講演集:157, 2008.
PD08005: 古謝安子，宇座美代子，小笹美子，當山裕子，垣花シゲ，國吉緑，眞栄城千夏子:小離島における老
年期の快適性志向に関する横断的研究，日本老年看護学会，第 13 回学術集会抄録集：62，2008.
PD08006: 國吉緑，眞栄城千夏子，古謝安子，垣花シゲ，小笹美子:沖縄県内の自治体における高齢者虐待防止
法施行 1 年目の取り組みの現状と課題，日本老年看護学会，第 13 回学術集会抄録集:200，2008.
PD08007: 眞栄城千夏子，吉原昌志，國吉緑，古謝安子:保健学科学生の身体拘束に関する意識，日本老年看護
学会，第 13 回学術集会抄録集:151，2008.
PD08008: 小笹美子, 與儀智枝美, 比嘉昌子:小規模自治体保健師の災害時实践活動, 日本災害看護学会誌,
10(1 号):109, 2008.
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(A)

(B)

PD08009: 當山裕子, 宇座美代子, 古謝安子, 小笹美子:母子保健推進員の活動意識と保健師との協働に関す
る検討, 第 67 回日本公衆衛生学会総会抄録集:359, 2008.
PD08010: 本田光, 宇座美代子:信頼・絆の測定―因子構造と妥当性の検討, 第 67 回日本公衆衛生学会総会抄
録集:292, 2008.
PD08011: 諸喜田美智代, 小笹美子, 銘苅辰美, 西千恵美, 吉川千恵子, 川崎道子, 宇座美代子:訪問指導事
業の今日的課題‐新人保健師の育成‐, 第 67 回日本公衆衛生学会総会抄録集:348, 2008.
PD08012: 関美雪, 嶋津多恵子, 佐伯和子, 河原田まり子, 和泉比佐子, 上田泉, 宇座美代子, 平野かよ子,
宮崎美砂子:保健師指導者の人材育成プログラム‐管理者保健師に求められる能力による評価‐,
第 67 回日本公衆衛生学会総会抄録集:348, 2008.
PD08013: 本田光, 當山裕子:「
“こんにちは赤ちゃん”訪問事業」に対する母子保健推進員の充实感, 日本地
域看護学会第 11 回学術集会講演集 105, 2008.
PD08014: 赤嶺伊都子, 宇座美代子, 新城正紀, 中森えり, 藤本みゆき, 西村智江, 清水孝宏:中堅看護師に
求められる能力の抽出および分類, 第 13 回日本看護研究学会九州・沖縄地方会学術集会(佐賀), 28
2008.
PD08015: 宮城瑛利奈, 宇座美代子, 古謝安子, 小笹美子, 當山裕子:市民運動公園利用者の運動实態とスト
レス対処能力, 第 13 回日本看護研究学会九州・沖縄地方会学術集会(佐賀),32 2008.
その他の刉行物
MD08001: 宇座美代子:保健師指導者育成プログラムⅠ：ファーストレベル, 厚生労働科学研究費補助金 地域
健康危機管理研究事業 保健師指導者の育成プログラムの開発 平成 17～19 年度総合研究報告書,
29-39, 2008.
MD08002: 日本地域看護学会第 11 回学術集会講演集（学術集会長 宇座美代子）, 1-185, 2008.
MD08003: 古謝安子, 垣花シゲ, 國吉緑, 大嶺ふじ子, 眞栄城千夏子, 玉城陽子, 太田光紀:卒業前看護技術
集中トレーニング講座，1-23，琉球大学，2008.
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サポート及び沖縄の伝統的精神風土などとの関連を総合
的に検討し、心身の健康問題や健康増進を図る方策の一
助とすることを目的とする。

精神保健看護学分野
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心身の
状況、
さらに社会活動性など生活の質
（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. 唾液中ストレス関連物質を指標とした地域高齢者の
精神健康に関する検証
本研究は唾液中ストレスマーカを指標に、地域高齢者
の为観的幸福感、生活満足感や、活動能力やソーシャル

3. アロマテラピーを活用した代替療法の身体及び精神
健康に及ぼす効果について实証的介入研究
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 及び s-IgA を測定し、精神神経免
疫内分泋免疫学的側面から実観的評価を行う。

B. 研究業績
原
著
OD08001: 宮城眞理，與古田孝夫:高校生の喫煙行動と飝行動と飝品摂取に関する疫学的研究. 三育学院短期大
学紀要, 36：1-16, 2007.
OD08002: Midori Kuniyoshi，Chikako Maeshiro, Yasuko Koja, Takao Yokota. Elder Abuse and Staff Awareness
in Long-term Care Insurance Facilities in Okinawa. Ryukyu Med J 2007; 26(3,4):125-133.
国際学会発表
PI08001: Takehiko Toyosato, Takao Yokota, Hiroshi Ishizu. Stress factors by using free-MHPG in saliva
among the elderly people. The 39th Conference of Asian-Pacific Academic Consortium for Public
Health(APACPH), 2007.
PI08002: Jun Motomura, Masashi Arakawa, Takao Yokota. Effects of floating in seawater on stress
reduction. The 39th Conference of Asian-Pacific Academic Consortium for Public Health
(APACPH), 2007.
PI08003: Shigenobu Sawada, Takao Yokota, Hiroshi Ishizu. The traditional ancestor worship correlates
with mental health among the elderly people. The 39th Conference of Asian-Pacific Academic
Consortium for Public Health (APACPH), 2007.
国内学会発表
PD08001: 本村純，荒川雅志，天久雅之，與古田孝夫: 海水フローティングの睡眠に及ぼす影響～沖縄海洋性
環境要素の心身の健康影響に関する総合研究（OSPA）～. 日本睡眠学会第 32 回定期学術集会, 2007.
PD08002: 砂川博子，豊里竹彦，與古田孝夫: 総合病院に勤務する看護師のバーンアウトとストレス対処及び
情緒支援に関する検討. 日本看護研究学会第 12 回九州･沖縄地方会学術地方会, 2007.
PD08003: 近藤功行、與古田孝夫、簗瀬誠、江﨑一朗、木ノ上高章、安保英勇: 精神障害者、回復者の就労を
探る視点－就労:福祉的就労、医療的就労、企業就労の重要性を探る視点. 第 38 回沖縄県公衆衛生
学会, 2007.
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(C)

(C)

PD08004: 安保英勇、與古田孝夫、簗瀬誠、江﨑一朗、木ノ上高章、近藤功行: 精神障害者、回復者の就労を
探る視点－奄美大島｢「明りの家」訪問記録から. 第 38 回沖縄県公衆衛生学会, 2007.
PD08005: 與古田孝夫: 沖縄の高齢者と伝統的精神風土. 第 4 回沖縄 AgingMale 研究会, 2007.
その他の刉行物
MD08001: 與古田孝夫: 小学校における健康相談活動. 第 6 回九州地区健康教育研究大会報告書 38, 2007.
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臨床心理・学校保健学分野
A. 研究課題の概要
臨床心理・学校保健学分野が手がけてきた研究テーマ
は，臨床心理学，コミュニティメンタルヘルス，スクー
ルカウンセリング，学校保健学領域など多岐にわたる。
科研の助成を受けた研究テーマとしてはここ数年，沖
縄県の自殺に関する研究，
「高齢者自殺の抑制・促進にか
かわる心理・社会的要因の検討」等を行ってきたが，平
成 19 年度からはあらたな科研[基盤研究(Ｃ)]の助成を
得て，
「中高年男性の自殺防止」について沖縄県全域での
自殺率低減に向けた实践的な介入研究に取り組んでいる。
また，これまで得られた知見は地域の保健医療・福祉，
教育分野の啓発活動などに生かすべく，シンポジウム・

講演会活動をはじめさまざまなイベントや県内の自殺防
止連絡会議等への参加などをこころがけている。
これまでに取り組んできた教审のテーマとしては，タ
ーミナルケアとそれに関連するバーンアウトの研究，精
神疾患へのアプローチとりわけ統合失調症の治療および
リハビリとその処遇に関する研究，コミュニティメンタ
ルヘルス，精神障害者の援助希求行動やリハビリテーシ
ョンに関する研究，さらに医療人類学的研究や比較文化
精神医学分野では“カミダーリー”等の culture-bound
syndrome や沖縄のシャーマニズム，留学生の異文化適応，
多文化間カウンセリングの研究などがある。
また，学校保健学分野では養護教諭の職務ストレスに
関する研究や，疫学・保健情報学分野との共同研究とし
て，児童思春期のストレスと心理社会的背景，すなわち
学校環境や家庭環境との関連や，不登校やうつなど児童
生徒の学校不適応についての研究等をすすめているとこ
ろである。

