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腎臓移植手術前のレシピエントにおける術前不安と特性不安

立松　聖一1，岩満　優美1，山本　賢司2,4，吉田　一成3，宮岡　等2

1北里大学大学院医療系研究科
2北里大学医学部精神科学
3北里大学医学部泌尿器科学
4北里大学医学部中毒・心身総合救急医学

目的: 腎臓移植レシピエントが抱く移植手術を受けることへの不安について特性不安との関係から
検討した。

方法: 2006年12月から2011年6月までに北里大学病院で生体腎移植予定のレシピエントで研究参加に

同意した59名に対し，HADSの記入と面接による「移植手術をうけることへの不安」について6段
階評価と理由の回答を依頼した。欠損値を除く57名（平均± = 41.2 ± 14.6歳）を対象に，STAI特
性不安の中央値 (42点) にて高不安群28名と低不安群29名にわけ，HADSと面接による不安得点に

対してt検定を行った。不安理由は群ごとにコード化を行い，類似コードをカテゴリーに集約後，

各カテゴリーの出現頻度を算出し，χ2乗検定により出現頻度の違いを検討した。北里大学医学部倫

理委員会の承認を得ている。

結果: HADSでは，高特性不安群は低特性不安群よりも有意に得点が高かった (t (55) ≧ 5.85，P <
0.01)。面接による不安得点では，高特性不安群 (70%) は低特性不安群 (47.8%) よりも“不安や懸
念”の出現頻度が有意に高く (χ2 (1) = 5.35，P < 0.01)，低特性不安群 (17.4%) は高特性不安群 (5.0%)

よりも“肯定的感情”の出現頻度が有意に高かった (χ2 (1) = 4.30，P < 0.01)。
考察: 腎移植前のレシピエントは特性不安の程度により不安の量や内容に違いがあることが示唆さ
れた。
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BMIの増加に依存する腎糸球体腫大が肥満腎症の主要な特徴である

小林　圭，鎌田　真理子，翁　千香子，村野　順也，

青山　東五，佐野　隆，長場　泰，鎌田　貢壽

北里大学大学院医療系研究科臨床医科学群腎臓内科学

背景: 糖尿病を伴わない肥満患者に腎障害が肥満腎症と注目されている。本研究では肥満腎症の臨

床的，組織学的特徴を明らかにすることを目的とする。

方法: 2001年から2010年に当院で腎生検を実施した全症例から，免疫グロブリンや補体の沈着を伴
う1次性糸球体疾患，2次性糸球体疾患，先天性腎疾患を除外する。更に，ステロイド反応性微小変

化型ネフローゼ症候群を除外する。Pauci-immune typeの糸球体疾患をBMIに従って3群に分ける。
非肥満群はBMI < 23，中間群は23 ≤ BMI < 25，肥満群は25 ≤ BMIとし，各群の臨床的，組織学的
指標をレトロスペクティブに調査する。

結果: 995例の腎生検症例から，非肥満群36名，中間群8名，肥満群16名が選択された。臨床指標で
は，肥満群で男性の割合が多い他は群間差がなかった。腎組織では，腎糸球体長径が非肥満群181
± 21μm，肥満群207 ± 20μmと有意差 (P < 0.02) を認めた。3群全60例のBMIと腎糸球体長径の間

に有意な相関 (y = 11.75 ± 0.34 × BMI，r = 0.487，P < 0.0001) を認めた。肥満群では60%にFSGS tip
variantを認めた。
結語: 肥満関連腎症は，腎糸球体腫大とFSGS tip variantが特徴となる。
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クリーニング従事者の悪性新生物による過剰死亡に関する検討

─24年間の追跡研究─

引田　俊一，堤　明純

北里大学大学院医療系研究科医療人間学群臨床研究企画開発学

目的: クリーニング従事者の悪性新生物の過剰死因に着目し，使用されていた有機溶剤と悪性新生
物死亡の関連性を検討する事とした。クリーニング業を対象とした疫学的調査は非常に少なく，特

