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筋萎縮性側索硬化症患者における心理学的検討

梁　正淵1，長谷川　一子2，福山　嘉綱3，西山　和利1，古和　久幸1

1北里大学医学部神経内科学
2独立行政法人国立病院機構　相模原病院神経内科
3さがみはらカウンセリングルーム

目的: 筋萎縮性側策硬化症 (ALS) 患者の心理状態を客観的に評価する目的で心理アセスメントを施
行した。

方法: 臨床的に筋萎縮性側策硬化症 (ALS) と診断され，認知機能障害は認めず，四肢筋力低下・球
麻痺・呼吸機能低下は軽度で筆記・会話による心理学的アプローチが可能な疾病情報提供された9
例。テストバッテリーはRorschach test，manifest anxiety scale (MAS) とstate-trait anxiety inventory

(STAI) を用いた。
結果: Rorschach testでALS群が有意に高い項目は反応拒否，W%で，有意に低い項目は総反応数，
濃淡反応，立体反応，色彩反応，F%，R%，P反応であった。STAIの平均得点ではALS群，健常群

共に状態不安より特性不安が高い傾向を示し，ALS群では状態不安，特性不安ともに健常群より高
得点であった。不安段階の検討では，高い不安を示す割合が状態不安，特性不安ともに高い頻度で

あった。MASでは77.7%が高い〜高い不安段階に示した。

結語: ALS患者は意識的・無意識的に強い不安を自覚しており，精神的にも行動的にも萎縮した状
態にあることが示唆された。ALS患者はこれらの不安をさまざまな方法で軽減しようとしており，
厳しい身体的，精神的状況下で生じる不安をいかに察し，軽減しえるかがQOL向上の一因と考えら

れる。

Key words:筋萎縮性側索硬化症，Rorschach test，manifest anxiety scale (MAS)，state-trait anxiety

inventory (STAI)
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筋萎縮性側索硬化症患者の心理─胆癌患者との比較─

梁　正淵1，長谷川　一子2，古澤　英明1，福山　嘉綱3，西山　和利1，古和　久幸1

1北里大学医学部神経内科学
2独立行政法人国立病院機構　相模原病院神経内科
3さがみはらカウンセリングルーム

目的: 筋萎縮性側策硬化症 (ALS) 患者の不安の心理を客観的に評価する目的で坦癌患者と健常者を
対象に心理アセスメントを施行した。

方法: 筋萎縮性側策硬化症 (ALS) と診断され疾病情報提供された10例。対照は消化器系癌患者20例。
癌の情報提供された8例，情報提供されていない12例。健常群は年齢対応した50歳代・60歳代の70
例。テストバッテリーとしてmanifest anxiety scale (MAS) とstate-trait anxiety inventory (STAI) を施行

した。

結果: MASではALS群が癌群より“高度の不安”が高頻度であった。STAIではALS群，健常群は特
性不安が高く，癌群では状態不安が高かった。状態不安はALS群，癌群共に健常群に比べ有意に高

得点であった。特性不安ではALS群が一番高得点で，健常群と比べ有意に高得点であった。不安段
階ではALS群は状態・特性不安ともに高度の不安段階が高頻度で，癌告知なし群は特性不安に高度
の不安の頻度が高かった。

結語: ALS患者は十分不安は感じているが直接的に表現していないと示唆され，現状の不安は癌患
者より軽度だが，不安になりやすい傾向はより高度であり，癌告知・未告知両群の特徴的な不安状

態を持っており，意識的，無意識的に不安を感じ萎縮した状態にある。厳しい状況下で生じる不安

をいかに察知し，軽減することはQOL向上の一因となる。

Key words: 筋委縮性側索硬化症，manifest anxiety scale (MAS)，state-trait anxiety inventory (STAI)
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神経疾患患者の心理─筋萎縮性側索硬化症患者を中心に─

梁　正淵1，長谷川　一子2，福山　嘉綱3，坂井　文彦4，

古橋　紀久5，西山　和利1，古和　久幸1

1北里大学医学部神経内科学
2独立行政法人国立病院機構　相模原病院神経内科
3さがみはらカウンセリングルーム
4社会福祉法人 シナプス†埼玉精神神経センター　埼玉国際頭痛センター
5公益財団法人　額田医学生物学研究所神経内科