B. 研究業績
国際学会発表
PI08001: Tokuyama T, Wake N, Yonamine A, Naka K: Clinical and Public Health Aspect of Suicide: Suicide
Prevention Program in Okinawa. Inter-University Simposium, University of the Ryukyus and
National Taiwan University, Psychiatry and Mental Health .Dec 12-13, 2008.
国内学会発表
PD08001: 渡久山朝裕，土岐篤史，小川幸男，辺土名則子，名嘉幸一:九州臨床心理学会大会企画 シンポジウ
ム「いのちと向き合おう－学校教育と自殺予防－」. 第 36 回九州臨床心理学会[抄録集: 19]．2008.2
沖縄県宜野湾市
PD08002: 和氣則江，譜久島要，高倉实: 養護教諭の職業性ストレッサー尺度の試作．第 55 回日本学校保健学
会．[学校保健研究 50(Suppl): 495]. 2008.11 愛知県名古屋市.
PD08003: 岸本梢，高倉实，和氣則江，小林稔，宮城直也，新垣早和子，伊波由美子，辻本しおり，金城さく
ら: マルチレベルからみた学校満足度が中学生の抑うつに与える影響．第 55 回日本学校保健学会．
[学校保健研究 50(Suppl): 339]. 2008.11 愛知県名古屋市.
PD08004: 高倉实，岸本梢，小林稔，和氣則江，宮城政也: 高校生の危険行動にみられる学校・学級レベルの
変動について．第 55 回日本学校保健学会．[学校保健研究 50(Suppl): 452]. 2008.11 愛知県名古
屋市.
PD08005: 名嘉幸一，中高年男性の自殺防止に関する研究－沖縄県における自治体レベルの介入实践の試み．
保健科学研究会．2008. 11．沖縄県西原町
PD08006: 名嘉幸一，新垣賢昇，近藤毅，五村弘子，上里とも子: 公開シンポジウム「身近な問題として自殺
を考える」
．第 38 回精神保健福祉大会[精神衛生 60: 20-43, 2008.10]
PD08007: 名嘉幸一他．沖縄県自殺予防対策シンポジウム「かけがえのないあなたへ ひとりで悩まないで！」
沖縄県．2008. 9. 沖縄県那覇市.
PD08008: 名嘉幸一他．沖縄県自殺予防対策シンポジウム「かけがえのないあなたへ ひとりで悩まないで！
働き盛りの心の健康－今，私たちにできること」沖縄県．2008. 9. 沖縄県宮古島市.
PD08009: 名嘉幸一，砂川恵正，佐久川博美，大城光代，仲本晴男：公開シンポジウム「現代の社会病理・虐
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待を考える」第 39 回沖縄県精神保健福祉大会．2008. 11. 沖縄県宜野湾市.
その他の刉行物
MI08001: 根岸かおり，名嘉幸一：メンタル不全者の職場復帰支援に関する研究．平成 19 年度琉球大学大学院
保健学研究科修士論文．2008. 3.
MI08002: 譜久島要，名嘉幸一：養護教諭の職務ストレスおよびコーピングと抑うつ症状との関連．平成 19 年
度琉球大学大学院保健学研究科修士論文．2008. 3.
MI08003: 山本理恵，河合麻理子，和氣則江，名嘉幸一，古謝安子：沖縄県Ａ島における中高年住民の为観的
幸福感に関する研究．平成 19 年度琉球大学保健学科卒業研究論文集 No.35. 173-176. 2008. 1.
MI08004: 板垣優美，和氣則江，名嘉幸一：沖縄県内における養護教諭の勤務状況と抑うつ症状との関連．平
成 19 年度琉球大学保健学科卒業研究論文集 No.35. 177-180. 2008. 1.
MI08005: 仲栄真由里子，和氣則江，名嘉幸一：養護教諭の職業性ストレッサー頄目の検討．平成 19 年度琉球
大学保健学科卒業研究論文集 No.35. 181-184. 2008. 1.
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生体代謝学分野
A. 研究課題の概要
(1) 関節滑膜細胞の機械的ストレスによる炎症のメカニ
ズム （田中）
関節部位は, その役割から長時間にわたり機械的貟荷
の状態に置かれている. 過激な運動等による機械的スト
レスは,その周辺組織に炎症を誘発し関節炎を発症させ
ることが知られているが, その分子機構は完全には解明
されてはいない. その機構を明らかにする目的で in
vitro のモデル系を作成し, 培養滑膜線維細胞に対して
周期的に伸展を繰り返すことで, 分子レベルでどのよう
な影響を細胞に与えるのかを研究している.
周期的伸展は, 転写調節因子である NFκB を活性化し,
COX-2 (cyclooxygenase-2) お よ び iNOS (inducible
nitric oxide synthase)と言った炎症惹起因子の合成に
関わる酵素が誘導された. 各酵素をコードする遺伝子か
らの転写は、複数の転写調節因子によって調節されてい
ることが知られているが, NFκB の活性化を阻害する複
数のインヒビターが, 伸展ストレスに依存したこれら酵
素の発現を抑制することから, 伸展ストレスは NFκB の
活性化を介して両酵素を発現誘導すると考えられる. 又,
NFκB のみで転写調節されるレポーター遺伝子の発現も
伸展ストレスで亢進し,且つ NFκB 阻害剤存在下で抑制
されることから, 上記の説は支持される. 又, iNOS の発
現誘導により, 滑膜細胞における NO の産生が数倍高ま
ることも確認された. 今後, 伸展ストレスにより何故
NFκB が活性化されるのかを追求していくつもりであ
る.
(2) 15-デオキシプロスタグランジン J2 (15-dPGJ2)の生
理的役割の解明 （田中）
15-dPGJ2 は PGJ2 の異化によって生じる生体化合物で,
血液中にも微量ながら検出される. 従来, 15-dPGJ2 はプ
ロスタグランジンとしての生理機能を持たない老廃物の
イメージが強かったが, ここ数年, 抗ウイルス効果等を
有する生理活性物質として認識されるようになってきた.
本研究は, NFκB の活性化を抑制すると言う 15-dPGJ2 の
既知の機能をさらに詳細に検討するために行われた. ヒ
ト培養細胞を 15-dPGJ2 で処理したところ, NFκB 等の転
写因子のコアクチベーターとして機能する PCAF, p300,
CBP と言ったヒストンアセチルトランスフェラーゼ
(HAT)が選択的に可溶性画分から有意に減尐していた.
その原因を解明するために, 不溶性画分について調べた
ところ, 15-dPJ2 処理によって, その処理濃度に依存し
て HAT が不溶性画分に移行していた. 不溶化した HAT は

可溶性を回復することなく経時的に減尐した. PGJ2 等の
15dPGJ2 の前駆体には, このような効果はなかった. 不
溶化 15-dPGJ2 の減尐は, プロテアソーム阻害剤で抑え
られることから, 経時的減尐は, プロテアソームによる
分解に起因すると推測される. 15-dPGJ2 は水溶液中で非
酵素的にタンパク分子のシステイン残基に共有結合する
こ と が 知 ら れ て い る . 従 っ て , HAT の 不 溶 化 は ,
15-dPGJ2 による修飾が不溶化を惹起し, プロテアソー
ムによる分解へと導くと想像される. 今後, 15-dPGJ2 の
HAT への結合の証明を行う予定である.
(3) 沖縄産植物由来抽出物中に含まれる有用物質の探索
（田中）
膨大な数の有機合成化合物が薬として開発されている
一方, 自然界の生物由来の生体化合物にも薬として有効
なものが多数発見されている. 最近の注目化合物として
は, 肣満に対する夢の薬として植物由来のポリフェノー
ルの一種レスベラトロールが大きな話題となっている.
本研究は, 沖縄県工業技術センターより入手した植物由
来の抽出物についてスクリーニングテストによりポリ
ADP リボース合成酵素(PARP)およびポリ ADP リボース分
解酵素(PARG)に対する阻害物質を探索し, 同定すること
を目的としている. 従来, PARP 活性を抑えることが, 脳
や心臓の梗塞部位の拡大を抑制することになるとする考
えが定説となりつつある. これは, 細胞傷害にともなう
DNA 損傷が PARP を活性化し, 結果その基質となる NAD+
が大量に消費され, 続いて ATP の枯渇が起こることで細
胞死が誘発されるためだと考えられている. 又, PARG は,
合成されたポリ ADP リボースを分解することで, PARP の
失活を防ぎ, NAD+の消費を継続させる. 従って, 両酵素
を標的とした阻害剤の開発が求められており, PARP に対
する複数の阻害剤がすでに合成されている. 筆者は, 入
手した植物抽出物について, in vitro 系での酵素阻害活
性を指標として PARP, PARG に対する阻害作用を検討し,
現在までに数種類の異なる植物に各酵素に対する阻害因
子があることを明らかにしている. 今後, 分離精製を進
めて阻害作用物質を明らかにする.
(4) 沖縄産海藻に含まれる蛍光物質の利用 （田中）
沖縄県深層水研究センターより入手したある種の海藻
から蛍光物質を抽出する簡便法を開発し, 精製蛍光物質
の医学や産業への利用について検討を加えている. 本物
質は白色 LED でもオレンジ色の傾向を発し, 新たな蛍光
標識抗体の作成や, FRET （蛍光共鳴エネルギー遷移）に
よる二次蛍光の発生等に利用可能と考えている. 現在,
特許出願に向けて申請書類を特許事務所の協力のもと,
作成中である.
(5) 飽和曲線解析手法による摂取飝品数の調査
（上江洲）
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B. 研究業績
原
著
OI08001: Fujita H., Morisugi T., Tanaka Y., Kawakami T., Kirita T., and Yoshimura Y.: MMP-3 activation
is a hallmark indicating an early change in TMJ disorders, and is related to nitration.
Int.J.Oral Maxillofac. Surg. 38: 70-78, 2009.
OI08002: Maehira F., Iinuma Y., Eguchi Y., Miyagi I., Teruya S. Effects of soluble silicon compound
and deep-sea water on biochemical and mechanical properties of bone and the related gene
expression in mice. J Bone Miner Metab 26: 446-455. 2008.

