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アレルギー性鼻炎に対するトリクロール酢酸治療後の鼻粘膜おける

免疫組織学的研究

臼井　大祐1，八尾　和雄2，岡本　牧人3

1大船中央病院耳鼻咽喉科
2逗子中央耳鼻咽喉科
3北里大学耳鼻咽喉科

目的: トリクロール酢酸 (TCA) を用いたアレルギー性鼻炎の治療は，すぐれた臨床効果を示した。

この効果を裏付けるために，本研究において下甲介粘膜におけるTh2細胞，Th1細胞の浸潤数を計
測し，TCA治療粘膜と非治療粘膜間で比較した。
方法: 標本はハウスダストアレルギー性鼻炎を有する21症例に対して，鼻中隔矯正術と共に行った

下甲介切除によって得た。手術は持続する症状を軽減するために一側のみTCA治療を行った後に施
行された。各標本において，Th2細胞とTh1細胞は免疫組織染色を用いて確認された。それらの数
は1 mm2当たりの標本面積での浸潤数を算出した。

結果: TCA治療粘膜におけるTh2細胞の平均値と標準偏差は4.93 ± 2.83個/mm2，非治療粘膜では40.87
± 15.63個/mm2であった。TCA治療粘膜におけるTh1細胞の平均値と標準偏差は45.34 ± 25.34個/
mm2，非治療粘膜では124.32 ± 54.91個/mm2あった。これらからTCA治療粘膜と非治療粘膜の間で

は，両細胞数に統計上有意差を認めた。

結論: TCA治療はTh2細胞浸潤を抑制していたことから，アレルギー性鼻炎に対するトリクロール
酢酸治療は臨床的にすぐれた効果をもたらすことを意味していると言える。
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　原　　著 Kitasato Med J 2015; 45: 1-8　

The Kitasato Medical Journal和文要旨

マウスにおけるパラコートによる肺の線維化に対する

水素水の効果の検討

佐藤　千恵1，上條　吉人1，吉村　久仁子1，稲垣　泰斗1，

山谷　立大1，朝隈　禎隆1，馬嶋　正隆2，浅利　靖1

1北里大学医学部救命救急医学
2北里大学医学部薬理学

目的: Paraquat (PQ) 中毒は慢性期に肺線維化をきたすことが知られている。PQによる肺障害は，
酸化還元サイクルで生成された活性酸素が原因と考えられている。また水素には抗酸化作用がある

ことが知られている。私たちは，水素水摂取によりPQの慢性期肺障害を防ぐかどうかを研究した。
方法: 10週の雄のC57BL/6マウスにパラコートを投与し，パラコート投与+水素水飲水 (PQ + HW群)
とパラコート投与 (PQ群) にランダムに分けた。3週間後に肺の呼吸力学的，組織学的変化を調べ

た。

結果: 呼吸力学的に測定したところ，PQ + HW群の方がPQ群よりelastance (P = 0.010) とeta (P = 0.048)
が有意に低かった。complianceでは有意差は認めなかったが，PQ + HW群の方が高い傾向を認め

た。組織学的には，好中球の浸潤や線維化の所見がPQ + HW群の方が軽度であった。
結論: 水素水はパラコートによる肺障害を軽減する可能性が示唆された。

Key words: パラコート関連肺線維症，水素水，flexiVent
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褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術

平山　貴博，藤田　哲夫，岩村　正嗣

北里大学医学部泌尿器科学

目的: 腹腔鏡下副腎摘除術は副腎腫瘍の標準外科的治療として広く認知され，近年は褐色細胞腫に
おける有用性も報告されている。単一施設での褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術の周術期成

績を検討した。

方法: 1999年4月から2013年11月までに当院で腹腔鏡下副腎摘除術を施行し，病理組織学的に褐色細
胞腫と診断された23例を対象とした。検討は後方視野的手法で行った。
結果: 男性11例，女性12例，手術時年齢は中央値52 (19〜78) 歳であった。術前腫瘍径は中央値41 (15