にクリーニング従事者を悪性新生物に特化して調査した研究は，筆者の知る限りわが国では報告さ

れていない。

対象と方法: 本研究では，全国クリーニング環境衛生同業組合連合会に加盟している組合員のうち，

1981年から2004年までの24年間に生命共済制度に加入し，死亡した1,585名を対象とし，悪性新生
物に特化した死因調査を実施した。

結果: クリーニング作業従事者の「新生物」の死因割合は，男女とも全国に比べて有意に高いこと

が認められた。クリーニング作業従事者のがんの死因割合は，部位別にみると男性では，「口・咽

頭」，「胃」，「直腸」，「肝」，「膵」で，女性では，「胃」，「結腸」で全国との間に有意差が認められ

た。使用された有機溶剤別に年代を分けてみたところ，特定の悪性新生物について発がん性が指摘

されている有機溶剤と悪性新生物死亡の関連性が示唆された。

考察: ドライクリーニング作業で主に使用された有機溶剤がクリーニング作業従事者の悪性新生物
での死因パターンに少なからず影響を与えていることが示唆されるとともに，クリーニング従事者

の悪性新生物死亡についてさらなる精査が必要と考えられる。
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生物学的製剤のヒト末梢血単核球のIL-17産生におよぼす影響について

手嶋　智子，東野　俊洋，永井　立夫，廣畑　俊成

北里大学医学部膠原病感染内科学

目的: ヒト末梢血単核球 (PBMC) のIL-17産生におけるエタネルセプト，インフリキシマブ，トシ
リズマブの影響を検討した。

方法: 健常人の末梢血からPBMCおよびCD4+ T細胞を分離し，それぞれStapylococcal enterotoxin B

(SEB) または固相化CD3抗体存在下で生物学的製剤もしくはコントロールIgGを添加して培養し，
その増殖反応はMTT法で，また培養上清中のIL-17は酵素抗体法で測定した。またSEB刺激単球の
HLA-DRの発現能をフローサイトメトリーで評価した。

結果: エタネルセプトやインフリキシマブはSEB刺激PBMCの増殖反応とIL-17の産生を抑制したが，
抗CD3抗体刺激CD4+ T細胞に対しては抑制効果を示さなかった。エタネルセプトやインフリキシ
マブにて単球のHLA-DRの発現を低下させた。トシリズマブはSEB刺激PBMC，抗CD3抗体刺激

CD4+ T細胞，SEB刺激単球のいずれに対しても抑制効果を示さなかった。
考察: 以上の結果より，TNF-α阻害薬はSEB刺激単球におけるHLA-DRの発現を低下させることに
よりPBMCの増殖反応とサイトカイン産生抑制することが示唆された。

Key words: IL-17，TNFα阻害薬，抗IL-6受容体抗体
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周辺視標と中央視標に対する瞳孔と調節の変化

柴田　優子1，魚里　博1,2

1北里大学大学院医療系研究科
2北里大学医療衛生学部

目的: 調節は周辺網膜の刺激にも影響を受けている。今回，中央の固視視標に加えて周辺部に距離

の異なる刺激を与えた時，瞳孔径と調節に起こる影響について検討した。

方法: 中央の調節視標に距離1 mの視角1°のマルタ十字を置き，周辺刺激として視角5°の穴を開け
た黒背景の検査表，白背景の検査表，視角0.25°のランダムドット図形背景の検査表を距離33 cmの

位置に設置した3条件で，中央の調節視標を注視した時の単眼の屈折値と瞳孔径を開放オートレフ
ケラトメーター (WAM-5500，グランド精工) で測定した。
結果: 各条件で，対象群平均の調節における統計学的な有意差はなかった。周辺視標が黒背景と白

背景の時の瞳孔径は有意な差があったが，ランダムドット図形背景とは有意な差が無かった。ラン

ダムドット検査表の穴を通した時の調節は近視化する者や近視化しない者もいて個人差があった。

結論: 周辺部に異なった刺激を与えた時，瞳孔径は周辺視標の輝度に対応して変化したが，調節の

変化には個人差がみられた。中央視標に加えた周辺部の刺激に対する個人の反応を検討するには，

調節と瞳孔径を供に検討することが必要と考えられた。

Key words: 周辺刺激，調節反応，瞳孔反応，焦点深度
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超低出生体重児の腹膜透析

中村　信也，昆　伸也，岩波　直美，剱持　学，石井　正浩

北里大学医学部小児科学

目的: 超低出生体重時に対し腹膜透析を施行し生存率等を評価した。

方法: 1997年から2010年に出生した151例の超低出生体重児の内，14例 (男児9例，女児5例) に対し
て腹膜透析を施行した。14例の平均在胎週数は25週3日，平均出生時体重は701 gであった。腹膜透
析液は10 ml/kgより開始し，40 ml/kgまで徐々に増加した。貯留時間は60〜90 min/cycleとし，24時