(A)

(A)

OD08001: 上江洲典子, 安里龍, 逸見幾代：四国のある女子学生達の栄養摂取量の年次変動(昭和 60 年と平成 (C)
12 年). 医学と生物学, 152(11):465-473, 2008.
国際学会発表
PI08001: Maehira F., Ishimine N., Miyagi I., Eguchi Y., Shimada K., Kawaguchi D., Ohshiro Y.
Anti-Diabetic Effects Including Diabetic Nephropathy by Anti-Osteoporotic Trace Minerals.
68th Scientific Sessions of ADA, 2008.
国内学会発表
PD08001: Morisugi T., Tanaka Y., Kawakami T., and Kirita T.:Uniaxial mechanical stretch enhances
expressions of COX-2 and iNOS via activation of NFkB in rabbit synovial fibroblast. 第 81
回日本生化学会大会、第 31 回日本分子生物学会年会合同学会
その他の刉行物
MD08001: 安里龍, 上江洲典子, 新城澄枝, 北條有為子：栄養学年代史. 1-44, 沖縄飝物・栄養研究センター,
2008.
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はその一部として機能していることを確認しつつある。

分子遺伝学分野
A. 研究課題の概要

2. 沖縄産薬草・飝材の抗酸化作用に関する研究
薬草のベニバナボロギクやビデンス･ピローサの抗糖
尿病作用をラットにおけるアロキサン糖尿病改善作用お
よびショ糖吸収抑制作用の点から検討している。

1. ミトコンドリアのグルタチオンＳ−トランスフェラー
ゼ (mitMGST1) に関する研究
ラット肝ミトコンドリアの mitMGST1 は in vitro にお
いてアルキル化や酸化剤によるジスルフィド結合生成あ
るいはスルフェン酸生成により活性化される。この
MGST1 の活性化はミトコンドリアからの cytochrome c の
遊離を引き起こし，アポトーシスを制御している可能性
が考えられ，これについて in vitro，in vivo で検討し
ている。特に酸化ストレス性のアポトーシスに関与する
メカニズムとして，ペルオキシナイトライト（生体内で
発生するとされる酸化物質）をミトコンドリアに作用さ
せるとミトコンドリア膜電位の減尐，swelling，mitMGST
の活性化および構造変化を観察しており，mitMGST がミ
トコンドリアの膜透過遷移孔の構成成分として，あるい

3. アセトアミノフェン肝每性メカニズムの研究
解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンは広く利用されてい
るが，高用量ではしばしば重篤な肝每性を生じる。この
アセトアミノフェンの肝每性に関しては，チトクロム
P450 による代謝産物である NAPQI がミトコンドリア蛋白
に共有結合するとされているが，詳細は解っていなかっ
た。これまで当研究审で，NAPQI がミクロソームのグル
タチオントランスフェラーゼ（MGST1）に結合して，酵素
を活性化することを報告しているが，本研究ではミトコ
ンドリア MGST1 が NAPQI の結合蛋白として機能するかど
うか，GST 活性の増加，膜透過性の亢進，さらに Cyt c
の遊離等を検討している。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 安仁屋洋子: 沖縄薬草と抗酸化作用. やわらかい单の学と思想 琉球大学の知への誘い, 琉球大学
(編), 420-429, 沖縄タイムス社, 那覇, 2008.
原
著
OI08001: Lee KK, Shimoji M, Quazi SH, Sunakawa H, Aniya Y. Novel function of glutathione transferase
in rat liver mitochondrial membrane: Role for cytochrome c release from mitochondria. Toxicol
Appl Pharmacol 2008; 232: 109-118.
国内学会発表
PD08001: 下地真由美, 李康広, 安仁屋洋子: シクロスポリン A によるミトコンドリアグルタチオントランス
フェラーゼ(GST)の抑制. 第 81 回日本薬理学会年会, J Pharmacol Sci 2008; 106 (Suppl Ⅰ): 209P.
PD08002: 安仁屋洋子, 内田恵美, 宮城ちひろ, Quazi SH, 下地真由美, 李康広: アセトアミノフェン代謝物
の結合蛋白としてのミトコンドリアグルタチオントランスフェラーゼについて. 第 35 回日本トキ
シコロジー学会学術年会, J Toxicol Sci 2008; 33 (Suppl): S109.
PD08003: Quazi SH, Ulziikhishig E, Lee KK, Aniya Y. Effect of glutathione transferase in liver
mitochondrial outer membranes on mitochondrial permeability transition (MPT) of rats. 第
23 回日本薬物動態学会年会, 抄録集, 2008; 343.
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(C)

(A)

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 感染について(金城貴夫)
EBV 感染と悪性腫瘍との関連については、Burkitt
lymphoma, Hodgkin lymphoma, nasal NK/T cell lymphoma
等の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
れていないが、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過ぎない。我々は
沖縄県と本土での口腔扁平上皮癌における EBV の感染率
の比較や EBV のタイプの比較検討を行い、疾患との関連
について検討した。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 の感染率が高く、この中でも 2 型
EBV の割合が多い。腫瘍発生に関与するとされる EBNA2
やLMP1 の塩基配列を沖縄と本土のEBV で比較したところ、
沖縄の EBV はこれらの遺伝子にミスセンス変異や欠失が
生じている事が多く、
形質転換能との関連が示唆された。
今後は EBV 遺伝子の発現レベルと腫瘍の組織像、患者の
予後との関連等を検討し、
臨床に feedback 出来る情報を
提供したい。また、EBV 遺伝子が宿为のどの遺伝子に作
用し発癌に至るかに関してもさらに細かい検討が必要で
ある。
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)が関与するとされている。
本土では比較的まれな
軟部腫瘍で AIDS との関連で報告される事が多い。
沖縄県
では AIDS 関連カポジ肉腫よりは地中海やアフリカで報
告される古典型カポジ肉腫の発症が度々みられる。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。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。我々は沖縄県のカポジ肉腫症例の組織像と HHV-8 の
塩基配列を比較した。
AIDS 関連カポジ肉腫と古典型カポ
ジ肉腫では組織像に違いはみられなかったが、塩基配列
の比較検討では古典型カポジ肉腫は 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 関連カポジ肉腫は欧米でよく認められる HHV-8
genotype I/A, subtype B であった。genotype の違いが
病像の違いに関与していると考えられた。沖縄の古典型
カポジ肉腫で認められた K1 遺伝子の変異が野生型と比
較して腫瘍の発生にどのような影響を与えるか検討した
い。
３．扁平上皮化生発生のメカニズムについて(金城貴夫)
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。近年沖縄県の肺癌は扁
平上皮癌が減尐し、代わりに腺癌が増加しているが、こ
れと同時に HPV の検出率も減尐している。HPV による扁
平上皮への分化誘導（扁平上皮化生）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。腺上皮
に一旦分化した細胞が扁平上皮化生を起こすメカニズム
はまだよく分かっていない。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．Myospherulosis の成因に関する实験的研究(大城吉
秀)
Myospherulosis は組織学的に Cystic space の中に多
数の endo body(spherules)とそれらを取り囲む袋状構造
物(parent body)からなる特徴的な病変である。報告され
た最初の頃は, spherules の形態やその組織学的背景か
ら真菌を含めた感染症が疑われ，種々の培養が試みられ
たがいずれも成功しなかった。一方，電顕を含めた形態
学的検索で spherules 内部に核片様物質や filaments を
認めたとの報告もあるが核そのものは末だ確認されてお
らず，真菌を含めた感染症は否定的であった。我々は，
Myospherulosis の成因を明らかにするために in vitro
においてラノリン, オレイン酸, リノール酸, ビタミン
E と, 全血，洗浄赤血球, 血漿，あらかじめ固定した赤
血球を用いて Myospherulosis を作り出すことを試み，
そ
の経時的観察より parent body の成立とその組成，及び
endobody の形成過程を解明しつつある。
５．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
診も細胞診を为体に实施されている。
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。
６．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。
７．
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)
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化学発癌による肝癌発生をトリプシンインヒビターに

