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圧可変式バルブシャントシステムに対する

各種検査用受話器の影響 (in vitro) について

小幡　進1，宇治橋　善勝1，棟方　伸一1，石井　直仁2，狩野　有作3

1北里大学病院臨床検査部
2北里大学医療衛生学部
3北里大学医学部臨床検査診断学

背景: 圧可変式バルブシャントシステム (以下圧可変式SS) は体外から磁気により髄液流量を調整

するため，磁気製品への暴露が制限されている。ヘッドホンの影響については音楽用に関する検討

があるのみで，検査で使用するヘッドホンの安全性については基礎的文献が存在しない。今回，

我々は実際の聴力検査で想定される状況下での圧可変式SSへの影響について体外環境下で検討を

行ったので報告する。

方法: 圧可変式SSと検査用受話器を固定する体外モデルを作成した。気導聴力用受話器とは骨導聴
力用受話器は一般的に使用される機器をそれぞれ2種類選択した。それぞれのヘッドホンについ

て，検査で使用する各種音源を圧可変式SSに暴露させ，暴露時間，距離，音圧，周波数による影響
を検討した。

結果: 気導受話器の直流磁場は25.3 mT〜27.2 mT，骨導受話器の直流磁場は7.4 mT〜20.6 mTを示し

製品間には差は無かったが，メーカー間で差を認めた。受話器と圧可変式SS間の距離と暴露時間，
音圧と周波数変化での影響を検討した結果，いずれの条件おいても設定の変化は認められなかっ

た。

結論: 検査用受話器の磁場測定値は検査音や検査時間に左右されず低値であり，圧可変式SSの誤作
動は認められなかった。予め検査用受話器の磁束密度を正確に測定し，誤作動を引き起こすとされ

る28 mT以下であることを確認する事で，圧可変式SSに影響無く検査可能であると考えられた。

Key words: 圧可変式バルブシャントシステム，気導聴力用受話器，骨導聴力用受話器，磁気製品
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血管内皮細胞増殖因子がマウス内膜症モデルにおいて

内膜組織と血管新生を制御する

関口　和企1,2,3，細野　加奈子1,2，沼尾　彰子3，本田　雅子1,2,3，松田　弘美1,2，

天野　英樹1,2，川内　博人3，渋谷　正史4，海野　信也3，馬嶋　正隆1,2

1北里大学医学部薬理学
2北里大学大学院医療系研究科分子病態学群分子薬理学
3北里大学医学部産婦人科学
4上武大学医学生理学研究所

背景: 子宮内膜症は生殖年齢の女性に一般的な疾患である。近年子宮内膜症の進展に血管新生が関
与することが示唆されている。

方法: 子宮内膜の移植片 (直径3 mm) をホストとなるマウスの腹膜に移植することにより内膜症モ

デルを作成した。移植後の子宮内膜組織の発育と微小血管密度を計測して血管新生を評価した。移

植片内の血管内皮細胞増殖因子1型受容体 (VEGFR1) 陽性細胞を免疫染色にて観察した。
結果: C57BL/6 野生型 (WT) マウスの子宮内膜をWTの腹膜に移植した場合，移植後14日まで移植

片の発育及びCD31陽性の微小血管密度の増加を認め，以降減少した。VEGF中和抗体を腹腔内投与
すると，対照と比較し，有意に移植片の発育及び微小血管密度が抑制された。VEGFR1チロシンキ
ナーゼノックアウト (TK-/-) マウスの子宮内膜をWTに移植した (TK-/-→WT) 場合，WT→WTと比

較し移植片の発育は抑制されなかった。一方、WT → TK-/- 及びTK-/-→TK-/- の組み合わせではWT
→WTと比較し有意に移植片の発育が抑制された。WT→WT の組み合わせにおいて，子宮内膜移植
片内の大部分の細胞がVEGFR1陽性であった。また，移植片内にCD11b陽性細胞・S100A4陽性細胞

の集簇を認め，両者ともVEGFR1陽性であった。
結論: ホストもしくはホスト由来の細胞におけるVEGFR1シグナリングが，子宮内膜組織及び血管
新生の発育に関連する事が示唆された。VEGFR1阻害剤が子宮内膜症治療における有望な戦略の一

つと成り得る。

Key words: VEGF，子宮内膜症，血管新生
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経口フッ化ピリミジン系抗癌剤S-1による

