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ラットネフリンcDNAで誘導した家兎抗体の投与は

ラットに大量の蛋白尿を出現させる

─新しい実験ネフローゼ症候群モデルの確立─

岡本　智子1，鎌田　貢壽1，内藤　正吉1，青山　東五1，田崎　尋美1，山中　望2

1北里大学医学部腎臓内科学
2防衛医科大学校外科学

背景: フィンランド型先天性ネフローゼ症候群の責任分子ネフリンのcDNAで誘導した家兎抗体を
用いて実験ネフローゼ症候群モデルの確立を試みた。

方法: ラットネフリン全長あるいは細胞外ドメイン1-8分画のcDNAを発現ベクターに挿入し遺伝子
銃で家兎に投与した。得られた抗体をラットに投与し尿蛋白量と腎組織病変を経時的に評価した。

結果: 家兎抗ラットネフリン全長抗体4 mg，8 mg，16 mgを投与したラットは投与3日後に最高500

mg/日の一過性蛋白尿を呈した。抗全長抗体2 mg投与群，抗1-8分画抗体2〜16 mg投与群のラット
は顕性蛋白尿を示さなかった。顕性蛋白尿を示したラットの腎組織光顕所見は微小変化群を示し，

電顕では糸球体上皮細胞足突起の癒合がみられた。家兎抗ラットネフリン全長抗体はラットネフリ

ン蛋白中のIII型フィブロネクチン部位と結合した。
結論: 遺伝子誘導家兎抗ラットネフリンポリクローナル抗体投与により微小変化型ネフローゼ症候
群に一致するラットネフローゼ症候群モデルを確立した。

Key words: ネフローゼ症候群，ネフリン，遺伝子免疫，ラットモデル
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正期産・経腟分娩出生児における新生児頭蓋内出血の後方視的検討

金井　雄二1，天野　完1，沼尾　彰子2，望月　純子1，

野渡　正彦3，奥富　俊之4，海野　信也1

1北里大学医学部産科学
2北里大学医学部婦人科学
3北里大学医学部小児科学
4北里大学医学部麻酔科学

背景: 新生児頭蓋内出血 (ICH) は分娩外傷などの機械的外傷および周産期低酸素症の関与が大きい

といわれているが，発生機序，病態に関して不明な点が多い。そこで当院で分娩となった新生児に

ついて後方視的に検討し，出生後頭蓋内出血と診断された症例について臨床経過を解析し，その原

因について検討した。

方法: 1993年1月より1999年6月30日までに北里大学病院産科で分娩となった単胎頭位経腟分娩6,600
症例の後方視的検討。出生後ICHと診断された症例の妊娠・分娩経過，及び新生児の出生後経過に
ついて分析した。

結果: ICHは8例に認めた。5例が吸引分娩 (V/E)，3例は自然分娩であった。頻度はV/Eにおいて
0.24%，自然分娩において0.07%でありこれまでの海外の報告と同様V/Eにおいて高率であったが，
2群間に有意差は認めなかった。また全分娩の66%において分娩時硬膜外麻酔を併用していた。分

娩時硬膜外麻酔を併用した群では併用しない群と比較すると有意に器械分娩となっていた (45% vs.
17%) がICH発症率には有意差を認めなかった。
結論: 正期産・新生児のICH発生率はこれまでの海外の報告と同様であった。今回の検討では正期

産・新生児のICHのリスク因子を特定することは困難であった。しかしV/EはICHのリスクを高める
可能性があり施行した場合，出生した新生児の微細な症状も見逃さないことが重要である。

Key words: 頭蓋内出血 (ICH)，吸引分娩 (V/E)，神経学的後障害
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心筋症として診断された突然死症例における

ミトコンドリアDNA変異解析

小林　正宗，中村　茂基，村上　千香子，前田　一輔，入江　渉，林　まい子，

佐々木　千寿子，中丸　尚美，古川　理孝，栗原　克由

北里大学医学部法医学

背景: mtDNA変異に基づく心筋症による突然死の実態を明らかにすることを目的に，当教室にて検
案・解剖された心筋症例についてmtDNA解析を行った。
方法: ご遺族より同意を得た心筋症により突然死した37例の血液および一部症例の心筋を対象とし