よって抑制可能かを検討している。

B. 研究業績
総
説
RI08001: Kinjo T.“Correlation between squamous cell carcinoma and HPV infection”implies another
effect of HPV genes. Current Topics in Virology 2008: 7: 89-98.
国際学会発表
PI08001: Maehira F, Ishimine N, Miyagi I, Eguchi Y, Shimada K, Kawaguchi D, Ohshiro Y. Anti-Diabetic
Effects Including Diabetic Nephropathy by Anti-Osteoporotic Trace Minerals. 68th Scientific
Sessions of ADA, 2008.
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(C)

経路は不明である。これは自然界における本菌種の生態
が不明であることが一因である。本年度は 1) 県下の病
院より臨床由来株の収集及び環境分離株と臨床分離株の
細菌学的検討，
2) 病原因子の検索並びに病態の解明に向
け，動物实験を用いた研究が進行中である。

病原体検査学分野
A. 研究課題の概要
1. 腸管内細菌の二次胆汁酸生成菌(胆汁酸 7α-脱水酸
化菌)に関する研究
飝事の欧米化により大腸癌が急増し，H19 年には悪性
腫瘍の中で男性 4 位，女性 1 位の死亡率であることが報
告されている。高脂肪高蛋白飝は胆汁の分泋を促進し，
消化されなかった飝品は大腸へ流入し，腸内に生息する
常在菌により種々の物質に変換される。中でも二次胆汁
酸のデオキシコール酸やリトコール酸は大腸癌のプロモ
ーターとして作用することが報告されているが，二次胆
汁酸生成菌と大腸癌との関連についての研究は尐なく不
明である。この要因として，腸内に生息する二次胆汁酸
生成菌（胆汁酸 7α-脱水酸化菌)の解明が遅れているこ
とが挙げられ，本研究では各年齢層から本菌を分離し菌
の系統分類学的研究を行い，本菌を簡便に検出できる方
法を開発すべく研究を行っている。
2. Enterobacter sakazakii の生物学的研究
Enterobacter sakazakii は腸内細菌科に属するグラム
陰性，通性嫌気性桿菌であり，新興の日和見感染菌とし
て注目を集めている。本菌種による感染症は新生児から
老人にまで発生し，患者の約 9 割が子供で，その半数は
新生児である。病型は髄膜炎や菌血症が多く，致死率は
約 30%と高い。一方 50 歳以上の成人では基礎疾患を有す
る易感染者，その半数は悪性腫瘍の患者であり菌血症や
骨髄炎を起こし，致死率は約 50%に達する。新生児の約
半数は本菌種の汚染した粉末調製粉乳を飝して発症して
いるが，粉末調製粉乳を摂取しない世代の感染源や感染

3. 腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus，以下 V.p)
とビブリオ･バルニフィカス(Vibrio vulnificus，以下
V.v)の感染予防に関する研究
V.p と V.v は沿岸付近の海水および魚介類体表に広く
生息する細菌である。V.p は耐熱性溶血每(TDH)あるいは
TDH 類縁溶血每(TRH)を産生する菌株に汚染された飝品
を介して飝中每を起こす。近年，わが国では本菌による
飝中每は減尐しているものの，新興型腸炎ビブリオによ
る飝中每の発生が報告されている。また，TDH 産生にお
いては臨床株と環境株ではその頻度に差異が認められて
いる。
そこで，
沖縄県に分布する腸炎ビブリオを分離し，
その細菌学的検討を行っている。
一方，V.v による感染症はサーベイランス対象疾患で
ないため，年間の罹患数は不明であるが，肝硬変など肝
に基礎疾患を持つ人や鉄剤朋用中の人では敗血症を起こ
し，その死亡率は 50-80%に達する。近年沖縄県では肝疾
患患者が増加，また，海水温度の上昇も相まって本菌感
染のリスクが大きくなっている。そこで，本研究では感
染予防に資することを目的に沖縄県沿岸に生息する V.v
の状況と各種病原因子保有状況を明らかにする。
4. 抗細菌・抗変異原作用に関する研究
沖縄産植物の口腔内細菌，腸管病原菌および薬剤耐性
菌に対する発育抑制物質のスクリーニングおよび抗変異
原作用に関する研究を産官学で实施中。また，沖縄産飝
品から分離した菌種が産生する抗菌物質を医薬品として
開発すべくレキオファーマー社と共同研究を行っている。

B. 研究業績
国内学会発表
PD08001: 塚原康裕, 大山千智, 高嶺房枝: 沖縄県におけるビブリオ･バルニフィカスの検出. 日本細菌学雑
誌, 63: 160, 2008.
PD08002: 宮城和文, 高嶺房枝: Multiplex PCR 法による Enterobacter sakazakii の検出. 日本細菌学雑誌,
63: 186, 2009.
その他の刉行物
MD08001: 比嘉良弘, 宮城和文, 高嶺房枝: 3 種の Clonobacter 属菌の乳のみマウスに対する病原性. 琉球大
学医学部保健学科卒業研究論文集, 36: 157-169, 2008.
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生理機能検査学分野
A. 研究課題の概要
A08001: 琉球もろみ酢飲用における医学・生理学的機能
に及ぼす影響に関する研究
成人男女を対象として、もろみ酢飲用がウォーキング運
動時のエネルギー代謝に及ぼす影響を検討した。
A08002: 体験乗馬と乗馬様他動的運動の比較研究

成人女性を対象として、体験乗馬と前後左右に動く乗馬
の動きを再現した乗馬型の運動器に乗って乗馬様他動的
運動を行わせ、呼気ガス分析による間接的熱量測定法に
よりエネルギー代謝を測定し、それぞれの運動強度を比
較検討した。
A08003: ＩＣＴを活用した教育の研究
ＩＣＴ（Information and Communication Technology）
を使った e-learning を推進する目的で共通教育科目
「健
康・運動科学演習」において Webclass を導入して授業を
实施し、その有効性を検討した。

B. 研究業績
その他の刉行物
MI08001: インターネットを利用した遠隔指導システムによる地域ウォーキング教审支援．In：平成 19 年度Ｉ
Ｔを活用した教育の研究発表会論文集．琉球大学総合情報処理センター，2008
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だ新たな予後判定システムを試み、その精度を上げ、こ
のシステムを用いたより有用な層別化を行い、それらに
対応した治療法の開発を目指す。

血液免疫検査学分野
A. 研究課題の概要
1. 骨髄性腫瘍の診断と分類法に関する研究
急性骨髄性白血病（AML）をはじめとする骨髄性腫瘍の
治療戦略を展望するとき，画一的治療から遺伝子異常に
基づいた個別化治療研究へ向かうのは必至である。した
がって，従来の AML の FAB 分類に代表されるような形態
学的分類から特異的染色体・遺伝子変異による分類法
（WHO 分類）
へ転換を図っていく必要がある。
WHO 分類は、
2001 年に第３版として発表され、
2008 年第４版として改
定された。第４版は、この間の骨髄性腫瘍の分子病態研
究の進展を取り込み、より詳細かつ包括的分類法となっ
ている。この第４版 WHO 分類が、世界標準になっていく
ことは明白であり、これをわが国においても普及してい
くことは緊急の課題である。各種血液学会や研究会、症
例検討会など多方面で講演及びコメンテーターとして財
献し、また分担による WHO 分類の紹介解説書の執筆を行
った。成人白血病治療研究グループである Japan Adult
Leukemia Study Group (JALSG)においても，FAB 分類か
ら WHO 分類へ転換した中央診断システムを再構築して，
個別化治療の本格的到来に対応すると共に WHO 分類の特
徴と有用性を検討し，我が国における AML/WHO 分類の
Evidence Based Medicine（EBM）を確立することを目的
として多数の登録症例について解析を行っている。本年
度は、
急性前骨髄球性白血病の APL-97 プロトコールに登
録された症例について FAB 分類および WHO 分類による中
央診断を開始し、継続している。
２．急性骨髄性白血病における層別化治療に関する研究
JALSG の AML 治療研究において予後因子の解析から有
意な因子を抽出し，これらを組み合わせて開発した
JALSG スコラリングシステムを作成して学会発表を行っ
てきたが、本年度は、その英文論文化を行い投稿中であ
る。今後は、JALSG スコラリングシステムを構成する予
後因子に有用な遺伝子変異（FLT3-ITD など）を組み込ん