目的: 神経疾患患者の心理や病気・健康に対するとらえ方を客観的に評価・理解する目的で心理ア
セスメントを行った。

方法: 臨床的に診断されたALS群10症例，脊髄小脳変性症 (SCD) 群11症例，パーキンソン病 (PD)
群27症例，脳血管障害 (CVD) 群11例の計59症例で，center for epidemiologic studies depression scale
(CES-D)，state-trait anxiety inventory (STAI)，Japanese version of the health locus of control (JHLC) をテ

ストバッテリーとして心理検査を施行した。

結果: ALS・SCD群は高頻度にうつ状態がうかがえた。CVD群はほとんど不安を感じてないが神経
変性疾患群は不安の自覚が高い。CVD・PD群は健康に関して自分自身や家族・医療従事者へ期待

する傾向が認められたが，ALS・SCD群は医療従事者に期待する傾向が低かった。ALS群は疾病・
健康に着いて家族への期待が高かった。

結語: 疾患罹患の原因や今後についてPD・CVD群は自ら病気に対応し，周囲から有効な援助を受け

られると据えているが，ALS・SCD群は病気を自身や医療従事者に頼っても対応できないと据えて
いる。患者の疾病に対する対応により，彼らの心理状態やQOL向上へのアプローチ・対応が異な
る。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:筋萎縮性側索硬化症，脊髄小脳変性症，パーキンソン病，脳血管障害，center for
epidemiologic studies depression scale (CES-D)，state-trait anxiety inventory (STAI)，Japanese

version of the health locus of control (JHLC)
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幼児における語想起の流暢性と表出語彙の発達

石坂　郁代，東川　麻里，原　由紀，秦　若菜，鈴木　恵子

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻

目的: 幼児の表出語彙の発達特徴に関する検討を目的として，幼稚園の年中児 (5歳) と年長児 (6歳)
を対象に，語想起の流暢性と表出語彙数とを調査した。

方法: 日本語話者の116人の幼稚園児 (年中児58名，年長児58名) に語頭音連想法課題を施行した。
語頭音として「あ，お，か，ま，よ，は」を使用した。

結果: 想起された総語数 (語想起の流暢性) は，学年間で有意差が認められ，男児・女児それぞれで

有意であった。男女差については，年長児にのみ有意差が認められた。表出された語彙の総数 (表
出語彙数) も学年間で有意差が認められた。連想頻度の高い語彙の大部分は約30年前の研究の結果
と共通であり，それは幼児の語彙として核となる語彙と考えられた。品詞としては，名詞がもっと

も頻度が高かった。

結論: 5歳から6歳にかけては語彙数も意味内容も発達途上にあり，30年間変化が見られない語彙も
あった。本研究は，幼児の表出語彙検査の開発や，言語障害や発達障害のある子どもたちの評価の

ための重要なデータになりうると考えられた。

Key words: 語想起の流暢性，表出語彙，語頭音連想法，幼児
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高齢女性における聴覚的時間分解能と雑音下の単語了解度

矢崎　牧1，松平　登志正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: 60歳前半の高齢女性の聴覚的ギャップ検出能力と騒音下の単語了解度が加齢によって衰えて

いるかどうかを検討すると同時に，両者の間に関連があるかを分析した。

方法: 少なくとも片耳聴力がほぼ正常範囲の若年女性群 (18〜24歳) 14名と高齢女性 (59〜65歳) 33
名を対象にした。被験者全員に対して，ギャップ検出閾値と連続雑音下と断続雑音下の単語了解度

を求めた。高齢者群の高音域聴力低下の影響をなくすために，全ての検査材料はローパスフィルタ

処理を行った。

結果: ギャップ検出閾値と低いSN比条件での雑音下単語了解度はそれぞれ両年齢群間に有意な差が

認められた。平均聴力レベルを一定にしたとき，ギャップ検出閾値と年齢の間に有意な偏相関が認

められた。低いSN比 (-10 dB と-15 dB) での単語了解度はギャップ検出閾値と有意な単純相関が認
められたが，聴力レベルおよび年齢を独立変数に加えて重回帰分析を行ったところ，ギャップ検出