た。対照には連結不可能匿名化して保存されている151例の血液を用いた。DNA試料はmitoSEQr
Resequencing SystemによりmtDNA全領域を増幅した後，ABI 3130 genetic analyzerにてシークエン
スの解析を行った。

結果: タンパクコード領域において心筋症のみに認められたミスセンス変異はDCM 15か所，およ
びHCM 3か所であり，このうち6か所は今回新しく検出された変異であった。ハプログループG1お
よびN9bはそれぞれHCMおよびDCMで対照例との間に有意な差が認められた (G1 : P = 0.0038，

N9b : P = 0.0021)。
結論: 本研究で検出された6か所の新しい変異は酵素複合体サブユニットの機能に影響を与えていた
と考えられた。DCMの42%，HCMの20%の症例にミスセンス変異が検出されており，その差は有

意であり (P < 0.01)，mtDNA異常が主にDCM発症に関与している可能性も示唆された。本研究は
mtDNAに基づく心筋症の病因の解明に有用で，病態を基礎とした遺伝子診断，重症度分類，治療，
予防に貢献するものと考えられる。

Key words: 心筋症，ミトコンドリアDNA (mtDNA)，心臓性突然死，ハプログループ，遺伝子診断
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125I密封小線源治療に対する前立腺の組織構成特性が

線量計算に及ぼす影響

花田　剛士1,2,3，萬　篤憲2，大橋　俊夫1，茂松　直之1，齋藤　京子4，丸山　浩一3,4

1慶應義塾大学医学部放射線科学
2独立行政法人国立病院機構東京医療センター放射線科
3北里大学大学院医療系研究科
4北里大学医療衛生学部

目的: 本研究は，前立腺癌125I 密封小線源治療のTG-43U1計算式による吸収線量率計算に対して，前
立腺の組織構成の違いにより，線量分布にどの程度の差を生じるかを比較し評価することを目的と

した。

方法: モンテカルロツールであるGeant 4が吸収線量率計算の評価のために使用された。本研究では
水, 平均男性軟部組織 (AMST), 骨格筋 (SM), そして ICRP report 23 の文献値を引用した前立腺組織

(ICRP) の4種類の前立腺媒質を構築し，それぞれの媒質に対し吸収線量率計算が行われた。吸収線
量率計算に必要な前立腺媒質の線量計算パラメータΛと gL(r)がGeant 4により算出され比較，検証
された。算出した各々の前立腺媒質の線量計算パラメータを使用し，独立行政法人国立病院機構東

京医療センターで125I密封小線源治療を受けた50人の術後計画用のCT画像を用いて，D100，D90，

D80，V200，V150，V100を算出した。

結果: 水と前立腺媒質によるD90の線量計算値の差の平均はAMSTで8.4 Gy ± 1.9 Gy，SMで0.7 Gy

± 0.5 Gy，ICRPで2.7 Gy ± 0.6 Gyであり，それはAMSTで5.2 ± 0.3% ，SMで0.4 ± 0.3%，ICRPで
1.7 ± 0.2%であった。SMとICRPのDVHは水と比較して近い値を示したのに対し，AMSTのDVHは
低線量側へシフトした。

結論: 水と前立腺のDVHには有意な差が見られなかった。TG-43U1計算式による吸収線量率計算は，
計算対象である前立腺媒質を均一な水等価媒質と仮定することが許容でき，臨床における吸収線量

率計算に使用可能である。

Key words: 小線源治療，ヨウ素-125，モンテカルロシミュレーション，前立腺癌，線量測定
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局所進行/転移性膵癌に対するbiweekly gemcitabine + S-1化学療法

菊地　秀彦，木田　光広，岩井　知久，宮澤　志朗，

竹澤　三代子，今泉　弘，小泉　和三郎

北里大学医学部消化器内科学

目的: gemcitabine (GEM) は外科的切除不能膵癌に対する標準的な化学療法薬剤であり，予後改善
を目的とした他薬剤との併用法が試みられているが良好な結果は得られていない。今回我々は局所

進行または転移性の膵癌に対しbiweekly GEM + S-1とGEM aloneによる化学療法を比較検討した。
方法: 組織診または細胞診で膵癌と診断され計測病変を有する局所進行または転移性の膵癌を対象
とした。GEM + S-1はGEM 1,000 mg/m2 (day 1・day 15)，S-1 40 mg/m2 (1日2回，days 1-7・days 15-