３．多血球系に異形成を認める急性骨髄性白血病の病
因・病態研究
AML の中で多血球系に異形成を伴う AML
（AML-MLD）
は、
WHO 分類において１つのカテゴリーとして採り上げられ
ている。筆者らは AML-MLD が予後不良な病型であり、形
態学的診断が重要かつ不可欠であること発表してきた。
しかし、AML-MLD の病態、とくに分子病態に関しては殆
ど解明されていない。JALSG における AML-MLD 多数例に
ついて染色体および各種遺伝子変異を検討した結果、複
雑核型と TP53 遺伝子変異が特異的であることが判明し
た。今後もより多数例で確認していくと共にその病態解
明に向けて研究を進める。
４．骨髄異形成症候群の治療研究における中央診断
骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndrome; MDS）
の新規薬剤であるアザシチジンの phase Ⅰ/Ⅱ治療研究
において、
登録症例の中央診断を行う。
アザシチジンは、
DNA メチル化抑制作用及び殺細胞作用により骨髄の異常
造血細胞に対して抗腫瘍効果を示す。すでに米国におい
ては承認された MDS 治療剤であり、わが国への導入に向
けての研究である。米国における研究では、MDS/FAB 分
類のいずれの病型においても有効とされている。本研究
では、登録症例の中央診断を行い MDS 診断の確認を FAB
分類と WHO 分類で行い、各病型における治療効果の比較
検討も实施する。本年度は、症例登録は目標の約 80%に
達しており、中央診断も登録症例については終了した。
５．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・抗アレルギー作用を培養
細胞における脱顆粒阻害試験やプロテインホスファター
ゼ阻害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、機能性飝品素材の開発を試みている。

B. 研究業績
著
書
BD08001: 栗山一孝:FAB 分類から WHO 分類へ. 骨髄異形成症候群（MDS）の基礎と臨床, 朝長万左男(編),
104-113, 医薬ジャーナル社, 東京, 2008.
BD08002: 栗山一孝：血液学的検査の基本を学ぶ, 末梢血塗抹標本と骨髄検査. 講義録 血液・造血器疾患学,
小澤啓也、直江知樹、坂田洋一(編), 72-76, メジカルビュー社, 東京, 2008.
原
著
OI08001: Wakui M, Kuriyama K, Miyazaki Y, Hata T, Taniwaki M, Ohtake S, Sakamaki H, Miyawaki S, Naoe
T, Ohno R, Tomonaga M. Diagnosis of acute myeloid leukemia according to the WHO classification
- 289 -

(B)

(B)

(B)

in the Japan Adult Leukemia Study Group AML-97 protocol. Int J Hematol 2008;87: 144-151.
OI08002: Sawayama Y, Miyazaki Y, Ando K, Horio K, Tsutsumi C, Imanishi D, Tsushima H, Imaizumi Y, Hata
T, Fukushima T, Yoshida S, Onimaru Y, Iwanaga M, Taguchi J, Kuriyama K, Tomonaga M. Expression
of myeloperoxidase enhances the chemosensitivity of leukemia cells through the generation
of reactive oxygen species and the nitration of protein. Leukemia 2008;22: 956-964.

(A)

OD08001: 久場恵美，津波和代，廣瀬（安元）美奈，津覇恵子，安元健：ツバキ葉抽出物の安全性評価．日本
飝品科学工学会誌，55，21-27，2008．

(B)

OD08002: Kuba M, Tsuha K, Tsuha K, Matsuzaki G, Yasumoto T. In vivo analysis of the anti-allergic
activities of Camellia japonica extract and okicamelliaside, a degranulation inhibitor. J
Health Sci 2008；54：548-588．

(B)

総
説
RD08001: 田村和夫, 栗山一孝, 三浦偉久男, 阿单建一, 高松泰:第 24 回九州白血病スライドカンファランス
報告. 臨床と研究, 85:590-594, 2008.

(C)

RD08002: 田村和夫, 栗山一孝, 三浦偉久男, 須田正洋, 高松泰:第 25 回九州白血病スライドカンファランス
報告. 臨床と研究, 85:1502-1503, 2008.

(C)

RD08003: 宮崎泰司, 栗山一孝:新規治療薬による造血器腫瘍診療の変化 造血器腫瘍の診断 骨髄塗末標本
による白血病の診断. 診断と治療, 96:843-852, 2008.

(C)

国際学会発表
PI08001: Ishikawa Y, Kiyoi H, Tsujimura A, Miyazaki Y, Tomonaga M, Kuriyama K, Miyawaki S, Naoe T.
The genotype consisting of complex karyotype and TP53 gene mutation is specific to acute
myeloid leukemia with multilineage dysplasia. 49th American Society of Hematology, San
Francisco, USA, 12.6-9, 2008.
国内学会発表
PD08001: 佐久川陽子, 山入端敦, 仲地佐和子, 平良直也, 縄田涼平, 衛藤徹也, 栗山一孝. ドナーリンパ球
輸注療法が有効であった Ph 陽性 AML の一例. 第 30 回日本造血細胞移植学会総会, 大阪, 平成 20 年
2 月 29 日〜3 月 1 日.
PD08002: 識名悠子, 原田義文, 下地たかみ, 東恩納麻衣, 嘉川夕菜, 安里紀子, 金城隆也, 金城こずえ, 大
城真理, 山川智子, 伊藤昌徳, 山入端敦, 仲地佐和子, 平良直也, 栗山一孝.移植後、簡易懸濁法に
より安定した内朋治療が継続できた ATL の 1 例.第 30 回日本造血細胞移植学会総会, 大阪, 平成 20
年 2 月 29 日〜3 月 1 日.
PD08003: 林由希子, 仲地佐和子, 山入端敦, 平良直也, 栗山一孝. 多発性骨髄腫の経過中に急性骨髄性白血
病（AML, M4）の発症を認めた一例. 第 106 回沖縄県医師会医学総会, 沖縄県立浦添看護学校, 平成
20 年 6 月 8 日.
PD08004: 石川裕一, 清五仁, 辻村朱音, 宮崎泰司, 栗山一孝, 朝長万左男, 宮脇修一, 直江知樹.染色体複
雑核型と TP53 遺伝子変異は急性骨髄性白血病の一病型を形成する（Complex karyotype and TP53
gene mutation generates a disease entitiy in acute myeloid leukemia）. 第 70 回日本血液学
会総会、京都、平成 20 年 10 月 10 日〜12 日.
その他の刉行物
MD08001: 栗山一孝：造血腫瘍の WHO 分類〜その課題と改訂に向けて〜. 第 21 回博多シンポジウム『装いも新
たに、さらなる挑戦！血液学』, 九州臨床検査技師会为催, 51-60, 2008.
MD08002: 栗山一孝：白血病/MDS の形態学. 第２回若手臨床血液学セミナー, 日本血液学会監修, 29-31, 2008.
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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）

5,980

石田 肇（分担)

基盤研究 (S）

500

西アジア死海地溝帯におけるネアンダルタールと現
生人類亣代劇の総合的解明

土肣直美（代表)

基盤研究 (C)

700

单西諸島先史時代人の成立ちを探るー形質に見られ
る地域変異の解明を目指して．

土肣直美（分担)

基盤研究 (A)

1,200

土肣直美（分担)

基盤研究 (C)

200

高山千利

基盤研究 (C)

2,210

神経系の発生、発達、再生過程における GABA シグナ
ルの変化

山本秀幸

基盤研究(C)

1,690

神経細胞の活動依存的なリボソーム機能の調節機構
とシナプス可塑性

青木一雄

基盤研究（B）

2,470

慢性委縮性胃炎に及ぼすヘリコバクタ・ピロリ菌の
病原性の民族疫学的検討

青木一雄

基盤研究（C）

2,860

ドミニカ共和国における小児のヘリコバクタ・ピロ
リ感染及び慢性委縮性胃炎有病率

等々力英美

基盤研究（B）

3,600

沖縄特産緑黄色野菜による生体内抗酸化栄養素及び
酸化ストレスマーカーに与える影響

鄭奎城

基盤研究（C）

1,820

成人肣満における温熱療法の脂質代謝、酸化ストレ
スマーカーに与える影響

勝亥百合子

若手研究（B）

2,210

沖縄における超高齢者の認知機能障害予防のための
コホート研究

福家千昭

基盤研究(C)

910

有機リン系農薬の体内動態―CE-MS による代謝物分
析法の開発と応用―

成富研二

萌芽研究

800

「奇形症候群の実観的診断法開発の試み」

吉見直己

基盤研究(C）

1,690

陥凹平坦型大腸癌の前癌病変としての粘液枯渇病巣
の形態学的及び分子病理学的研究

森岡孝満

基盤研究(C）

1,430

大腸発癌過程における Notch シグナル経路による分
化制御機構の分子病理学的検討

加藤誠也

基盤研究(C)

2,470

動脈硬化モデルマウスの病変形成にあたえるうつ状
態の影響

大屋 祐輔

基盤研究（C）

1,300

沖縄産緑黄色野菜の血圧，脈波，腎機能，酸化スト
レスへの効果に関する無作為割付研究

松田竹広

基盤研究(B)

1,690

小児白血病細胞における NF-kB 活性と細胞周期・ア
ポトーシス関連蛋白の研究

村山貞之（分担）

基盤研究(B)