閾値との有意な偏相関は認められなかった。また，平均聴力レベルを一定にしたとき，雑音下単語

了解度と年齢との間に有意な偏相関は認められなかった。

結論: 雑音下の語音了解度の低下と，中枢処理が関係していると思われる聴覚的時間分解能の衰え

が60歳前半の女性に認められた。この聴覚的時間分解能の衰えと雑音下の語音了解度に相関は見出
せなかった。

Key words:聴覚的時間分解能，ギャップ検出閾値， 断続雑音下での語音了解度，平均聴力レベ
ル，加齢変化
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長期入院ならびに入退院を繰り返す重症心身障害児における栄養評価

藤武　義人1，岩崎　俊之1，陶山　紀子2，遠藤　成子3，新井　万里子4，

佐々木　美和子5，矢澤　真枝6，大津　成之1，石井　正浩1

1北里大学医学部小児科学
2北里大学病院栄養部
3北里大学病院臨床検査部
4北里大学病院同薬剤部
5北里大学病院同看護部

目的: 本研究において，1年以上の入院継続，および入退院を繰り返した重症心身障害児10例の栄養
を評価することである。

方法: 体重が増加した6例 (増加群) と減少あるいは変わらなかった4例 (非増加群) について，各症
例の身長，体重，微量元素摂取の有無，1日エネルギー必要量，栄養評価目的の血液検査の推移を
比較した。さらにその結果を検証し，全症例を通して，重症心身障害児の栄養における特徴を評価

した。

結果: 本研究開始時の身長，体重は，両群ともに理想値に比較して有意に低かった (P < 0.01)，な
ぜならば，適正な推定エネルギー必要量により肥満を避けることが，重症心身障害児ならびにその

介護者の生活の質を維持するためであった。さらに，1日の総エネルギー量の変化率は，増加群と
非増加群において有意差を認めなかった。増加群よりも非増加群の児の総蛋白とアルブミンの変化

率は，有意に低かった (P < 0.05)。全患児の5項目 (プレアルブミン，総コレステロール，ヘモグロ

ビン，ヘマトクリットそして鉄) の結果は，正常値よりも低値であった。
結論: 総蛋白とアルブミンの変化率は，栄養評価のために有用である。重症心身障害児にとって，
推定エネルギー必要量は，慎重に設定する必要がある。

Key words: 重症心身障害児，推定エネルギー必要量，栄養評価，栄養サポートチーム，微量元素

　原　　著 Kitasato Med J 2014; 44: 31-37　

The Kitasato Medical Journal和文要旨



65

The Kitasato Medical Journal和文要旨

Catch-upのない子宮内発育遅延ラットにおける肥大した脂肪細胞

橘田　一輝1,2，山口　理恵2，永田　絵子2，中川　祐一3，

大関　武彦4，緒方　勤2，石井　正浩1，中西　俊樹2

1北里大学医学部小児科学
2浜松医科大学医学部小児科学
3白梅豊岡病院
4共立女子学園共立女子短期大学看護学科

背景: 子宮内発育遅延 (IUGR) で出生した児の多くは，生後にcatch-upを示し，肥満，心血管障害，

インスリン抵抗性をきたしやすい。我々は，IUGRモデルラットにおいて，腸管より産生されるグ
レリン，PYY，CCKにより摂食量が増加し，catch-upを示すことを既に報告した。しかし，catch-up
のなかった児についての，このような検討はなされていない。

方法: 妊娠ラットの食餌量を50%に制限してIUGRモデルラットを作成し，catch-upを認めなかった
ものを比較群とし，妊娠ラットの食餌を制限せずに出生した対照群と，生後の食餌量，脂肪量，脂

質代謝，糖代謝について比較検討した。生後の食餌は自由摂取とした。

結果: 摂食ホルモンであるグレリンと食事量は減少していた。腹腔内脂肪量は少なかったが，腹空
内脂肪より採取した脂肪細胞は肥大し，アディポネクチンは減少し，レプチンは増加していた。

結論: IUGRラットの生後の食餌量の変化は，グレリンによるものであり，生後のcatch-upの機序と

考えられた。腹腔内糖負荷試験では糖代謝の悪化を認めなかったが，アディポサイトカインの異常

は，IUGRでの出生が糖尿病の高リスク群となることを示している。

Key words: 母体食餌摂取制限，子宮内発育遅延，アディポサイトカイン，グレリン，ラット
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心筋症として診断された突然死症例における