21) を１コースとし96例に施行，GEM aloneではGEM 800〜1,000 mg/m2 (day 1・day 8・day 15) を1
コースとし66例に施行した。いずれも4週毎に投与を行った。
結果:  overall response rateはGEM + S-1: 36.5%，GEM alone: 7.6%であった (P = 0.0028)。Median

survival timeはGEM + S-1: 16.2 months，GEM alone: 7.8 monthsであった (P = 0.008)。
結語: retrospectiveな検討ではあるが，我々の行ったGEM + S-1化学療法は局所進行/転移性膵癌に対
しGEM単剤による化学療法よりも有効であると考えられた。

Key words: 膵癌，ジェムシタビン，S-1
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統合失調症患者の日常生活における身体活動量

山本　宏明1，山本　賢司1，宮地　伸吾2，乾　真美1，堀　智子1，

立松　聖一3，油谷　元規3，田中　克俊3，宮岡　等1

1北里大学医学部精神科学
2国際医療福祉大学
3北里大学大学院医療系研究科

背景: 日常生活の身体活動量は，統合失調症患者の抱える肥満や糖尿病，心虚血性疾患の予防を考
える上で重要な問題であるが，客観的な計測を行った調査報告はほとんど見られない。今回，われ

われは統合失調症患者の日常生活の身体活動量を評価し，それに影響を与えている要因を明らかに

するために調査を行った。

方法: 日本の統合失調症患者と健常者の身体活動量を，3次元加速度計を用いて計測し，比較を行っ
た。併せて体重やBMI，血液検査，生活状況，PANSS症状尺度などの情報を収集した。

結果: 統合失調症群と健常対照群の比較では，身体活動によるエネルギー消費量と総活動時間が統
合失調症群で有意に低いことが示された。また，統合失調症群の身体活動に関係する要因を探索的

に検討したところ，世帯内人数が多いほど身体活動量が多く，陰性症状が強いほど身体活動量が少

ないという相関が明らかになった。

結論: 統合失調症患者に外来診療を行っていく際には，これらの特徴や傾向を考慮しながら，身体
活動低下への対策や治療を行っていくことが重要と考えられた。

Key words: 統合失調症，身体活動量，加速度計，PANSS，メタボリックシンドローム
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全身性エリテマトーデスの精神神経病変における

髄液インターロイキン-8の上昇

石川　章1，浅子　来美2，廣畑　俊成1

1北里大学医学部膠原病・感染内科
2帝京大学医学部内科

目的: 全身性エリテマトーデス (SLE) の精神神経病変 (NP-SLE) における髄液IL-8について検討を
行なった。

方法: 精神神経症状を合併したSLE患者48名 (diffuse型35名，focal型13名)，及び対照群として非炎

症性神経疾患患者20名より髄液を採取した。髄液IL-6，IL-8の濃度はMH60，BSF2を用いたバイオ
アッセイ及び酵素抗体法にて測定した。

結果: 髄液IL-8はfocal NP-SLE，diffuse NP-SLEのいずれにおいても対照群に比し有意に上昇してい

たが，focal NP-SLEとdiffuse NP-SLEの間では有意差はなかった。しかし，髄液IL-8は，diffuse NP-
SLEの中では，Acute Confusional Stateでそうでない群と比べて有意に上昇していた。さらに，NP-
SLE全体では，髄液IL-8は髄液IL-6と有意に相関していた。

結論: 以上の結果より，髄液IL-8はNP-SLEの病態形成に関与することが示された。また，NP-SLE
においては，髄液IL-6とIL-8は共通の機序で上昇することが示唆された。

Key words: 中枢神経，髄液，インターロイキン，ループス精神病
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再拡張が可能なカバーステントを用いた経皮的両肺動脈絞扼術

─動物実験による検討─

中畑　弥生1，富田　英2，木村　純人1，安藤　寿1，本田　崇1，

高梨　学1，扇原　義人1，石井　正浩1

1北里大学医学部小児科
2昭和大学横浜市北部病院循環器センター

背景: 左心低形成症候群 (HLHS) に対するstage 1治療として両側肺動脈絞扼術 (bPAB) と動脈管ステ

ント留置術の有効性が報告されている。しかし，現時点ではbPABのためには正中切開によるhybrid
治療が必要である。

目的: Re-expandable covered stentを用いることでカテーテルによるbPAB及びdebandingの可能性につ

いて検討した。

方法: Covered stetntはPalmaz medium stent (Palmaz) 及びExpress vascular LD stent (Express) にpolyurethan
でコーティング加工を施したものを用いた。留置用バルーンは拡大時にバルーンがダンベル型とな