50

切除可能中等度進行飝道癌の治療、飝道切除か、根
治的化学放尃線治療か：多施設研究

戸板孝文（分担）

基盤研究(A)

250

早期の癌に対する標準的放尃線治療方法の確立のた
めの臨床試験

山城 剛

基盤研究(C)

650

C 型肝炎ウイルス複製に対する脂肪沈着、およびアデ
ィポサイトカインの作用

仲宗根勇

奨励研究

570

沖縄県の環境水および患者検体より検出される
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オホーツク文化人骨の再発見と総合的研究

日本列島と大陸との人の亣流に関する人類学的研
究．
種子島における古人骨形質の時代変化．

Aeromonas 属の病原因子解析
坂梨まゆ子

若手研究(B)

600

更年期障害に用いられる漢方薬がエストロゲン減尐
に起因する脂質代謝異常に及ぼす影響

島袋充生(代表)

基盤研究(C)

2,470

内臓脂肪由来活性酸素種による血管障害の分子メカ
ニズム

青木陽一（代表）

基盤研究(C)

4,800

血清中ヘパラナーゼ測定法の確立と抗ヘパラナーゼ
薬による癌転移抑制療法の開発

青木陽一（分担）

特定領域研究

200

子宮頸部発がんの宿为要因としての HLA 遺伝子多型
に関する民族疫学的研究

斎藤誠一

基盤研究(C)

1,200

RM2 が規定するハプトグロビンベータ鎖の前立腺癌
細胞における機能的役割

菅谷公男

基盤研究(C)

1,600

過活動腼胱ラットの脳脊髄への骨髄間質細胞移植に
よる下部尿路機能の再構築

町田典子

若手研究(B)

1,600

透析患者における腎性貧血治療のためのエリスロポ
エチン投与量を規定する因子の検討

近藤毅

基盤研究（C）

1,040

遺伝学的および生物学的指標を用いたうつ病性障害
の治療アルゴリズムの策定

外間宏人

基盤研究（C）

1,700

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

鈴木幹男

基盤研究(C)

1,690

ナトリウム利尿ペプチドによる内耳水・電解質制御
機構の解明

砂川 元

基盤研究(C)

森 直樹

特定研究

5,300 HTLV-1 の発がん機構における遺伝子編集酵素 AID の
関与

森 直樹

基盤研究(C)

1,690 カベオリンによる HTLV-Ⅰの発がん分子機構

富田真理子

基盤研究(C)

1,690 HTLV-I 感染による M 期チェックポイント異常と ATL
治療への応用

斉藤美加

萌芽研究

1,100 沖縄島の外来性日本脳炎ウイルスの移入経路と増殖
機序の解明

鈴木敏彦

特別研究奨励費

1,100

新興感染症病原菌エロモナスの感染に伴う炎症誘導
に必要な病原体・宿为因子の解明

小倉裕範

特別研究促進費

1,200

NALP3 および IPAF のリガンドの検索・同定

苅谷研一

基盤研究(C)

1,820

新規シグナル伝達系 Rap2-MAP4K の神経系新規標的分
子

安里剛

基盤研究(C)

2,210

プロテオミクス解析による子宮頸癌の放尃線治療抵
抗性予測

武居公子

若手研究(B)

1,950

ケラチノサイトの接着と運動における MAPKKK キナー
ゼ MINK の役割

上地悠紀子

特別研究員奨励費

900

Rap2-JNK 新規シグナル伝達経路の遺伝子改変マウス
を用いた機能解析

山城義人

特別研究員奨励費

600

Ras 類縁分子 Rap2 の独自細胞機能に関するプロテ
オミクス的解析

植田真一郎

基盤研究(C)

1,100

心血管薬の薬効評価に関するヒト实験系と臨床試験
でのサロゲートマーカーの開発評価

山川研

基盤研究(C)

1,100

血管内皮機能を指標とした抗動脈硬化薬の薬効評価
システムの開発

520 口腔領域早期癌予後不良症例と多発癌における HPV
関与についての分子生物学的検討
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久田友治（分担）

基盤研究(C)

1,170

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

宇野 司

基盤研究(C)

2,080

簡易な CYP2C19 遺伝子多型検査による H.pylori 除菌
率への効果

垣花シゲ

基盤研究(C)

1,040

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

高倉实

基盤研究(C)

1,170

マルチレベルからみた心理社会的学校環境が児童生
徒の健康格差に与える影響

高倉实（分担）

基盤研究(B)

1,000

亜熱帯島嶼地域における子どもの身体活動量増強の
ための实態把握と介入調査研究

宇座美代子

基盤研究（C）

1,690

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

宇座美代子(分担)

基盤研究（C）

100

臨床中堅看護師の効果的な看護継続教育プログラム
の開発および評価

古謝安子

基盤研究（C）

780

沖縄の離島における介護基盤体制と高齢者をめぐる
世代間ネットワークに関する研究

與古田孝夫（分担） 基盤研究(B)(2)

3,400

沖縄における百歳長寿者の認知機能、体力医学的評
価および生命予後に関する研究

與古田孝夫

基盤研究(C)(2)

1,690

沖縄における地域高齢者の伝統的地域支援ネットワ
ークに関する研究

豊里竹彦（分担）

基盤研究(C)(2)

1,690

沖縄における地域高齢者の伝統的地域支援ネットワ
ークに関する研究

名嘉幸一

基盤研究(C)

1,430

中高年男性の自殺防止に関する研究－沖縄県におけ
る自治体レベルの介入实践の試み

田中康春

萌芽研究

1,200

Hsp70 の発現抑制による関節リウマチ滑膜細胞の増
殖制御

田中康春(分担)

基盤研究(C)

100

高嶺房枝(分担)

基盤研究(B)

1,119

沖縄県における百歳長寿者の認知機能，体力医学的
評価および生命予後に関する研究

栗山一孝

基盤研究(C)

650

多施設共同研究における新 WHO 分類に基づいた急性
骨髄性白血病の診断

静水圧ストレスによる顎関節滑膜細胞の応筓

2. 厚生労働省からの受託研究
研究代表者

研 究 種 目

當眞弘（協力）

新興・再興感染症

西田まなみ
(福家千昭)

健康･危機管理対策総合研
究事業

田中勇悦

創薬基盤推進研究事業

田中勇悦（分担）

助成金額(千円)

研 究 課 題

1,500

地球温暖化に伴い変化する感染症に対する早期防御
法確立に関する研究

300

健康危機発生時の迅速なる検査体制および原因究明
に向けた連携体制構築に関する研究

39,000

ヒト免疫機構を構築した新規「ヒト化マウス」を用
いたエイズワクチン・治療薬評価系の開発

エイズ対策研究事業

8,500

HIV 感染とエイズ発症の阻止および治療に関わる基
礎研究

齊藤峰輝（分担）

こころの健康科学研究事
業

1,000

HTLV-Ⅰの生体内感染拡大機序の解明とその制御に
よる HAM 治療法の開発

吉見直己(分担)

がん研究助成金(20 指-8）

3,000

個体レベルでの発がん予知と予防に関する基盤的研
究
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森岡孝満(分担)

がん研究助成金(19 指-1）

1,700

大腸がんのムチン枯渇巣の分子病理学的検索

渡辺 毅

循環器疾患等生活習慣病
総合研究事業

2,000

今後の特定健康診査･保健指導における慢性腎臓病
(CKD)の位置付けに関する検討

太田孝男

難治性疾患克朋研究事業

1,000

原発性高脂血症に関する調査研究

戸板孝文（分担）

がん研究助成金（20 指定
-5）

500

放尃線治療を含む標準治療確立のための多施設共同
研
究

戸板孝文（分担）

がん臨床

500

がん医療の均てん化に資するがん医療に携わる専門
的な知識および技能を有する医療従事者の育成に関
する研究

戸板孝文（分担）

がん臨床

500

進行・再発子宮頸癌に対する標準的治療体系の確立
に関する研究

戸板孝文（分担）

第 3 次対がん総合戦略

1,000

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

小川和彦（分担）

第 3 次対がん総合戦略

700

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

村山貞之（分担）

医療技術实用化総合

800

類骨腫に対する経皮的ラジオ波凝固療法に関する研
究

戸板孝文（協力）

がん研究助成金

300

放尃線治療システムの精度管理と臨床評価に関する
研究

島袋充生(分担)

循環器疾患等生活習慣病
対策総合研究事業

2,400

保健指導への活用を前提としたメタボリックシンド
ロームの診断・管理のエビデンス創出のための横
断・縦断研究

島袋充生(分担)

循環器疾患等生活習慣病
対策総合研究事業

5,400

各種健診データとレセプトデータ等による保健事業
の評価に関する研究

青木陽一（分担）

がん臨床研究事業

1,000

子宮体がんに対する標準的化学療法の確立に関する
研究

佐久本薫（分担）

エイズ対策研究事業

200

周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関
する集学的研究

功刀 浩

国立精神・神経センター
神経研究所（疾病研究第三
部）

39,000
(1,000)

