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救命救急センターに搬送された若年者の自殺企図症例について

─臨床的特徴や抗うつ薬との関連─

乾　真美1，山本　賢司1,2，立松　聖一4，宮地　伸吾1，

井出　文子2,3，岩満　優美4，宮岡　等1

1北里大学医学部精神科学
2北里大学医学部中毒・心身総合救急医学
3北里大学医学部救命救急医学
4北里大学大学院医療系研究科医療人間学群医療心理学

目的: 本研究の目的は，日本の若年の自殺企図患者の臨床的特徴や抗うつ薬との関係を明らかにす
ることである。

方法:  2006年1月から2010年12月までの5年間に，北里大学病院救命救急センターに搬送された自殺

企図患者1,086名のうち，若年自殺企図患者202名 (男性59名，女性143名) を対象に，診療録をもと
に後方的調査を行った。

結果: 自殺企図者に占める死亡者の割合は，男性で25.5%，女性で8.4%であり，最も多くみられた

自殺企図手段は過量服薬であった。抗うつ薬服用群と非服用群の比較では，抗うつ薬服用群で自殺

企図手段の過量服薬と自殺企図歴が有意に多かった。抗うつ薬服用群をSSRI服用の有無で2群に分
けて比較をしても有意差を認める項目はなかった。若年者の自殺企図理由としては，20歳未満では

教育上の問題が有意に多いことなどが明らかとなった。

結論: 若年の自殺企図患者に関する報告は少ないが，臨床的特徴は既存の報告と一致していた。今
回の結果では抗うつ薬服用者に過量服薬，自殺企図歴が有意に多かったが，因果関係をより明らか

にするためには詳細な調査と症例の蓄積が必要と思われた。若年者の自殺の背景には，学校の問題

といった若年者特有の問題が存在していることが多く，教育機関などとともに自殺予防対策を行っ

ていくことが重要であると考えられた。

Key words: 若年者，自殺，自殺企図，救命救急センター，抗うつ薬
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3ピースシリコーン眼内レンズの 内安定性の検討

引田　史佳1，清水　公也1，神谷　和孝1，天野　理恵1，三宅　俊之1,2

1北里大学医学部眼科学
2大和市立病院

目的: 白内障手術症例に3ピースシリコーン眼内レンズ (AQ-110NV: STAAR社製) を挿入し，手術

後の回転量，偏心量，傾斜量を測定し 内での安定性を検討し，乱視矯正眼内レンズのプラット

ホームとなりうるデザインであるかどうかについて考察をした。

方法: 検討した症例は42例47眼 (男性10例11眼，女性32例36眼，平均年齢70.2 ± 7.3歳) である。回

転量は散瞳後に前眼部写真を撮影し回転角度を測定した。傾斜，偏心量はEAS1000 (NIDEK社製) で
測定した。

結果: 回転量は術後3か月2.5 ± 2.3° (-7.9〜8.5°) であった。傾斜量は術後3か月目で3.13 ± 1.56°

(1.29〜7.09°) であった。偏心量は術後3か月目で0.31 ± 0.15 mm (0.03〜0.72 mm) であった。さらに
眼内レンズ挿入後に支持部を6〜12時に固定した垂直固定群と3〜9時に固定した水平固定群に分け
ての検討も行ったが，両群で回転量，傾斜量，偏心量に統計学的な有意差は認めなかった。

結論: 術中合併症なく挿入された3ピースシリコーン眼内レンズ (AQ-110NV: STAAR社製) は安定
した固定が得られ，乱視矯正眼内レンズのプラットフォームとして使用できるデザインであると考

えられた。

Key words: 3ピースシリコーン眼内レンズ，回転，傾斜，偏心，乱視矯正眼内レンズ

　原　　著 Kitasato Med J 2013; 43: 10-16　

The Kitasato Medical Journal和文要旨



77

重症救急外科患者に対するシンバイオティクス投与は腸内環境を

改善し免疫能を増強することにより感染性合併症を減少させる

片岡　祐一1，神應　知道1，朝原　崇2，野本　浩二2，相馬　一亥1

1北里大学医学部救命救急医学
2ヤクルト本社中央研究所

目的: 重症患者における，腸内環境，免疫反応，感染に対するシンバイオティクスの効果を集中治
療管理が長期になると感染性合併症を併発することが多くなり，抗菌薬投与の増加により耐性菌が