サルコメア構成タンパク遺伝子の変異解析

村上　千香子，中村　茂基，前田　一輔，入江　渉，大石　桃子，

佐々木　千寿子，中丸　尚美，栗原　克由

北里大学医学部法医学

背景: 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，当教室で検案・解剖されたCM症
例についてサルコメア構成タンパク遺伝子の解析を行った。さらにこれら心筋症原因遺伝子解析に

よる遺伝子診断の可能性についても検討を行った。

方法: 心筋症症例37例の血液を対象とした。NCBIの報告に基づきExonを含むようにプライマーを設
計し，PCR増幅を行った。PCR産物をダイレクトシークエンス後，ABI PRISM 3130 Genetic Analyze
にて塩基配列決定を行った。

結果: 変異解析を行った結果，ミスセンス変異7か所，サイレント変異8か所，フレームシフト変異
1か所が検出され，4か所の新しい変異が検出された。TNNI3，MYBPC3およびMYL3で検出された
p.Pro16Thr，p.Arg891TrpおよびAla57GlyはHCMあるいはDCMの原因遺伝子となった可能性が示唆

された。さらに今回48か所の一塩基多型 (SNP) が検出された。ARVCを除くCM症例と対照との間
で有意差検定を行ったところ，TNNT2のc.68-5delCおよびc.348C>T，TNNI3のc.25-8T>A，MYBPC3

のc.1927+89C>Gの4SNPsに有意差が認められた。これら4SNPsを用いた遺伝子診断の可能性につい

て検討を行ったところ，HCMでは少なくとも3SNPs，DCMで2SNPsが遺伝子診断には重要であるこ
とが示された。

結論: 4SNPsを用いることで検案におけるCM遺伝子診断も可能となることが示唆された。遺伝子異

常を解明することは，予防医学にも貢献するものと考えられる。

Key words:肥大型心筋症，拡張型心筋症，遺伝子変異，サルコメア構成タンパク，一塩基多型
(SNP)
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高頻度間欠的振動換気におけるガス交換能の改善度

笠原　真悟1，宮地　鑑2

1 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科
2北里大学医学部心臓血管外科学

背景: 高頻度振動換気法 (HFO) は臨床で用いられている換気条件 (換気体積 = 1〜3 ml/kg，換気回

数 = 15 Hz) では，軸方向の対流に対して断面積混合不足し，軸方向の輸送が改善しない場合があ
る。現在までのin vitroの研究で，換気波形として移流期と移流期の間に静止期を設けた間欠流を採

用することにより，ガス輸送が改善されることが示されている。そこで生体に対し，間欠流を用い

たHFO (HFIO) でのガス交換を評価することを目的とする。
方法: 新生児を想定して体重3 kg前後の兎に全身麻酔下にて人工呼吸器管理を行い，ガス交換能の
改善度を動脈内酸素分圧 (PaO2)，二酸化炭素分圧 (PaCO2) にて評価した。また，肺洗浄により病

的肺を作成し，この状態でのHFOおよびHFIOでのガス改善度も評価した。
結果: 従来の人工換気に比べ，HFO，HFIOでは換気体積に応じてPaCO2の改善度が得られた。HFO，
HFIOの比較においては同一換気体積ではHFIOで10〜14%の改善度でPaCO2が低下した。洗浄肺の

実験においても従来からの人工換気では呼吸状態が維持できなかったが，HFO，HFIOでは時間と
ともに血液ガス所見は改善し，ことにHFIOでは有意に改善した。
結論: 高頻度振動換気において間欠流は肺胞換気において有利であり，潤来のHFOに比べ少ない換

気体積と平均気道内圧での呼吸器管理が可能である。

Key words: 高頻度振動換気，高頻度間欠的振動換気，新生児呼吸不全
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当院NICUにおける在胎22〜25週出生児の死亡率の変遷