〜85) mm，Body mass indexは中央値22 (16.0〜28.6) kg/m2で，全例経腹膜的到達法で施行した。患

側 (右 : 左) 14 : 9，手術時間は中央値170 (120〜545) 分，出血量は中央値30 (0〜1,420) mlであった。
開放術移行を1例認めたが，輸血を要した症例はなかった。また腫瘍径6 cm以上の褐色細胞腫を5

例認めた。

結語: 褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術は，腫瘍径の大きい場合に於いても安全に施行可能
で有用な治療法であると考えられた。

Key words: 褐色細胞腫，腹腔鏡下手術，副腎摘除術
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孤発性ALS剖検脊髄におけるOptineurin陽性封入体の

臨床病理学的検討

川浪　文，永井　真貴子，仁平　友子，荻野　美恵子，西山　和利

北里大学医学部神経内科学

目的: Optineurin (OPTN) は家族性筋萎縮性側索硬化症 (ALS) の原因遺伝子の一つである。孤発性
ALSにおけるOPTNの病態機序はまだ解明されていない。我々は，孤発性ALSにおけるOPTN陽性封

入体の臨床病理学的意義を調べた。

方法: 28例の孤発性ALSの海馬と脊髄の病理と臨床像を調査した。海馬歯状回，頸髄，腰髄の組織
切片についてOPTNとTDP-43の免疫染色を行った。OPTN陽性封入体の出現頻度によって孤発性ALS

症例をグループ分けし，所見を比較した。

結果: 脊髄のOPTN陽性封入体は，64%の孤発性ALSに認められ，海馬のOPTN陽性封入体は，28%
の孤発性ALSに認められた。一方で，脊髄のTDP-43陽性封入体は，96%の孤発性ALSに認められ，

海馬のTDP-43陽性封入体は，56%の孤発性ALSに認められた。発症年齢，死亡年齢，罹病期間は
OPTN陽性封入体の有無によって差がみられなかった。脊髄にOPTN陽性封入体をもたない孤発性
ALSでは認知症や，体重減少などの非典型的な初発症状を呈する症例が多い傾向がみられた。

海馬OPTN陽性封入体と，認知症との関連性は低かったが，海馬TDP43陽性封入体と，認知症の関
連性が認められた。

結論: ALSで認知症を合併する症例があることが知られているが，OPTN陽性封入体を持つ孤発性

ALSは，運動症状中心の古典的ALSの臨床像を呈する傾向があった。

Key words: optineurin，筋萎縮性側索硬化症，認知症，TDP-43
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抗マウスネフリンポリクローナル抗体投与による

新たな巣状糸球体硬化症マウス実験モデルの確立

翁　千香子1，鎌田　貢壽1，岡本　智子1，鎌田　真理子1，

村野　順也1，内藤　正吉1，青山　東五1，山中　望2

1北里大学医学部腎臓内科学
2防衛大学医学部外科学

背景: 腎糸球体上皮細胞足突起間のスリット膜に局在するネフリン蛋白は，腎糸球体の尿蛋白透過

性に関与する。フィンランド型先天性ネフローゼ症候群や一部の巣状糸球体硬化症ではこの蛋白の

遺伝子に欠損や変異が見られる。今回，我々はマウスネフリンcDNAを家兎に遺伝子免疫して誘導
した抗体をマウスに投与し，新しい実験ネフローゼ症候群モデルの確立を試みた。

方法: マウスネフリンcDNAのIg様1-8ドメイン，ファイブロネクチンドメインあるいは全長を挿入
した発現ベクター30μgを，遺伝子免疫法を用いて11匹の雌ニュージーランドホワイトラビット
(家兎) に2週毎，計4回投与する。同様に，コントロールベクターを3匹の雌の家兎に投与する。

cDNAの最終投与2週間後に家兎全血清を得る。マウス家兎IgGを精製して，C57BL/6Nマウスに経静
脈的に投与し，経時的に蛋白尿，血清アルブミン，血清総コレステロールを測定する。腎組織は，