出現し，免疫能の低下も相まって敗血症から死に至ることが少なくない。生菌製剤 (probiotics) は，

様々な病態下で大幅に乱れた腸内細菌叢を改善させ免疫能を増強させることが明らかになってきて

いる。また食物繊維やオリゴ糖などのprebioticsはprobioticsを特異的に活性化することが知られてお
り，これらを合わせたsynbioticsは，重症救急患者にもその有用性が期待できる。

対象と方法: 2007年8月から2009年7月までの2年間で当院救命救急センターに搬送され，ICUに入院
となった15歳以上の重症救急患者を対象とした。対象は早期経腸栄養が可能な患者とし，対照群も
設定した。Synbiotics投与群は，ICU入院48時間以内にprobiotics (乳酸菌製剤とビフィズス菌製剤) と

prebiotics (ガラクトオリゴ糖) の内服を開始し2週間継続した。入院後1か月間の感染性合併症，血
液検査データ，便中有機酸濃度，腸内細菌叢などを2群間で比較検討した。
結果: Synbiotics投与群20人，対照群12人。入院1か月以内の死亡例なし。感染性合併症は，投与群

5/20 (25%)，対照群9/12 (75%) で有意差あり (P < 0.01)。便中有機酸濃度は，総有機酸 (P < 0.01)，酢
酸 (P < 0.01)，プロピオン酸 (P < 0.05) が投与群で高かった。腸内細菌叢は，Bifidobacterium (P <
0.01)，L casei subgroup (P < 0.001)，L plantarum (P < 0.05) が投与群で多かった。Synbiotics投与開始

時と入院3週間後のNK，CRP，リンパ球数に関して，各値，その差を2群間で比較した結果は， NK
の差 (P < 0.05)，リンパ球数の差 (P < 0.05) は投与群で有意に高値であった。NK，CRP，リンパ球
数の変化が有意であったのは，投与群では NK (P < 0.001)，CRP (P < 0.001)，リンパ球数 (P < 0.01)，

対照群ではCRP (P < 0.001) のみ。
結論: 重症救急患者に対するsynbiotics投与により，腸内細菌叢や有機酸濃度が変化し，NKやリンパ
球数は増加し，入院中の感染性合併症の発生率が有意に低下した。

Key words: シンバイオティクス，プロバイオティクス，プレバイオティクス，集中治療，感染
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Leksell定位脳手術装置を用いた定位的脳腫瘍生検術

小泉　寛之，岡　秀宏，佐藤　澄人，宇津木　聡，藤井　清孝

北里大学医学部脳神経外科学

目的: われわれは2004年に導入されたLeksell定位脳手術装置を用いて，脳腫瘍が疑われる症例に定
位的生検を行った。今回われわれは，その成績を解析し有用性と問題点について報告する。

対象・方法: 2004年8月から2012年4月までに北里大学医学部脳神経外科において脳腫瘍の疑いのあ

る患者に対し，Leksell定位脳手術装置を用いて52症例に定位的生検術を施行した。そのうち，術中
迅速病理診断を行った47例について検討した。
結果: 生検により組織を確定し得たのは47例中41例であり，87.2%の診断確定率であった。合併症

として，出血が2例に認められた (4.25%)。出血例の組織型はいずれもglioblastomaであった。視床
のglioblastoma 1例は致死的な脳内血腫を合併している (2.1%)。迅速細胞診断の正診率は平均で70.7%
であった。迅速組織診断の正診率の平均は60.9%であった。迅速細胞診標本が迅速組織標本より優

れていた症例が41例中4例 (9.75%)にみられた。
結語: Leksell定位脳手術装置を用いた定位的生検は，脳深部の病変組織を正確に採取することが可
能で，組織診断の確定および治療方針の決定に有用である。また，迅速組織診と迅速細胞診を両方

併用することにより，その正診率は向上するものと考えられた。

Key words: Leksell定位脳手術装置，脳腫瘍，術中迅速診断，細胞診
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CSHQmJを用いた公立小学校における睡眠調査

岩垂　喜貴1,2，亀井　雄一3，生地　新2，土井　由利子4，宇佐美　政英1，

小平　雅基1，渡部　京太1，齋藤　万比古1

1独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科
2北里大学大学院医療系研究科
3国立精神神経研究センター病院 精神科
4国立保健医療科学院