釼持　学，狐 　雅子，横関　祐一郎，大岡　麻里，山口　綾乃，秋山　和政，石井　正浩

北里大学医学部小児科学

目的: 在胎25週以下の児の死亡率は依然として高値である。今回，当院NICUに入院・加療を行った

25週以下の児の臨床像をまとめ，死亡原因の検討と，生存退院した児と死亡退院した児の背景を比
較することで，今後の予後改善につなげることを目指す。

方法: 2001年から20012年までの12年間に当院NICUに入院・加療した在胎22週から25週で出生した

児の臨床像を診療録から後方視的に検討する。

結果: この期間中の入院患者は3,200人，うち22〜25週で出生した患者が99人 (3.1%) だった。この
うち，多発奇形を有した児，あるいは転院しデータが欠落した児を除外した93人で検討を行った。

生存率は，22週が0% (0/3)，23週が33% (2/6)，24週が61.8% (21/34) ，25週が68% (34/50) だった。
死亡原因の検討では，壊死性腸炎と敗血症が多かった。生存者と非生存者の背景を検討すると出生

体重に差が認められた。さらに，IVH，NECを合併すると死亡率が優位に上昇していた。

考察: 近年，超早産児の予後は改善してきていた。しかし，今後は，敗血症とNEC予防のために感
染症のコントロールが重要と考えられた。

Key words: NICU，超早産児，死亡率，壊死性腸炎
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脂肪由来間質細胞が前立腺腫瘍細胞に与える影響

平山　貴博1，松本　和将1，南　尚2，西　盛宏1，黒坂　眞二1，

藤田　哲夫1，吉田　一成1，岩村　正嗣1

1 北里大学医学部泌尿器科
2北里大学大学院医療系研究科応用腫瘍病理学

目的: 去勢抵抗性前立腺癌 (CRPC) の進展mechanismの解明は臨床的に重要である。脂肪由来間質
細胞 (ASC) の分泌するCytokines/Growth Factorsが前立腺腫瘍細胞増殖能に与える影響を検討した。

方法: 去勢したmiceの前立腺周囲脂肪組織から単離培養したASCにおいて増幅するCytokines/Growth
FactorsをMicroarray analysisにより同定した。ASCから採取したConditioned Medium (CM) を用いて
human臍帯静脈内皮細胞およびmice前立腺腫瘍細胞に於ける細胞増殖能について検討した。実験動

物modelにはDr. Thompson Laboratory (MD Anderson Cancer Center, TX, USA) で樹立した癌抑制遺伝
子Glipr1をknockoutしたGlipr1-/- miceおよびGlipr1+/+ miceを使用した。
結果: Microarray analysisおよびqRT-PCRにより去勢したmiceのASCにおいてProliferin (PLF) の発現

が増幅されていることを認めた。またWestern blottingによりASCから採取したCMにPLFが分泌され
ることを確認した。このPLFを含むCMはhuman臍帯静脈内皮細胞およびmice前立腺腫瘍細胞の細胞
増殖能を増強し，且つ抗PLF抗体によりPLFを中和したCMでは，その効果が有意に減弱することを

確認した。

結語: 去勢は前立腺周囲脂肪組織のCytokines/Growth Factors分泌能に変化を与え，CRPC進展
mechanismに寄与する可能性が示唆された。

Key words: 脂肪由来間質細胞，去勢，proliferin，前立腺癌
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上顎骨由来間葉系細胞の骨形成能の評価および無血清培地の活用

石黒　匡史，山崎　安晴，馬場　香子，杉本　孝之，武田　啓，内沼　栄樹

北里大学医学部形成外科・美容外科学

目的: 上顎骨は口唇裂・口蓋裂など従来の手術時に，過剰な侵襲を患者に与えることなく採取でき
る自家組織であることから，我々は上顎骨由来間葉系細胞 (MSCs) に着目した。またウシ胎児血清
(FBS) 使用によるリスクの回避も重要である。このため当研究では上顎骨由来MSCsをin vivoとin

vitroで，FBS添加培地と無血清培地を用いた培養により骨形成能を比較検討した。
方法: 手術時に破棄される上顎骨余剰骨片から得られた上顎骨由来MSCsを無血清培で培養し，骨分
化誘導用無血清培地により骨芽細胞へ分化誘導した。対照として従来のFBSを用いた培養・分化誘

導を行った検体を作成した。In vitro studyではアルカリフォスファターゼ (ALP) 活性の定量，カル
シウム産生の定量，real time RT-PCRによる骨芽細胞マーカーを測定した。In vivo studyでは，MSCs
をハイドロキシアパタイト (HA) を足場として播種し，ヌードマウスに移植した。8週後に検体を