下痢の危険因子と下部消化管毒性の内視鏡的形態学

西村　賢1,2，中山　昇典1,2，田邊　聡1，堅田　親利1，

東　瑞智1，石戸　謙次1，小泉　和三郎1

1北里大学医学部消化器内科学
2神奈川県立がんセンター消化器内科

背景: 抗癌剤は副作用として下痢を起こすことがあるが，下部消化管毒性に対する内視鏡学的特徴

は明らかではない。今回，我々は経口フッ化ピリミジン系抗癌剤S-1で生じた下痢の臨床的特徴と
下部消化管毒性の内視鏡的形態学を検討した。

方法: 北里大学東病院で2000年9月から2006年1月までにS-1またはS-1を含む併用療法で治療した消

化器癌患者を対象とし，下痢の危険因子に関連した臨床的特徴を後ろ向きに検討した。また，高度

な消化管毒性を生じた症例は，下部消化管内視鏡が行われており，その内視鏡学的形態学も検討し

た。

結果: 327例中90例 (27.5%) で下痢は生じていた。高齢者，女性，治療前の消化管手術の既往，放
射線との併用療法，治療前の排便回数が比較的多い集団が下痢の危険因子として抽出された。腹膜

播種を生じている症例では下痢は少なかった。Grade 3以上の下部消化管毒性を生じ，入院を要し

た8例全例に下部消化管内視鏡検査が行われていた。すべての症例で終末回腸病変があり，1例に直
腸病変がみられた。小腸病変はび漫性で比較的長い範囲に広がっていた。

結論: 我々はS-1により誘発される下痢の危険因子と内視鏡的特徴を同定した。

Key words: 抗癌剤，有害反応，下痢，内視鏡的形態学，S-1
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アロ抗原刺激CD8陽性T細胞によるHIV-1複製抑制機序の解析

長島　隆一, 小幡　文弥, 久保　誠

北里大学大学院医療系研究科生体機能医科学群臨床免疫学

背景: HIV-1抗原とは無関係なアロ抗原で刺激・誘導したCD8陽性T細胞は，細胞接触性にHIV-1複

製を抑制するが，その詳細な機序は不明である。本研究は，アロ抗原刺激CD8陽性T細胞による
HIV-1複製抑制機序の解明を目的とした。
方法: PHA刺激またはアロ抗原刺激CD8陽性T細胞と，HIV-1感染CD4陽性T細胞を共培養した。 HIV-

1複製抑制能はRT-PCRとWestern-Blotで評価した。分離したCD4陽性T細胞から，核と細胞質分画を
抽出しWestern-Blotを行い，NF-κB p65，Ets-1，IκB-α，HSP-90，AKIP-1について解析した。CD8
陽性T細胞は抗体で中和処理をし，CD4陽性T細胞はリコンビナントICAM-1で刺激した。

結果: アロ抗原刺激CD8陽性T細胞は，HIV-1感染CD4陽性T細胞内でHIV-1複製を抑制し，NF-κB p65
とEts-1の核移行を阻害した。IκB-α，HSP-90，AKIP-1はこの核移行阻害に影響しなかった。抗
ICAM-1抗体処理及び，リコンビナントICAM-1によるLFA-1刺激は，NF-κB p65核移行に影響しな

かった。

結論: NF-κB p65とEts-1核移行阻害は，アロ抗原刺激CD8陽性T細胞によるHIV-1複製抑制に重要で
ある。しかし，ICAM-1は接触性HIV-1制御因子の本質ではないことが示唆された。

Key words: NF-κB，Ets-1，核移行，HIV-1複製抑制，CD8陽性T細胞
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多発性筋炎・皮膚筋炎患者での肝障害について

和田　達彦，安部　学郎，工藤　雄大，小川　英佑，永井　立夫，田中　住明，廣畑　俊成

北里大学医学部膠原病・感染内科学

目的: 多発性筋炎および皮膚筋炎自体による肝障害を明らかにする。
方法: 2006年1月から2011年10月まで当院に入院した42名の多発性筋炎・皮膚筋炎患者を調査した。
うち6名は薬剤性肝機能障害，脂肪肝，転移性肝腫瘍，原発性胆汁性肝硬変，自己免疫性肝炎で

あった。対照として，運動によるクレアチニンキナーゼ上昇を示した8名の患者を調査した。疾患
群と対照群でのAST，ALT，CPKとAST/CK比，ALT/CK比，AST/ALT比の調査解析を行った。
結果: 疾患群は，対照群と比較して，ALT値，AST/CK比，ALT/CK比の有意な上昇を示したが、