目的: 本研究の目的は日本の小学生における睡眠習慣と睡眠の問題および年齢による移り変わりを
調査することにある。

方法: 千葉県内にある公立小学校の普通学級に在籍する生徒 (1〜6年生330人) の保護者に対して，
日本語版Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ-J) を配布し296名 (男児154名，女児142名) から
回答を得た。対象者を年齢によって3群 (低学年群，中学年群，高学年群) に分けてCSHQ-Jの各項

目についての比較を行った°
結果: 就寝時間は年齢が上がるほど遅くなり，睡眠時間は短くなった。CSHQ-Jの総得点数は低学年
群が高学年群よりも有意に点数が高かった。CSHQ-Jの下位項目では“就床への抵抗と”“睡眠に対

する不安”において低学年群が高学年群よりも点数が高かった。

結論: 睡眠時間は年長児ほど短くなり，これは就寝時刻の遅延が関与しているものと考えられる。
CSHQ-Jの総得点と下位項目における年齢による得点の差は睡眠の自律性によるものと考えられた。

Key words: CSHQ-J，日本，小学校，就寝時刻，睡眠時間
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術後の乳がん患者における心理的苦痛の予測要因について

中谷　有希1，岩満　優美1，蔵並　勝2，岡崎　賀美1,3，

山本　賢司4,5，渡邊　昌彦2，宮岡　等4

1北里大学大学院医療系研究科医療人間学群医療心理学
2北里大学医学部外科学
3東大和病院
4北里大学医学部精神科学
5北里大学医学部中毒・心身総合救急医学

目的: 本研究の目的は，乳がん患者において，患者の心理特性と術後の心理的苦痛の関係を検討す

ることであった。

方法: 33名の乳がん患者を対象に，初診時にはState-Trait Anxiety Inventory，Life Experiences Survey
およびCourtauld Emotional Control Scaleを，術後にはProfile of Mood Statesを配布した。

結果: 初診時に測定した特性不安，ライフストレス経験 (特に否定的ライフストレス経験) および感
情抑制は術後の乳がん患者の心理的苦痛と正の相関があり，心理的苦痛の予測因子であることがわ

かった。

結論: 特性不安，ライフストレス経験 (特に否定的ライフストレス経験) および感情抑制が，術後の
乳がん患者の心理的苦痛の危険因子であることが示唆された。

Key words: 乳がん，心理的苦痛，特性不安，ストレスライフイベント，感情抑制
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Myeloid/NK前駆細胞に相当するNK細胞腫瘍由来の

新規細胞株 (HATAK) の樹立とその特徴

片山　卓爾1，檀原　幹生1，青木　卓巳1，翁　祖誠1，石田　隆1，

江島　耕二2，宮崎　浩二1，東原　正明1

1北里大学医学部血液内科学
2北里大学医学部免疫学

目的: ナチュラルキラー (NK) 前駆細胞由来の悪性腫瘍は非常に稀である。今回，私たちはNK細胞

リンパ芽球性白血病/リンパ腫の症例から採取した細胞をもとに新規の細胞株 (HATAK) を樹立し，
その特徴を解析した。

方法: 細胞は標準的な培地 (RPMI1640) で増殖を確認した。細胞株樹立後にフローサイトメトリー，

RT-PCR，51Cr放出試験を行い，その免疫表現型，遺伝子型，細胞障害活性を調べた。IL-2，IL-15
を用いた刺激実験も行い，細胞障害活性やIFN-γ産生能の変化を調べた。さらに，LFA-1活性を未
刺激時及び，フラクタルカインによる刺激時で調べた。

結果: 免疫表現型はCD7，CD13，CD33，CD56陽性であり，その他のT細胞，B細胞マーカーは陰性
であった。T細胞受容体遺伝子の再構成はなかった。RT-PCRではNK細胞に特異的なマーカーの発
現を認めた。HATAKはサイトカイン刺激下でも細胞障害活性やIFN-γ産生を示さなかった。LFA-

1は未刺激時においても活性化しておりフラクタルカイン刺激による変化は認められなかった。
結論: HATAKは正常NK細胞の分化段階においてMyeloid/NK前駆細胞に相当すると考えられた。こ
の細胞株はNK腫瘍だけでなく正常NK細胞の性状を解明するのに極めて有用であると考えられた。