り，両側肺動脈狭窄となるようその中心部をあらかじめ絹糸で結紮した。全身麻酔下に5頭の子豚
(平均10.1 kg) に対して上記の方法で両側肺動脈狭窄を作り，さらにバルーンを拡張することで
debandingを行った。

結果: 1. 8つのstentを4頭の子豚に留置した。1頭は右室流出路への長いシースの操作中に不整脈で
死に至った。3頭で4 stentがdebandingされ，1頭が右心不全で死に至った。2. Palmazは全てがダンベ
ル型に拡大できたが，Expressは2例のみが成功した。3. Palmaz の再拡張は可能であったが，セル

が重なり合ったExpressの再拡張には限界があった。
結語: 1. Coverd stentの留置によりカテーテルによるbPABが可能であった。2. PABだけでなく
debandingにおいてもStentの素材やデザインは重要である。3. Stentの検討によりカテーテル治療が

HLHSに対するstage 1治療となる可能性が示唆された。

Key words: 左心低形成症候群，肺動脈絞扼術，Stent，カテーテル治療
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膵仮性 胞・膿瘍に対する超音波内視鏡下ドレナージに関する研究

─大学病院における経験─

木田　光広，宮澤　志朗，岩井　知久，池田　弘子，竹澤　三代子，

菊地　秀彦，渡辺　摩也，今泉　弘，小泉　和三郎

北里大学医学部消化器内科学

背景: 最近超音波内視鏡下ドレナージによる膵仮性 胞・膿瘍の治療が臨床で行われるようになっ

てきた。さらに，内視鏡的デブリードマン (Necrosectomy) も稀に行われるようになってきている。
今回我々は，これらの治療法の効果，合併症などについて遡及的に検討を行った

対象および方法: この研究の対象は，当院で2001年4月より2010年5月までの間に当院で経験した，
症状を有する，あるいは5 cm以上の膵仮性 胞と膵膿瘍である。患者の治療には，超音波内視鏡

下ドレナージのみ，これに加えて膵管ステント術，内視鏡的デブリードマン (Necrosectomy) で行っ

た。患者の平均年齢は，54.5歳 (21〜81) であった。男女比は，22 : 4であった。
結果: 膵仮性 胞・膿瘍の大きさは，平均12.5 cm (5.2〜30) であった。超音波内視鏡下ドレナージ
のみで治療したものが，11例，これに加えて膵管ステント術を行ったものが，7例，更に腹壁から

のドレナージを加えたものが，3例であり，内視鏡的デブリードマン (Necrosectomy) を行ったもの
が，5例であった。手技的には，100% (26/26) 成功し，そして治療が成功した症例は，92.3% (24/
26) であった。腹腔気腫症1例，Necrosectomyの瘻孔からの出血2例，心臓弁膜のvegetation 1例であっ

た。6か月以上経過観察が出来た21例中2例 (9.5%) に仮性 胞の再発を認めたが，両症例とも再度

の超音波内視鏡下ドレナージのみで治療出来た。

結論: 超音波内視鏡下ドレナージ，内視鏡的デブリードマン (Necrosectomy) は，膵仮性 胞，膿瘍

に対して比較的安全でかつ効果的な治療法である。

Key words:超音波内視鏡下ドレナージ，内視鏡下ドレナージ，膵仮性 胞，膵膿瘍，内視鏡的デ

ブリードマン
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局所への薬物送達システムによってメタルコンポーネントを温存した

感染人工膝関節の治療

相川　淳，占部　憲，藤田　護，峰原　宏昌，成瀬　康治，

岩瀬　大，糸満　盛憲，高相　晶士

北里大学医学部整形外科学

目的: 抗菌薬含有リン酸カルシウムセメントを使用し，メタルコンポーネント抜去することなく感
染人工膝関節を治療する方法の臨床結果を評価することである。

対象と方法: 術後3年以上経過観察が可能であった5例5膝の感染人工膝関節を対象とした。関節リウ

マチ2例，変形性膝関節症3例であり，患者の平均年齢は71歳，術後経過観察期間は平均45か月で
あった。起因菌はStaphylococcus aureus 1例，Staphylococcus sp. 2例，Streptococcus epidermidis 1例，
Streptococcus agalactiae 1例であった。関節を切開しメタルコンポーネントを抜去せずに可及的に