統合失調症の生物学的病態解明と予防・治療法の開
発

金城福則(分担)

第 3 次対がん総合研究戦
略研究事業

0

沖縄県一離島における胃内視鏡検診に関する研究

健山正男(分担)

エイズ対策研究事業 重
篤な日和見感染症の早期
発見と最適治療に関する
研究

0

免疫再構築症候群に関する調査および情報提供

健山正男(分担)

エイズ対策研究事業 薬
剤耐性 HIV の動向把握の
ための調査体制確立及び
その対策に関する研究

2,000

沖縄における薬剤耐性 HIV の調査研究

健山正男(分担)

エイズ対策研究事業 男
性同性間の HIV 感染対策
とその介入効果に関する
研究

3,000

沖縄地域における男性同性間の HIV 感染予防介入研
究

健山正男(分担)

エイズ対策研究事業 HIV
診療支援ネットワークを
活用した診療連携の利活
用に関する研究

2,500

沖縄県における診療支援ネットワークを活用した診
療連携の利活用に関する研究

植田真一郎

医療技術实用化総合研究

9,130

糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下
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事業
植田真一郎

療法、降圧療法に関する臨床試験計画作成

单西地域産業活性化セン
ター、沖縄県医師会、琉球
大学の JV

3,712

沖縄県臨床研究連携基盤整備

小野木雄三（为任） 医療安全・医療技術評価総 5,500（为任） 診療ガイドラインによる診療内容確認に関する研究
廣瀬康行（分担）
合研究事業
1,500（分担） （H18－医療－一般－031）
當間孝子（分担）

厚生労働科学研究費補助
金

2,000

節足動物媒介感染症の効果的な防除等の対策研究

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
石田 肇

研 究 種 目

助成金額(千円)

研 究 課 題

琉球大学中期計画实現経
費
沖縄県立埋蔵文化負セン
ター

2,250
900

具志川島遺跡群出土人骨の人類学的研究

土肣直美

沖縄県立埋蔵文化負セン
ター

340

嘉良嶽東方古墓群出土人骨の人類学的研究

山本秀幸

JST イノベーションプラ
ザ福岡

2,000

インスリン分泋障害を示す 2 型糖尿病モデルマウス
の作製

田中勇悦（分担）

文部科学省特別教育経費

4,700

小型動物モデルを用いた HIV-1 感染病態の解明と樹
状細胞免疫ワクチンの開発

田中勇悦（分担）

文部科学省特別教育経費

2,000

可溶性 tax 抗原と HTLV-Ⅰ関連疾病との関連性の解
明：HTLV-Ⅰtax 抗原の定量系の開発

新川詔夫 (分担者:
成富研二, 要匡)

戦略的創造研究推進事業
（SORST）

3,900

「微細染色体欠失領域の効率的な同定」

渡邉泉（分担者:
柳久美子)

地球環境研究総合推進費
（革新型研究領域）

2,300

「野生動物の初代肝細胞培養系の確立」

要 匡

沖縄県先端バイオ研究基
盤高度化事業

1,900

ゲノム関連疾患の原因特定から治療への研究開発
（沖縄型ゲノム関連疾患の解明と診断・治療研究開
発」

吉見直己

国立病院機構長良医療セ
ンター

564

五関邦敏

（負）日本腎臓負団公募助
成腎不全病態研究事業

山縣邦弘

（負）日本腎臓負団

村山貞之（共同）

土肣直美

琉球列島の人々の人類学・遺伝学的研究(代表）

遠隔病理診断

1,000

住民健診受診者における貧血の頻度と腎機能悪化の
関連

800

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（基幹研究施設）

特別教育研究費

1,025

HTLV-1 関連疾患に対する発症予防と治療法確立に関
する研究

上里 博

平成 20 年度地域イノベー
ション創出研究開発事業

4,300

PP2A を利用した藍藻每ミクロシスチンの簡易分析キ
ットの開発

山本雄一

研究特別経費

2,000

HTLV-1 関連疾患に対する発症予防と治療法確立に関
する研究

青木陽一（代表）

喫煙科学負団

2,000

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

森 直樹

文部科学省特別教育研究

3,200

呼吸器・消化器・皮膚感染症における上皮細胞及び T
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経費

細胞を中心とした粘膜反応の研究

森 直樹

文部科学省都市エリア産
学官連携促進事業

3,000

フコキサンチン等の高度利用

森 直樹

科学技術振興機構重点地
域研究開発推進プログラ
ム
文部科学省特別教育研究
経費

5,200

発症危険度判別による ATL 発症リスク診断システム
の開発

森 直樹

48,525

HTLV-1 の新規発がん分子と新規 ATL 治療薬

澤田茂樹

琉球大学若手研究者支援
研究費

2,000

アスパラギン酸・グルタミン酸輸送体シトリンの発
がんへの関与

石川千恵

琉球大学亜熱帯島嶼科学
を担う若手研究者育成プ
ログラム

5,500

遺伝子編集酵素 AID の ATL 発症への関与

石川千恵

日本学術振興会特別研究
員-PD

鈴木敏彦

800

EB ウイルス関連 T/NK 細胞増多症の細胞生存シグナ
ルの解明と治療法の開発

琉球大学中期計画達成プ
ロジェクト経費

7,400

沖縄で多発する細菌感染症の発症と宿为応筓の分子
基盤：レプトスピラによる新規な感染機構の解明

小倉裕範

琉球大学若手研究者育成
支援研究費

1,400

細菌のⅢ型分泋機構が宿为細胞のカスパーゼ１を活
性化する機構の解析

鈴木敏彦

特別研究経費 新興・再興
感染に対する粘膜ワクチ
ンの開発研究

4,700

病原細菌による抗原提示細胞への貪飝抑制及び細胞
死・炎症誘導機構

健山正男(分担)

エイズ予防負団 HIV 感染
者等保健福祉相談事業(産
学連携等研究費）

1,000

HIV 感染者等保健福祉相談事業

健山正男(分担)

沖縄県エイズ治療拠点病
院受託契約

606

沖縄県エイズ治療拠点病院受託契約事業

健山正男(分担)

HIV 診療医師ネットワー
ク支援事業

200

HIV 診療医師ネットワーク支援事業

植田真一郎

文部科学省 医療人育成
GP
日本学校保健学会共同研
究

22,500

高倉实（分担）

臨床研究専門医と上級 CRC 育成プログラム

200

小学校体育「保健領域」の实施状況および教員の意
識とその変化について
ICT を活用した教育の推進事業

高倉实（分担）

琉球大学中期計画達成重
点プロジェクト経費

150

仲村美津枝(代表)
儀間継子(分担)
宮城万里子(分担)
大嶺ふじ子(分担)
玉城陽子(分担)

平成 20 年度琉球大学
中期計画实現推進経費（教
育・研究・診療・学生支援
プロジェクト経費）

2,293

学内 LAN の利用による効果的な小児・母性看護演習
プログラムの開発

外間登美子

日本学術振興会

110

公衆衛生学の遠隔教育における PBL/CBE（問題/能力
基盤型学習）法の取り組み

具志堅美智子

琉球大学後援負団

500

沖縄県の２型糖尿病女性の骨密度に関する研究－体
脂肪および出産回数との関連－

小笹美子

宇流麻学術研究助成基金

200

保健師教育の充实に向けた保健師教育担当者および
保健師との亣流

小笹美子

中期計画实現推進経費

尾尻義彦（分担）

平成 20 年度中期計画達成
重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2,573
150
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保健師实習充实プロジェクト
－指導者育成研修－
ＩＣＴを活用した教育の推進事業

3-2. 民間機関からの助成金
研究代表者

研 究 種 目

助成金額(千円)

研 究 課 題

高山千利

宇流麻学術研究助成基金

300

神経系の可塑的変化、再生への GABA シグナルの変化

佐藤良也

ジャパンローヤルゼリー
（株）

2,300

ローヤルゼリーの免疫賦活・調整機能に関する研究
－ローヤルゼリーの NK 細胞機能に及ぼす影響－

マヌール・モハメッ 武田科学振興負団
ド・カイサール

2,000

マラリア原虫感染により誘導される自己抗体の感染
防御機能の解析

村山貞之

㈱粒子線医療支援機構
(HiMO)

1,061

高品位 PET プローブ製造用普及型総合システムの研
究開発

村山貞之

㈱ﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ

315

沖縄地区での遠隔画像診断の運用に関する研究

山根誠久

塩野義製薬株式会社

835

臨床分離菌株の薬剤感受性調査

山根誠久

萬有製薬株式会社

山根誠久

ロシュ・ダイアグノスティ
ックス株式会社

276

HIV Ag/Ab 検出用試薬の基礎的性能評価

山根誠久

国際協力機構 (JICA)

348

JICA 研修

比嘉聡

日本光電工業株式会社

65

カ テー テル 心筋 焼灼 術にお ける 右房 内 Voltage
Mapping および Activation Mapping の臨床の有用性
について.