Key words: ナチュラルキラー細胞，Myeloid/NK前駆細胞，細胞株， LFA-1
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アスピリンは，潰瘍肉芽組織への造血前駆細胞の動員を

抑制する事により酢酸潰瘍の治癒を遅延する

佐東　丈仁1,2，天野　英樹1，伊藤　義也3，江島　耕二4，南野　勉2，阿江　多佳子2，

堅田　親利2，大野　隆2，細野　加奈子1，鈴木　立紀1，

渋谷　正史5，小泉　和三郎2，馬嶋　正隆1

1北里大学医学部薬理学
2北里大学医学部消化器内科学
3北里大学医学部外科学
4北里大学医学部免疫学
5上武大学

目的: アスピリンは，胃潰瘍治癒と血管新生を抑制する。VEGFR1を発現している造血前駆細胞は
血管新生を促進する。本研究は胃潰瘍プロセスにおける前駆細胞の役割を検討した。

方法: WTマウスとVEGFR1 TKKOマウスに100%酢酸を含んだ綿球を漿膜側に曝露し胃潰瘍を作成
した。その後アスピリン投与，非投与群にわけ検討を行った。

結果: アスピリン投与群では潰瘍治癒が遅延し，血管新生が抑制された。またアスピリン投与にて

血液中へのCXCR4VEGFR1細胞の動員と，潰瘍肉芽組織へのこの細胞の動員が減少した。VRGFR1
TKKOマウスでは潰瘍治癒が遅延しCXCR4VEGFR1細胞の動員が減少した。血漿におけるSDF-1と
SCF，骨髄におけるpro-MMP9が同様にVEGFR1 TKKOマウスでは低下した。VEGFR1 TKKOマウ

スにアスピリンを投与しても非投与群と比較して潰瘍治癒は遅延しなかった。

結論: VRGFR1シグナリングは，酢酸潰瘍治癒の潰瘍肉芽組織への前駆細胞の動員において必要で
ある。

Key words: アスピリン，胃潰瘍，血管新生，VEGFR1，マウス
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乗馬療法は痙直型脳性麻痺児の自律神経活動を是正し筋緊張を改善する

横山　美佐子1,2，要　武志3，田畑　稔1，堀田　一樹1，清水　良祐1，神谷　健太郎1，

亀川　大輔1，加藤　倫卓1，秋山　綾子1，太田　光明3，増田　卓1,2

1北里大学大学院医療系研究科臨床医科学群循環器内科学
2北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科
3麻布大学獣医学部介在動物学研究室

背景: 乗馬療法は，痙直型脳性麻痺 (CP) 児の運動機能を改善させることが知られている。本研究
は，乗馬療法が，痙直型CP児の自律神経活動と筋緊張に与える影響を明らかにすることを目的と
した。

方法: 対象は，痙直型CP児22例とした。自律神経活動を評価するために，騎乗前にホルター心電図
を装着し，心拍変動と自律神経機能モニタ装置により瞳孔径を測定した。両側腓腹筋の筋緊張を評

価するために，表面筋電図で筋活動を記録し，Modified Ashworthスケール (MAS) で筋痙縮の状態

を評価した。対象者に3軸加速度計を装着し，15分間の乗馬療法を実施した後，乗馬中の上下運動
加速度を解析して，1/fゆらぎを評価した。心拍変動のR-R間隔を周波数解析し，LF/HFを交感神経
活動の指標，HFを副交感神経活動の指標とした。LF/HF，HF，瞳孔径，筋活動，MASは，乗馬前

の値をベースラインとし，乗馬後の値と比較した。さらに， HF，LF/HF，瞳孔径，筋活動，MAS
においては，乗馬前後の変化率を算出し，自律神経活動の変化を示す△HF，△LF/HF，△瞳孔径
と，筋緊張の変化を示す△筋活動，△MASとの関係を検討した。

結果: 対象児22例のうち17例で，乗馬中の上下運動加速度に1/fゆらぎを認めた。LF/HF，瞳孔径，
腓腹筋の筋活動，MASの値は，乗馬前に比べて乗馬後に有意に減少し (それぞれP = 0.04，P = 0.03，
P = 0.04，P < 0.001)，HFは，乗馬前に比べて乗馬後に有意に増加した (P = 0.04)。△LF/HFおよび