AST，CK値については差がなかった。そして，疾患群のAST/ALT比 (1.37 ± 0.46，mean ± SD) は，
対照群 (2.41 ± 0.99) と比較して有意に低下していた (p < 0.0001)。多発性筋炎と皮膚筋炎との間
に，どの値に関しても差はなかった。さらに，疾患群36名中26名 (72.2%) で、対照群の最小AST/

ALT値を下回り不均衡なALT上昇を認め，26名中10名 (38.5%) で肝細胞障害性障害を呈していた。
結語: 多発性筋炎・皮膚筋炎患者では，CK上昇とは不均衡なALT上昇がみられた。このことから，
多発性筋炎・皮膚筋炎自体による肝障害の存在が示唆された。

Key words: 肝障害，多発性筋炎，皮膚筋炎
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基底細胞癌の術後再発に影響する因子についての検討

杉本　佳香1，武田　啓1，秋本　峰克1，杉本　孝之1，梶田　咲美乃2，内沼　栄樹1

1北里大学医学部形成外科・美容外科学
2北里大学医学部病理学

目的: 当科にて外科的切除を施行した基底細胞癌 (BCC) 患者について，治療成績の評価を行った。
方法: 当科で経験したBCC 126症例について，①年齢，②性別，③発生部位，④腫瘍長径，⑤初回

手術での切除マージンと断端の評価，⑥再発，⑦組織型，⑧永久標本と術中迅速検査との診断の不

一致率，について調査した。

結果: 発生部位としては，顔面に最も多く認められた。初回手術で特に断端陽性が多かったのは眼

瞼周囲と鼻部であった。眼瞼部の断端陽性例のほとんどは鼻側に存在し，鼻部も断端の陽性率が高

く，他の部位に比べ深部断端の陽性率が高かった。術後の再発は126例中3症例に認められた。再発
例の組織型はmorpheaが3例中2例でありすべて浸潤型であった。126例中36例に術中迅速病理検査を

施行した。術中迅速検査では陰性で，永久標本では陽性となった症例が5例あり，この中から再発
は認めなかった。

結論: 今回の検討では，腫瘍が鼻翼溝部と眼瞼内側にある場合と組織の浸潤形式が切除断端陽性の

リスクとなっていた。

Key words: 基底細胞癌，切除マージン，危険因子，浸潤型
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SSTによる研修医のコミュニケーションスキルの変化

油谷　元規1,2，高橋　恵3,5，滝澤　毅矢4，宮岡　等5

1けやきの森病院
2北里大学東病院
3北里大学北里研究所病院精神科
4北里大学大学院医療系研究科
5北里大学医学部精神科学

目的: 本研究では，ベーシックなコミュニケーショントレーニングを含めた精神科研修プログラム

を受けた群 (BT) と，精神科研修プログラムに加えて医療面接における困難場面や上達したい場面
のSSTを実施した群 (BT + SST) との間で、研修医のコミュニケーションスキル (CS) 及びソーシャ
ルスキル (SS) の変化にどのような違いがあるのかを研修医の主観的評価をもとにして検討した。

方法: 対象は北里大学東病院で2か月間の精神科研修を行った臨床研修医99名である。44名にはBT
を実施し，45名にはBT ＋ SSTを実施した。指標としてはCSを測るCommunication skills questionnaire
(CSQ) と，SSを測るKikuchi's Social Scale，18-item  (KiSS18) を用いた。なお，研修前後の計2回の

質問紙を完遂した63名を解析対象とした (BT群33名，BT + SST群30名)。
結果: 研修前後のCSおよびSSの変化を検討した結果，BT群では，CSQと自己主張CS (ACS) とでそ
れぞれ有意な向上を認めた。また，協調的CS (CCS) において，有意傾向の得点上昇を認めた。BT

+ SST群では，ACSと，KiSS18においてそれぞれ有意な得点上昇と中程度の効果量を認めた。ま
た，CSQの下位尺度である基本的CS (GCS) において有意傾向の得点上昇と中程度の効果量を認め
た。次に，BT + SST群とBT群との間でCSおよびSSの変化に違いがあるかを変化率から検討した結