IgG投与前，投与後2日目，7日目，28日目に得て，光学顕微鏡，蛍光抗体法，電子顕微鏡により評

価する。

結果: マウスネフリンcDNA全長の投与で得た家兎IgG 4mgを投与したマウスは，10匹中8匹が，最
大440 mg/mg・Crに達する大量の蛋白尿を示した。マウスネフリンcDNA のIg様1-8ドメイン，ファ

イブロネクチンドメインおよびベクターのみを免疫して得た家兎IgG 4 mgは，マウスに蛋白尿を
出現させなかった。マウスネフリンcDNA全長を免疫して得た家兎IgG 4 mgを投与したマウスのう
ち，陽性蛋白尿を呈したマウスの血清アルブミン値は有意 (P < 0.05) に低下し，血清コレステロー

ル値は有意 (P < 0.05) に上昇した。マウスネフリンcDNA全長により誘導された家兎IgG 4 mgを投
与したマウスの腎組織は，抗体投与後7日目以降の全ての腎組織が巣状糸球体硬化症を示した。一
方，マウスネフリンcDNAのIg様1-8ドメイン，フィブロネクチンドメインおよびベクターのみを免

疫して得られた家兎IgG 4 mgを投与したマウス腎組織は，いずれも微小変化群を呈した。
結語: マウスネフリンcDNA全長により誘導された家兎IgGを正常マウスに投与して，後天性ネフ
ローゼ症候群を伴う巣状糸球体硬化症動物モデルの作成に成功した。

Key words: 巣状糸球体硬化症，FSGS，ネフリン，マウスモデル，遺伝子免疫
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病院看護師における組織公平性と心理的ストレスの関連

伊藤　幸生，中村　佐紀，木村　理砂，森　まき子，岡野谷　純，

染村　宏法，佐々木　則夫，田中　克俊

北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学

背景: 病院看護師は，他の労働者に較べ精神的健康不調の割合が高いことが知られている。職業ス

トレス対策としては，個人レベルよりも組織レベルでの対応が必要とされる。海外の看護師を対象

にした研究では，組織公平性と，心理的ストレスは有意な関連を示すことが示されているが，日本

においては組織公平性と看護師の精神的健康度と関連を調べた研究は行われていない。そこで本研

究は，日本の看護師を対象に，組織公平性が看護師の心理的ストレスの独立した関連要因であるか

を調べた。

方法: 病院に勤務する看護師446名を対象に自記式質問票調査を行った。心理的ストレスの評価のた

めにK6尺度を，組織公平性の評価のために日本語版組織公平性尺度 (OJS-J) を使用した。心理的ス
トレスと組織公平性の関連を，K6得点を目的変数，OJS-J合計点及び下位項目点を説明変数とし
て，一般化推定方程式による線形回帰モデルを用いて調べた。

結果: 未調整のモデルと潜在的な交絡要因である参加者の属性で調整したモデルを作成した。両モ
デル共にK6点とOJS-J合計点の間に有意な関連が示された (P = 0.04)。また，OJS-Jの下位項目であ
る分配公平性，手続き公平性，対人関係公平性の各点においてK6点と有意に関連していた (P =

0.01，0.02，0.03，respectively)。
結論: 本研究において病院勤務看護師における組織公平性が心理的ストレスと有意に関連している
ことが示唆された。今後，看護組織の組織公平性に関連したさらなる研究が望まれる。

Key words: 組織公平性，精神的健康度，看護師，心理的ストレス
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ラットのクモ膜下腔に投与したフェンタニルとブピバカインの

神経毒性の比較

竹浪　民江1，福島　沙夜乃1，奈良　佳洋1，柳下　三郎2，

外　須美夫3，長原　由貴1，田中　一生1，岡本　浩嗣1

1北里大学医学部麻酔科学
2神奈川リハビリテーションセンター病理
3九州大学大学院医学研究院麻酔・蘇生学

背景: フェンタニルは脊椎麻酔時にブピバカインと混ぜてクモ膜下腔投与され，産科麻酔や日帰り
麻酔の鎮痛に用いられる。この研究の目的はフェンタニルとブピバカインのどちらの薬剤がより神