△瞳孔径と△筋活動との間には，有意な正の相関を認めた (r = 0.65，P = 0.01およびr = 0.61，P =
0.01)。
結論: 乗馬による１/fゆらぎは，痙直型CP児の自律神経活動の不均衡を是正し，筋緊張を改善した

と思われた。

Key words: 乗馬療法，自律神経活動，痙直型脳性麻痺，1/f ゆらぎ，筋緊張亢進

　原　　著 Kitasato Med J 2013; 43: 67-73　
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大腿静脈アプローチによるCVカテーテルの腰静脈迷入の一例

高原　聡子1，相嵜　俊哉2，畠山　洋一2，松島　申治2，川村　一彦1

1医療法人財団愛慈会 相和病院外科
2医療法人財団愛慈会 相和病院内科

　大腿静脈アプローチCV挿入は鎖骨下・内頸アプローチに較べ致死的合併症が少ないと言われて

いるが，我々はリアルタイムエコーガイド下とレントゲン透視を併用し行った大腿静脈アプローチ

CVポート留置術において非常に珍しくかつ致死的な合併症を経験した。
　カテーテル挿入直後はCVポートより抵抗無く血液逆流を認めていたが，CT検査からカテーテル

が大腿静脈から腰静脈，後腹膜へ迷入していることが同定された。リアルタイムエコーガイド下穿

針とレントゲン透視を併用したにもかかわらずカテーテル迷入を防ぐ事は困難であり術者はこの致

死的合併症の認識と，異常を認識した際には挿入時も挿入後も血管造影検査などを行いカテーテル

の位置の確認を行う必要がある。

Key words: 中心静脈カテーテル，大腿静脈，腰静脈迷入

　症　　例 Kitasato Med J 2013; 43: 74-78　

成長ホルモン使用後に膜性腎症を発症したターナー症候群の1例

中村　信也，越野　浩江，昆　伸也，添田　由希子，岩波　直美，

大津　成之，守屋　俊介，河西　紀昭，石井　正浩

北里大学医学部小児科学

　症例はターナー症候群の女児。11才時成長ホルモン治療を開始したところ，血尿，蛋白尿が出
現。腎生検を施行したところ，膜性腎症と診断された。成長ホルモンは継続したが，プレドニゾロ

ン，ジピリダモール，アンジオテンシン転換酵素阻害薬で治療を開始したところ，尿所見は6か月
で改善した。

　成長ホルモン治療中に腎疾患が発症することは稀ながら報告されている。また，ターナー症候群

にも腎疾患が合併することが報告されており，ターナー症候群に対し成長ホルモンを使用する場合

は腎炎の発症に気をつける必要があると思われた。

Key words: ターナー症候群，膜性腎性，成長ホルモン

　症　　例 Kitasato Med J 2013; 43: 79-81　
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過形成性ポリープに併存した早期胃癌の一例

石戸　謙次1，田辺　聡1，林　祥子1，樋口　勝彦1，堅田　親利1，

成毛　哲1，小泉　和三郎1，三上　哲夫2

1北里大学医学部消化器内科学
2北里大学医学部病理学

　症例は52歳女性，心窩部痛を主訴に近医を受診。上部消化管内視鏡検査を施行したところ，胃体
上部前壁にやや丈の高い約10 mmの胃ポリープを認め北里大学東病院消化器内科に紹介受診。H.

pyloriは陰性で，背景胃粘膜に萎縮は無く，多発する胃底腺ポリープの中に，発赤調の胃ポリープ

を認め，NBIにて表面にirregular microvascular patternを伴っていた。生検にてGroup 4のため早期胃
癌を疑い，内視鏡的胃粘膜下層剥離術を施行した。偶発症もなく，経過良好にて退院。病理組織診

断にて胃過形成性ポリープの頂部に，一部癒合した腺管を認め，胃過形成性ポリープに併存した早

期胃癌と診断。ガイドライン病変で一括完全切除されており，以降，転移再発なく外来で経過観察

されている。

Key words: 早期胃癌，過形成性ポリープ，H. pyroli陰性

　症　　例 Kitasato Med J 2013; 43: 82-85　