果，Kiss18において有意差と中程度の効果量を認めた。また，GCSにおいて有意傾向と小程度の効
果量を認めた。

結論: ベーシックなコミュニケーショントレーニングを実施する精神科研修にSSTを加えることで，

ACS，GCSおよびSSへの効果が示唆された。

Key words:研修医，コミュニケーションスキル，ソーシャルスキル，社会生活技能訓練 (SST)，

精神科研修
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単球に対するセルトリズマブペゴルの効果の検討

星山　隆行1，松枝　佑1，東野　俊洋2，有沼　良幸3，永井　立夫1，廣畑　俊成1

1里大学医学部膠原病・感染内科学
2川崎市立川崎病院内科
3Center for Autoimmune and Musculoskeletal Disease, The Feinstein Institute for Medical Research, USA

目的: セルトリズマブペゴル (CZP) はヒト化抗TNF-αモノクローナル抗体のFab'断片をポリエチレ
ングリコール (PEG) で修飾した製剤で，Fc領域を有さない。今回，我々はCZPのヒト単球に対す

る直接作用について検討した。

方法: 健常人ボランティアより末梢血を採取し，比重遠心法にて末梢血単核球を分離した。その後，
磁気ビーズ法により単球を単離し，治療域濃度に調節したCZP，インフリキシマブ (IFX)，もしく

は対照としてのIgG，PEGと共に24穴の平底プレート上で培養した。24時間後にTNF阻害薬および
対照IgG，PEGを含まない培養液に交換し，LPSを添加して，さらに24時間培養した後の上清を回
収した。回収した上清のTNF-αおよびIL-6濃度をELISA法で測定した。培養液交換1時間後の単球

より総RNAを単離し，TNF-αのmRNAについてリアルタイムPCR法を用いて分析を行った。また，
リコンビナントTNF-α (1 ng/ml) にCZP，IFXを加えて2時間静置後のTNF-α濃度を測定した。
結果: CZPによる可溶性TNF-αに対する中和作用は，同じ濃度のIFXより強力であった。CZPもIFX

もそれぞれ対照PEG またはIgGと比較してTNF-αおよびIL-6の産生を有意に阻害していた。また，
CZPはPEGと比較して，複数の健常人から分離した単球のTNF-αのmRNA発現を有意に抑制してい
た。

結論: 本研究はin vitroでヒト単球に対するCZPの抑制効果を明らかにした。CZPの特徴は，可溶性
TNF-αに対する強力な中和作用とTNF-αのmRNA発現の抑制である。CZPはIFXと同等に単球のサ
イトカインの産生を抑制しており，CZPはFc受容体を介さない何らかの単球への直接作用を有して

いると示唆される。

Key words: セルトリズマブペゴル，IL-6，単球，ポリエチレングリコール
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亜硝酸由来の一酸化窒素の脳保護効果はNOS非依存性で

GC/COX/xanthine oxidase/PGIS依存性である

安藤　寿恵，奈良　佳洋，小坂　康晴，新井　正康，岡本　浩嗣

北里大学医学部麻酔科学

目的: 亜硝酸由来の一酸化窒素 (以下NO) の虚血再灌流時の脳保護効果の詳しい機序は明白ではな
い。また，NOはその濃度により脳保護効果や細胞傷害性を示す。亜硝酸由来のNOによる脳保護効

果の機序の解明と亜硝酸投与量による作用の違いを検討した。

方法: 雄性Sprague-Dawleyラット132匹を使用し8グループを作った。生理食塩水群と，亜硝酸ナト
リウム群にわけ，さらに各々付加薬剤なし群，NO合成酵素阻害剤 (以下L-NNA) 群，グアニレート

サイクレース阻害剤（以下ODQ）群、NO捕獲剤（以下C-PTIO）群、キサンチンオキシダーゼ阻害
剤 (以下XOi) 群，COX阻害剤 (以下COXi) 群，プロスタサイクリンシンターゼ阻害剤 (以下PGISi)
群に分類した。また，投与量依存性効果判定のため異なる投与量の亜硝酸ナトリウム群を3つ作っ

た。中大脳動脈閉塞を行い，その後再灌流した。5日後に脳にTTC染色を行い梗塞領域の判定を行っ
た。脳梗塞領域の脳全体に占める割合を計測した。

結果: 亜硝酸ナトリウムは用量依存性に梗塞を縮小させる傾向にあり，その効果はL-NNA存在下で

発現し，C-PTIO，ODQ，XOi，COXi，PGISi存在下では発現しなかった。
結語: 亜硝酸由来のNOによる脳保護効果は用量依存性の傾向があり，NOS非依存性，GC，XO，
COX，PGIS依存性経路の存在が示唆された。