経毒性が高いのかを組織学的に検討することである。

方法: 生食で溶解したフェンタニル (0.05，0.5，1 mg/ml) またはブピバカイン (5，25，50 mg/ml) を
体重 (g) あたり0.12μlの量でラット (39匹) のクモ膜下腔に留置したカテーテルから投与する。コ

ントロールとしては生食単独を投与した。投与後，ラットの歩行程度と痛覚閾値の変化で機能への

影響を調べた。投与後7日目に第二腰椎と前根，後根，神経節，馬尾神経を含めて切除し，組織学
的検討を加えた。

結果: フェンタニル (0.05，0.5，1 mg/ml) またはブピバカイン (5，25 mg/ml) を投与したラットでは
組織学的異常は認めなかった。しかしながら，50 mg/mlのブピバカインを投与したラットでは後根
の軸索変性に基づく，後索外側に広がる組織病変を認めた。痛覚閾値は1 mg/mlフェンタニルと50

mg/mlのブピバカイン投与後2時間で有意に高かった。フェンタニルを投与したラットは1 mg/mlで
あっても1時間で徐々に高い閾値は回復していったが，50 mg/mlブピバカインを投与したラットは
高い閾値のままで，投与7日目では有意に閾値が低くなっていた。フェンタニル (0.05，0.5，1 mg/

ml) を投与したラットは各々，15分以内，1時間，1時間で正常歩行可能となり，ブピバカイン (5，
25，50 mg/ml) を投与したラットは各々，1，2，4時間で正常歩行可能となった。一時的な無呼吸
は0.05 mg/mlのフェンタニルで1匹に認めたが，0.5と1 mg/mlのフェンタニルでは一時的な無呼吸と

筋硬直の両方が認められた。ブピバカインを投与した群では全ての群でどちらの合併症も認めな

かった。

結論: 今回の結果，フェンタニルでは臨床濃度の40倍にあたる (1 mg/ml) であっても神経毒性変化

は認めなかったが，臨床濃度の10倍にあたる (50 mg/ml) のブピバカインでは神経病変を認めた。
ブピバカインは軸索変性に基づく感覚障害を引き起こす一方で，フェンタニルはブピバカインに比

し，呼吸抑制や筋硬直は強いが組織障害はより起こしにくい。

Key words: 組織学的検討，後根，軸索変性，後索，神経毒性
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reverse sniff時における呼気鼻腔内圧および呼気呼吸筋活動について

市川　毅1,5，横場　正典1,2，石井　直仁1,2，高倉　晃3，木村　雅彦2，

益田　典幸1,3，Paul A. Easton4，片桐　真人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
3北里大学医学部呼吸器内科学
4Department of Critical Care, University of Calgary
5東海大学医学部付属大磯病院リハビリテーションセンター

背景: 呼気呼吸筋力は最大呼気口腔内圧 (MEPmax) による評価が一般的であるが，神経筋疾患患者
や高齢者ではMEPmaxの測定が困難な場合があり，より簡便な方法が必要である。我々は，瞬時に鼻

をかむ動作 (reverse sniff) 時の呼気鼻腔内圧 (RSNEP) と呼気呼吸筋筋活動を測定し，呼気呼吸筋力
としての最大RSNEP (RSNEPmax) の有用性を検討した。
方法: ①対象は健常男性19名とした。機能的残気量 (FRC) 位から最大RSNEP (RSNEPmax) とMEPmax

を測定した。②対象は健常男性9名とした。FRC位から20〜40回の様々な強さのreverse sniff時の
RSNEPと呼気呼吸筋である腹横筋 (TA) の筋活動を同時に測定した。さらに，RSNEPmaxおよび