摘出しH&E染色・免疫組織化学染色で組織学的に評価し，また形成された骨組織面積を比較した。
各群の比較にはunpaired Student's t-test検定を行った。
結果: In vitroでは，無血清培養検体とFBS培養検体のいずれでもALP活性，カルシウム産生，骨芽

細胞マーカーの発現を認めた。またこれらの結果では，二つの培養間で有意差を認めなかった。In

vivoでは，無血清培養検体とFBS培養検体に良好な骨組織形成を認めた。形成された骨組織に隣接
する細胞は抗ヒトオステオカルシン抗体陽性かつ抗ミトコンドリア抗体陽性でヒト細胞由来であっ

た。両者の骨形成面積に有意差は認めなかった。

結論: 上顎骨由来MSCsはin vitroでALP活性とカルシウム産生が確認でき，骨芽細胞の供給源となる
ことが示唆され，in vivoで骨組織形成が確認できた。したがって上顎骨は有用な骨形成細胞の供給

源であると考えられた。

Key words: 間葉系細胞，上顎骨，骨分化誘導，口唇口蓋裂，無血清培地

　原　　著 Kitasato Med J 2014; 44: 84-94　

The Kitasato Medical Journal和文要旨



70

陰茎に発症した孤発性神経線維腫 (von Recklinghausen氏病)

平山　貴博，松本　和将，名木　渉人，岩村　正嗣

北里大学医学部泌尿器科学

　外科的治療で軽快を認めた陰茎孤発性神経線維腫 (von Recklinghausen's Disease) の一例を報告す

る。症例は38歳男性で，陰茎根部左側の腫瘤および歩行時の疼痛を主訴に受診した。腫瘤と陰茎白
膜に癒着を認めず，外科的に完全摘除可能であった。病理組織学的診断は神経線維腫であった。術

後，歩行時の疼痛は改善した。また陰茎の感覚，機能に障害を認めなかった。陰茎に発症した孤立

性神経線維腫は調べて得た限り14例の文献的報告を認めるのみであり，比較的稀であると考えられ
た。

Key words: 神経線維腫，von Recklinghausen氏病，陰茎腫瘤

　症　　例 Kitasato Med J 2014; 44: 104-106　
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長期間凍結保存されたヒト骨組織由来間葉系細胞の

骨形成能，多分化能と安全性

熊澤　憲一，杉本　孝之，山崎　安晴，武田　啓，内沼　栄樹

北里大学医学部形成外科・美容外科学

背景: 我々は，ヒト骨組織由来間葉系細胞の凍結保存を行ってきた。口唇口蓋裂患者の骨移植にお
ける採骨の負担を軽減するために，凍結保存細胞の臨床応用を目的とし，長期凍結保存されたヒト

骨組織由来間葉系細胞の細胞特性と安全性の評価を行った。

方法: 10年以上凍結保存されたヒト骨組織由来間葉系細胞7検体を用い，in vitroでは骨分化誘導後

の骨マーカーの推移および脂肪分化誘導後の脂肪産生，in vivoでは組織学的な骨形成能の評価をそ

れぞれ行った。骨形成能に関しては，骨分化誘導群と非分化誘導群を統計学的に比較した。安全性

評価として染色体の形態検査，がん抑制遺伝子であるp53遺伝子の異常の有無とがん遺伝子の一つ
であるmyc遺伝子の発現の評価を行った。

結果: 凍結保存された細胞はin vitroでは，骨分化誘導により骨マーカーの上昇を認め，非分化誘導

群より有意に高かった (P < 0.05)。また脂肪分化誘導により脂肪細胞を確認した。in vivoではヒト

の細胞由来の骨組織の産生が認められた。安全性評価では，染色体の形態検査およびp53遺伝子，

myc遺伝子の異常は認められなかった。
結論: 10年以上凍結保存されたヒト骨由来間葉系細胞でも骨形成能や安全性は保たれていた。長期
間凍結保存されたヒト骨由来間葉系細胞は臨床応用できる可能性がある。

Key words: ヒト骨組織由来間葉系細胞，凍結保存，骨形成能，多分化能，細胞の安全性