Key words: 亜硝酸，NO，虚血再灌流，NOS，GC，COX，キサンチンオキシダーゼ，PGIS
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単層細胞の冷温障害に対するキセノンガス加圧による保護効果

青野　佳菜子1，佐藤　航太2，川口　翔子2，清川　沙耶花2，内田　健太郎3，氏平　政伸1,2

1北里大学大学院医療系研究科医用機械工学
2北里大学医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻生体工学
3北里大学医学部整形外科学

目的: 現在，全ての臓器，多くの組織，特定の細胞を対象に用いられる冷温 (0〜4℃) による保存の
可能期間は短いため，それを延ばすために新たな保護物質の考案が必要である。そこで，単層細胞

の冷温保存における障害に対するキセノンガス加圧による保護効果を検討した。

方法: 実験試料として，ヒト皮膚繊維芽細胞を培養皿に4.5 × 104 cells/dishで24時間単層培養した
ものを用いた。第1に試料にキセノンガスを0〜1.0 MPaで加圧し4℃で24時間保存し，保存後の細胞
活性の圧力依存性を調べた。 次に，この結果を基に0.5 MPaでキセノンガスを加圧し0〜72時間単

層細胞を冷温保存後の細胞活性を，培養液，ウシスコンシン大学液，ET-Kyoto液，それぞれの保存
液で調べた。

結果: ヒト皮膚繊維芽細胞に最適な加圧圧力は0.5 MPaであった。冷温保存後の細胞活性は，保存

液によらずキセノン加圧した方が加圧しないよりも高くなり，ET-Kyoto液で最も高い保護効果が得
られた。また，本実験においてクラスレートは生成されなかった。

結論: 単層ヒト皮膚繊維芽細胞の冷温保存に適切なキセノンガス圧力による加圧が，クラスレート

生成を起こさず，低温による細胞障害を低減し，そして，細胞の保存期間を延長させる効果をもた

らす可能性がある。

Key words: 保護効果，冷温保存，単層皮膚繊維芽細胞，保存液，キセノンガス加圧
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　症　　例 Kitasato Med J 2016; 46: 81-85　

小児急性中耳炎診療ガイドラインに準じて治療し

奏効した難治性中耳炎症例

落合　敦，鈴木　立俊

北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

　急性中耳炎は小児期において最も頻繁に遭遇する市中感染症であり，従来は経口抗菌薬の投与に

より臨床経過の良好な疾患と考えられていたが，近年抗菌薬化学療法の限界を示す症例が増加して

いる。今回私達は治療に苦慮した急性中耳炎症例を経験したので報告した。

　症例は1歳，男児。抗菌薬の内服や鼓膜切開にて改善するものの，再発を繰り返すため鼓膜
チューブ留置術を施行し良好な経過が得られた。

　本症例においては難治性・反復性中耳炎のリスクファクターに多く合致し難治・反復化の傾向を

認めたが，鼓膜チューブ留置術の考慮基準にも多く合致していた。保存的治療に抵抗する中耳炎に

対して速やかに考慮すべきであると考えられた。

Key words: 急性中耳炎，ガイドライン，鼓膜チューブ留置術
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　症　　例 Kitasato Med J 2016; 46: 86-90　

前頭洞 腫に対するナビゲーション下鼻内手術

落合　敦，鈴木　立俊

北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

　前頭洞の疾患に対しても鼻内手術が適応となるが，特に再発症例に対してDrafのドレナージ手術

が欧米では標準的術式になりつつある。今回私達はナビゲーションシステム下にその手術に準じて

再発性前頭洞 腫を治療し、奏効したので報告する。

　症例は81歳，男性。主訴は複視。CTにて左前頭洞に軟部陰影を認め，左眼窩内へ進展していた

ため緊急手術を施行し，先ず内視鏡下に鼻前頭管を観察すると骨性に閉鎖していたためキリアン法

へ変更した。3か月後に再発したため，ナビゲーションシステムを使用してDrafのドレナージ手術
III型に準じて鼻内前頭洞 腫開放術を施行した。現在，前頭管の閉鎖や 腫の再発もなく術後経過

良好である。

Key words: 鼻内内視鏡手術，ナビゲーションシステム，前頭洞 腫