MEPmax時のTA筋活動を測定した。TA筋活動測定は1対のfine wire電極を超音波断層画像ガイド下に

直接留置し，最大筋活動に対する百分率 (%EMGmax) で評価した。
結果: ①RSNEPmaxは53.2 ± 16.3 cmH2O，MEPは93.4 ± 21.7 cmH2Oであった。RSNEPmaxとMEPmaxの

間に有意な正の相関を認めた (r = 0.60，p = 0.007)。②すべての被験者において，RSNEPとTA筋活

動の間に有意な正の相関を認めた (r = 0.772〜0.922，p < 0.001)。RSNEPmax時のTA筋活動は，MEPmax

時と有意差を認めなかった。

結語: RSNEPmaxは呼気呼吸筋の筋活動を反映しており，呼気呼吸筋力の一つの有用な評価法である

と考えられた。

Key words: 呼気筋力，reverse sniff，腹横筋，呼吸筋筋電図，呼気鼻腔内圧
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災害ボランティアのための惨事ストレス・事前トレーニングの有用性

岡野谷　純1,2，木村　理砂1，森　まき子1，中村　佐紀1，染村　宏法1，

佐々木　規夫1，伊藤　幸生1，田中　克俊1

1北里大学大学院　医療系研究科
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目的: 災害時にボランティアとして支援活動に参加する市民は大きな惨事ストレスを被ることがあ
る。災害支援に赴く前の惨事ストレスに関する研修が，活動後のストレスの軽減と関連するかにつ

いて調査した。

方法: 災害ボランティア派遣団体に所属する市民ボランティアを調査対象とした。災害支援に赴く
前に，災害救援活動においてストレスを生じること，具体的な症状，対処方法や相談窓口に関する

情報を内容とする研修を受けた群と，研修を受けなかった群との間で，災害支援後のImpact of Event
Scale-Revised (IES-R) 得点に違いがあるかを調べた。
結果: 2群間の平均値の違いを一般化推定方程式を用いて検定したところ，惨事ストレス研修受講群

のIES-R得点の平均点 (3.5点) は，ストレス研修非受講群 (4.8点) に較べ有意に低かった (P = 0.02)。
直近の活動終了からの本調査までの期間で調整した結果でも，ストレス研修受講群のIES-R合計得
点の平均点3.8点は，非受講群の平均値5.1点よりも有意に低かった (P = 0.02)。

結論: 災害時に支援活動をする市民において，災害支援に赴く前に惨事ストレスに関する研修を受
けたことは，活動後の惨事ストレス反応の軽減に有意に関連することが示唆された。災害ボラン

ティアの増加とともに，彼らに対して惨事ストレス研修を行なう必要性が高まっている。
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NR2B拮抗薬は，片側パーキンソンモデルラットにおいて両側前肢の

使用動作の減少と協調性不全に対するD1R作動薬の効果を調整する
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目的: パーキンソン症状におけるN-methyl-D-aspartate (NMDA) 受容体2Bサブタイプ (NR2B) の拮抗
薬の効果に関しては，いまだ議論の続く状況である。本研究ではパーキンソン病 (以下PD) におけ

るNR2B拮抗薬の効果を明確にするためD1R作動薬SKF38393 (以下SKF) とNR2B拮抗薬ifenprodilの
単独投与とSKFとifenprodilの併用投与の投薬実験をシリンダーテスト使用にて実施した。
方法: 片側PDラットを8群に分け実施した。シリンダーテストは，投薬30分後の活動動作の評価と

して15分間の前肢使用回数を見積もる形で評価した。薬物投与はSKF単独投与，ifenprodil単独投与
とSKFとifenprodilの併用投与で実施した。次にSKFとifenprodilによって影響を受ける脳の領域を同
定するためSKF単独投与後とifenprodilとSKF併用投与後におけるc-Fos の発現を片側PDラット脳の

様々な領域で評価した。

結果: SKFの単独投与では，ほとんどがパーキンソン症状の前肢使用状態から使用率の促進を示し，
濃度依存的に前肢使用の頻度が増加していた。SKFとifenprodilの併用投与では，SKFによる動作改