間継続した。

結果: 14例中9例は透析を離脱し，離脱早期に6例が死亡した。透析を導入した超低出生体重児の死
亡率は79%であった。頭蓋内出血，壊死性腸炎，DICを合併した例はそれぞれ全例死亡，動脈管開

存合併は6例死亡，1例生存，肺出血は2例死亡，1例生存。生存例は6日以内に透析を離脱した。
考察: 超低出生体重児の腹膜透析自体は技術的に安全に施行可能である。死亡率の高い理由として
未熟性，多臓器障害を合併して腎不全に至っていることが考えられる。

Key words: 超低出生体重児，急性腎不全，腹膜透析，動脈管開存，頭蓋内出血
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膵胸腔瘻を合併し，治療に難渋した乳児膵炎の一女児例

武田　憲子1,2，北野　良博1，本名　敏郎1

1国立成育医療研究センター外科系専門診療部
2北里大学医学部外科学

　原因不明の慢性膵炎に伴う胸水貯留に難渋し，術中に膵胸腔瘻を診断した小児例を経験した。外

科的手術に伴う 胞のドレナージが施行され，3年間の経過は良好である。
　小児の慢性膵炎に対して早期の外科的治療を行うことで，長期的な無症状の経過を期待すること

ができる。

　文献探索はPubmed，MedlineおよびEmbaseのデータベースを使用して行った。

Key words: 膵胸腔瘻，慢性膵炎，胸水
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Lapatinib/Capecitabine療法により長期奏効を得られた

乳癌脳転移の一例

菊池　真理子，小坂　愉賢，仙石　紀彦，河野　蓉子，西宮　洋史，

藁谷　美奈，加藤　弘，榎本　拓茂，蔵並　勝，渡邊　昌彦

北里大学医学部外科学

　HER2陽性乳癌は，脳転移の頻度が高いことが知られている。脳転移は予後不良であるため，治
療戦略が重要となる。一方，Lapatinibは分子量が小さいことから，血液脳関門を通過すると考えら
れており，脳転移に対する効果が期待されている。

　症例は60歳代の女性，右乳腺腫瘤を主訴に当院を受診した。右乳房に3 cmの腫瘤と腋窩リンパ
節腫脹を認めた。右乳癌の診断にて胸筋温存乳房切除，腋窩リンパ節郭清術を施行した。病理学的

所見は，invasive ductal carcinoma (solid-tubular type)，tumor size 1.5 cm，リンパ節転移陽性，ER (−)，

PgR (−)，HER2 (3+) であり，T1N2M0 Stage IIIAであった。患者が術後補助化学療法を拒否したた
め，経過観察となった。術後24か月後に多発骨転移が出現し，放射線治療を施行し，trastuzumab単
独療法を開始した。術後32か月後，多発脳転移が出現し，全脳照射を施行した。また，同時に肺・

肝・脾臓にも転移を認めた。術後41か月後，脳転移増悪，腫瘍マーカーの上昇を認めたため，
Lapatinib/Capesitabine Therapyを開始した。Lapatinib/Capesitabine Therapy開始4か月後，脳転移の完
全奏効が得られ，腫瘍マーカーも低下した。

　今回われわれは，脳転移を有するHER2陽性乳癌にLapatinib/Capesitabine Therapyを行い，奏功し
た症例を経験したので報告する。

Key words: HER2陽性転移性乳癌，ラパチニブ，転移性脳腫瘍，完全寛解
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腰椎腹腔シャント術における造影剤を使用した術中X線透視の有用性

佐藤　公俊1，清水　曉2，岡　秀宏1，藤井　清孝1

1北里大学医学部脳神経外科学
2横浜市立脳血管医療センター脳神経外科

　水頭症に対する腰椎腹腔シャント術では，腰椎カテーテルの経皮的留置が盲目的に行われてき

た。しかし本手技には誤留置によりシャント不全や神経根症を生じるリスクがある。そこで我々

は，術中X線透視下に造影剤を使用し本手技を行った。方法は，腰椎穿刺後に，腰椎カテーテルを
硬膜管内へ誘導。カテーテル内に造影剤を注入し，屈曲や椎間孔内への誤留置がないことを確認。

誤留置が認められれば，術中に正しい位置に修正した。20例のうち4例でカテーテル誤留置を認
め，修正を要した。本法により，腰椎腹腔シャント術における腰椎カテーテル誤留置のリスク低減

を期待できる。

Key words: 造影剤，透視，水頭症，腰椎腹腔シャント
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