滑膜を切除し，術前に病巣と考えられた部分の骨を開窓し，感染した骨髄組織を十分除去した。こ

れによって生じた骨欠損部に抗菌薬含有リン酸カルシウムセメントを充填した。

結果: 5例中4例で感染が鎮静化した。1例以外は術前と比較し術後の機能評価が低下したものはな

かった。

結論: メタルコンポーネントを抜去することなく，徹底した滑膜切除と骨内の掻爬を行い，骨欠損
部に抗菌薬含有リン酸カルシウムセメントを充填するこの治療法は感染人工膝関節に対する有効な

治療法の1つになると考えられた。

Key words: 人工膝関節全置換術，感染，リン酸カルシウムセメント，コンポーネント温存

　原　　著 Kitasato Med J 2011; 41:178-183　

低出力超音波パルスは同種骨移植により生じる骨形成作用を促進する

相川　淳1，成瀬　康治1，内田　健太郎1，高垣　裕子2，香西　雄介3，

鹿島　勇3，高相　晶士1，糸満　盛憲4，占部　憲1

1北里大学医学部整形外科学
2神奈川歯科大学生体機能講座
3神奈川歯科大学放射線学講座
4九州労災病院

背景: 骨移植による骨形成作用を，より促進するためにラット大腿骨前面への凍結乾燥骨移植モデ
ルを用いたLow intensity pulsed ultrasound (LIPUS) の骨形成促進効果を検討した。

方法: 40週齢Wistarラット42匹に凍結乾燥骨を両側大腿骨前面へ移植 (Onlay graft) した。LIPUS照
射群は，移植後1日目から右側大腿骨外側の移植部へ1日1回20分間 LIPUSを42日間毎日照射した。
42匹のうちの6匹の動物は，形態学的時系列変化を1週に1回radiographyにて検討した。残りの36匹

は，移植後7，14，21，28，35，42日の時点で各6匹ずつ安楽死下，両側大腿骨を採取して
Micro3DCT による骨形態学的評価と組織化学染色による形態学的検討を行った。
結果: LIPUS照射によって，X線像所見において時系列的に移植骨周囲の骨膜由来新生骨形成が促進

された。また，骨移植後21日目のLIPUS照射群の組織学的所見では，移植骨周囲の著しい血管新生
像，新生骨リモデリングおよび移植骨吸収像が認められた。

結論: LIPUSは同種骨移植による骨形成作用を促進することが明らかになった。

Key words: 低出力超音波パルス，同種骨移植，骨形成，膜性骨化，血管新生

　原　　著 Kitasato Med J 2011; 41:184-192　
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3次治療でアムルビシンにより病勢制御が得られた

既治療切除不能胸腺癌の1例

井川　聡1，柳澤　信之2，日吉　康弘1，木村　美智子1，笠島　真志1，石原　未希子1，

真木　幸代1， 大谷　咲子1 ，林　伸充1，永島　雄次郎1，益田　典幸1

1北里大学医学部呼吸器内科学
2北里大学医学部病理学

　57歳男性。1995年に胸腺癌の診断で胸腺全的術を施行。2008年に胸部異常陰影にて当院受診。胸

部CTで前縦隔腫瘤と肺転移，胸膜播種を認めCTガイド下生検にて胸腺癌再発 (正岡分類IVB期) と
診断した。CODE (シスプラチン，ビンクリスチン，ドキソルビシン，エトポシド) による併用化
学療法にて部分奏効が得られるも再増悪を示し2次治療としてカルボプラチン，パクリタキセル併

用化学療法を施行しstable diseaseが確定。再増悪後の3次治療として，アムルビシン単剤を 4サイク
ル施行しstable disease確定となり再び病勢制御が得られた。重篤な血液毒性は認められなかった。
既治療胸腺癌に対してアムルビシン単剤は有望な薬剤であると考えられた。

Key words: 胸腺癌，3次化学療法，アムルビシン

　症　　例 Kitasato Med J 2011; 41: 193-196　