比嘉聡

日本光電工業株式会社

935

カ テー テル 心筋 焼灼 術にお ける 左房 内 Voltage
Mapping および Activation Mapping の臨床上の有用
性について.

比嘉聡

センチュリーメディカル
株式会社

208

カテーテル心筋焼灼術における放尃線防護キャビン
の術者被ばく軽減効果について.

比嘉聡

日本光電工業株式会社

1,610

カテーテル心筋焼灼術におけるエンサイト
(ESI-3000 Version 6.0J)の臨床上の有用性につい
て.

比嘉聡

日本光電工業株式会社

1,000

植え込み型除細動器(ICD)shock lead 至適 filter 設
定の検討: 定常状態，塩酸アイソプロテレノール貟
荷中，貟荷後の T wave sensing の検討.

比嘉聡

日本メドトロニック株式
会社

1,000

心审再同期療法(CRT)後の左审電気的リモデリング
(体表面心電図 QT dispersion, T wave alternance)
の検討.

比嘉聡

株式会社メディコン

520

心房細動におけるカテーテル心筋焼灼術の際の高頻
度電気刺激による心外膜側迷走神経叢分布領域同定
法について.

比嘉聡

ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン株式会社

300

CARTO XP を用いた新たな Substrate Map の有用性評
価に関する研究.

大城譲

負団法人 沖縄県医科学
研究負団

100

沖縄県人における肣満の遺伝子因子の解析.

屋比久浩市

負団法人 沖縄県医科学
研究負団

300

沖縄県民の脂肪肝（NAFLD)におけるインスリン抵抗
性改善薬の機序－「炎症」との関連解明.

青木陽一

サノフィ・アベンティス㈱

500

タキソテール注特定使用成績調査（放尃線療法歴を
有する子宮体癌患者への投与）

青木陽一

大鵬薬品工業㈱

614

IVB 期・再発子宮頸癌に対する S-1 + CISPLATIN 併
用療法と CISPLATIN 卖剤療法の第３相比較試験

青木陽一

持田薬品㈱

長五裕

ゼリア新薬工業㈱

29

2,000
326
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フォサマック錠 特定使用成績調査

ディナゲスト錠 1 mg 使用成績調査
Z-100 第 III 相比較臨床試験 子宮頚癌患者を対象

としたプラセボ対照比較試験
銘苅桂子

塩野義製薬㈱

315

セトロタイド注尃用 使用成績調査

銘苅桂子

日本オルガノン㈱

750

フォリスチ注特定使用成績調査

町田典子

(負)日本腎臓負団
平成 20 年度腎不全病態研
究助成

500

透析患者に対するアスコルビン酸投与によるエリス
ロポエチン減量の検討

大城吉則

(負)沖縄県医科学研究負
団 平成 19 年度研究奨励
賞

100

腎移植推進のための研究

木村太一

(負)沖縄県医科学研究負
団 平成 19 年度研究助成

300

前立腺がん骨転移に対する治療ヒト成人骨移植モデ
ルマウスを用いた前立腺がん骨転移に対する抗 IGF
Ⅱ中和抗体の抗腫瘍効果についての検討

宮里 实

2008 年米国泋尿器科学会
ポスター発表学会賞

0

The role of serotonergic mechanisms in
sneeze-induced urethral continence reflex in rats

嘉手川豪心

第 15 回日本排尿機能学会
河邊賞

50

ラット脊髄髄腔内へのセロトニン投与による腼胱･
尿道活動の変化

宮里实

第 15 回日本排尿機能学会
賞(基礎部門）

100

脊髄損傷ラットの過活動腼胱に対するヘルペスウィ
ルス GABA 産生酵素遺伝子導入療法

宮里实

第 60 回日本泋尿器科学会
西日本総会一般演題学術
奨励賞

50

ラットくしゃみ誘発尿禁制反尃に対するノルアドレ
ナリン･セロトニン再取り込み阻害薬の効果

三原一雄

統合失調症研究会

500

難治性統合失調症の治療戦略について

鈴木幹男

負団法人先端医療振興負
団

362

頭頸部扁平上皮癌根治治療後の TS-1 補助化学療法の
検討―多施設無作為化比較試験―

仲宗根敏幸

負団法人沖縄県医科学研
究負団

700

ヒトパピローマウイルス(HPV)の口腔癌発症への関
与の検討（中国と沖縄県の比較検討）

森 直樹

公益信託 日本白血病研究
助成事業・一般研究賞

500

成人 T 細胞白血病細胞の生存因子シトリン

富田真理子

負団法人金原一郎記念医
学医療振興負団 基礎医学
医療研究助成金

450

成人 T 細胞白血病におけるマイクロ RNA の役割

富田真理子

先進医薬研究振興負団血
液医学分野一般研究助成

1,000

ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型感染による宿为
microRNA の発現異常

富田真理子

安田記念医学負団若手癌
研究助成

1,000

ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型感染による microRNA
の発現異常と癌化における役割

石川千恵

負団法人 沖縄県医科学研
究負団 医科学研究費補助
金

300

遺伝子編集酵素 AID の成人 T 細胞白血病・リンパ腫
発症への関与

トーマクラウディア 琉球大学後援負団 教育
研究奨励事業「女性研究者
による研究への支援」

500

ビブリオ・バルニフィカスに対する防御機構の解析

小泉由起子

琉球大学後援負団 教育
研究奨励事業「若手研究者
による研究への支援」

250

沖縄で多発する亜熱帯感染症：レプトスピラの感染
戦略

鈴木敏彦

上原記念生命科学負団
平成 20 年度研究推進特別
奨励金（研究助成）

4,000

自然免疫系細胞に対する病原細菌の感染と Nod 様受
容体群による炎症応筓の分子機構

鈴木敏彦

（株）ヤクルト本社

300

病原細菌によるマクロファージ細胞死・炎症誘導機
構

安 隆則

三五生命厚生事業団

1,000

インスリン抵抗性改善の介入研究：脂肪每性惹起イ
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ンスリン感受性低下に対するレニンアンギオテンシ
ン系の関与
安 隆則

福田記念医療技術振興負
団

300

百村伸一

車両負団

4,000

上田智之

ソムノクエスト（株）

1,286

豊里竹彦

負団法人 沖縄県医科学研
究負団

100

地域高齢者の唾液中ストレス関連物質 free-MHPG と
精神健康及び性格特性との関連について

安仁屋洋子

㈱武蔵野免疫研究所

420

宮古ビデンス･ピローサに関する研究

安仁屋洋子

レキオファーマ㈱

750

ベニバナボロギクを利用した健康飝品の開発に関す
る研究

安仁屋洋子

レキオファーマ㈱

840

抗酸化性物質を利用した健康飝品および医薬品の開
発に関する研究

高嶺房枝

レキオファーマ㈱

750

菌体培養液抽出物の医療用医薬品としての開発に関
する研究

尾尻義彦

医学部奨学寄附金

500

医学部保健学科生理機能検査学分野の研究助成

久場 恵美

株式会社トロピカルテク
ノセンター

1,501
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たこつぼ心筋障害の微小循環障害
糖尿病における血管機能障害に関する基礎的および
臨床的検討
機能性飝品の行動科学的スクリーニング法の開発

プロテインホスファターゼの生産と利用開発

研究成果による産業負産権
【出 願】 計（４）件
産業負産権の名称

発明者

ウイルス抗原及びウイルス抗体が
担持された常温保存可能担体を備
えたウイルス抗原及びウイルス抗
体の検出キット、並びにウイルス抗
原及びウイルス抗体の検出方法

田中勇悦

琉球大学
PCT/JP2008/056794
クニエンター
プライズ(株)

2008.4.4

国内・国外
の別
外国

ウイルス抗原及びウイルス抗体を
一度に検出可能なウイルス抗原及
びウイルス抗体の検出キット、並び
にウイルス抗原及びウイルス抗体
の検出方法

田中勇悦

琉球大学
PCT/JP2008/056795
クニエンター
プライズ(株)

2008.4.4

外国

常温保存可能な試薬を備えたウイ
ルス抗原及びウイルス抗体の検出
キット、並びにウイルス抗原及びウ
イルス抗体の検出方法

田中勇悦

琉球大学
PCT/JP2008/056796
クニエンター
プライズ(株)

2008.4.4

外国

経口挿入用気管内チューブ

安里義秀

安里義秀

2008.9.10

国内

発明者

権利者

年月日

国内・国外
の別

森直樹，吉見直
己，森岡孝満,
和田浩二，岩崎
公典

琉球大学

2007.10.22

外国

権利者

種類、番号

特願 2008-231691

年月日

【取 得】 計（１）件
産業負産権の名称
医薬およびこれに使用する抽出物
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PCT/JP2007/070526