善効果に影響を与えることなくSKF投与で誘導された両前肢の協調動作異常を改善する結果が得ら
れていた。またifenprodilを併用した場合は，SKF単独投与時に誘発されていたc-Fosの発現を線条体
と視床下核 (以下STN) の領域で調整する結果を示していた。

結語: 我々は，ifenprodilによる片側PDの動作異常の改善効果は，パーキンソン状態の前肢がSKF投
与によって過剰動作に誘導された状況を改善したことに起因していると結論し，傷害側半球のSTN
と線条体はNR2B拮抗薬の抗パーキンソン効果を可能にするターゲットであると考察した。
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微乳頭構造を呈する肺腺癌は

術後病理病期のup-stagingを高頻度に高める
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目的: 肺腺癌をmicropapillary pattern adenocarcinoma (MPA) とnon micropapillary pattern adenocarcinoma

(NMPA) に分類し，それぞれにおいて術前病期診断精度について調査した。
対象と方法:  2008年から2013年の間に治癒切除された症例で，術前にFDG-PETが施行された肺腺癌
303症例を対象とした。対象となった症例は，組織学的に，MPAとNMPAに分類した。

結果: MPAではNMPAと比較して，有意に術後up-stagingを認めた (P < 0.0001)。さらに腫瘍 (T) 因
子では，MPAとNMPAにおいて，術後up-gradingに有意差を認めなかったが (P = 0.8271)，リンパ
節 (N) 因子においては，MPAで有意に術後up-gradingを認めた (P < 0.0001)。

結語: 肺腺癌において，症例により術前画像診断で検出できないリンパ節転移が存在する。FDG-PET
は有用な検査であるが，組織亜型により検出しにくいリンパ節転移があることを念頭において治療

を行う必要がある。
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腹腔鏡下に切除しえた小腸GISTの1例

石井　智1，中村　隆俊1，小嶌　慶太1，筒井　敦子1，三浦　啓寿1，

佐藤　武郎1，蒋　世旭2，渡邊　昌彦1

1北里大学医学部外科学
2北里大学医学部病理学

　小腸のGastrointestinal stromal tumor (GIST) は，比較的稀な小腸粘膜下腫瘍で術前診断に難渋す
ることが多い。治療法は唯一腫瘍の完全切除である。腹腔鏡が診断及び治療に有用であった小腸

GISTの1例を報告する。症例は65歳の女性で，回腸に約6 cmの境界明瞭な充実性腫瘤を認めたた

め，腹腔鏡下小腸部分切除を施行した。大きさは5.5 cm，免疫組織学的所見は，c-Kit陽性，CD34
陰性で，Ki-67 labeling index < 1%であり，中間リスクの小腸GISTであった。腹腔鏡を用いること
で小切開にもかかわらず腹腔内を広い範囲で観察し，適切な部位に最小限の皮膚切開で病変部の摘

出が可能であった。術後3年経過しているが再発は認めていない。
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術前診断しReduced port surgeryで治療した成人腸回転異常症の1例
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　本報告は術前診断した成人腸回転異常症をReduced port surgeryで治療した初めての報告である。

症例は31歳男性. 慢性腹痛精査で腸回転異常症と診断し，待機的手術を行った。手術は臍部にSILS
ポートを挿入し，恥骨上部に2.4 mmの細径鉗子を挿入し行った。腹腔内は，右側結腸は後腹膜に
固定されてなく，横行結腸と小腸間膜が十二指腸下行脚に癒着し，腸間膜根部が反時計方向に360

度捻転したincomplete rotation typeの腸回転異常を伴っていた。終末回腸から小腸を牽引し，腸間膜
根部の捻れを解除した後，横行結腸と小腸間膜の癒着を剥離し，再発予防の目的で十二指腸下行脚

を後腹膜に4針縫合固定した。Reduced port surgeryは安全で低侵襲かつ整容面でも優れた有用な術

式のひとつと考えられた。
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