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巻　頭　言

ポストコロナの感染症研究

長崎大学感染症研究出島特区・特区長

森　田　公　一

Kouichi MORITA

長崎大学は江戸幕末オランダ人医師による長崎医学伝習所の開設に始まる。当時の日本で流行した重篤な
感染症のほとんどが長崎の出島を通して外来性にもたらされ、同様に世界初のワクチン : 種痘も長崎から
全国に普及した。またフィラリア症などの濃厚流行地域であった離島が多い地域特性により長崎大学にとっ
て感染症は長く最重要の教育・研究課題であり、感染症研究・人材育成分野で特色ある発展を遂げてきた。
現在では BSL-4施設も有し、5つの部局で 160名以上の研究者が感染症にかかわる教育・研究を行っており、
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）についても東京医科大学を始め、学外の多数の研究機関と共同研
究を実施している。
現在、日本では COVID-19の第 7波の真っただ中であり、出口が見通せない状況にも思えるが、諸外国

の状況を眺めるとワクチンだけでなく自然感染による獲得免疫も加わり流行が落ちつきをみせ、徐々に通常
の生活に戻りつつある地域も散見できる。医療も医学研究も社会生活もポストコロナの在り方を真剣に検討
する時期に来た。COVID-19に限らず、昨今の新興・再興感染症の増大がグローバル化に伴う複合的な要因
によることを考えると、我々は今後も新しい感染症のパンデミックへの備えを抜きにしてポストコロナを語
ることはできない。
未知の感染症を含む様々な感染症に対応するためには理にかなった研究・人材育成体制、社会システムの
整備が必須である。感染症領域においては、国内にない感染症の海外での先回り研究の実施、研究施設の整
備、感染症を治療する感染症専門医の充足等々、課題が山積している。感染症以外のあらゆる領域でもその
議論を活性化し 100年先かもしれない次のパンデミックに備えた維持可能な変革が求められる。
今回のパンデミックでは欧米諸国は迅速な対応により、ウイルス同定から 1年以内に、抗ウイルス薬、抗

体医薬品や mRNAワクチンを実用化して世界の対策に貢献しているが、我が国からは 2年半が経過した今
もワクチンが上市されていない。1980年代、日本がワクチンや抗生物質の研究で世界のトップを走ってい
た頃を知る者の一人として、忸怩たる思いである。2021年 6月の G7サミットでは「100日ワクチン構想」
が提唱された。通常の医薬品開発に必要な時間から考えるとありえない数字に思えるが、ハードルは高い方
がよい。日本の感染症研究が後れを取ったことを素直に認め全国の、大学、研究機関、企業の総力を結集し
て復活の道を歩まねばならない。
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森田　公一（もりた　こういち）　MORITA, Kouichi
昭和 31年 6月 5日生

現職名
　　長崎大学感染症研究出島特区・特区長（学長特別補佐）
　　長崎大学熱帯医学研究所・ウイルス学分野教授

学　歴
　　1981年  3月　　長崎大学医学部卒業（医師）
　　1985年  3月　　長崎大学大学院医学研究科修了（医学博士）

職　歴
　　1985年  4月　　長崎大学熱帯医学研究所　助手
　　1985年 11月　　米国ニュージャージー医科歯科大学　助手
　　1987年 11月　　長崎大学熱帯医学研究所　助手
　　1989年  2月　　長崎大学熱帯医学研究所　講師
　　1995年  5月　　世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務局感染症対策課課長
　　1998年  5月　　長崎大学熱帯医学研究所　講師（復帰）
　　2001年 10 月～現在　　長崎大学熱帯医学研究所　教授
　　2001年 10 月～現在　　WHO研究協力センター長
　　2009年  4 月～2013年 3月　　長崎大学熱帯医学研究所　副所長
　　2013年  4 月～2017年 3月　　長崎大学熱帯医学研究所　所長
　　2019年  4 月～2022年 3月　　長崎大学熱帯医学研究所　所長
　　2022年  4 月～現在　　長崎大学感染症研究出島特区　特区長（学長特別補佐）

受賞歴
　　2013年 10月　　熱帯医学会賞

専門分野
　　熱帯性ウイルス感染症、新興ウイルス感染症の疫学、診断、治療、予防

所属学会
　　 日本熱帯医学会、日本ウイルス学会、日本臨床ウイルス学会、日本感染症学会、日本バイオセーフティ
学会
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最 終 講 義

東京医大 45年を振り返って
45 years of Memories in 

Tokyo Medical University

土　田　明　彦
Akihiko TSUCHIDA

東京医科大学消化器・小児外科学分野
Department of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Tokyo Medical University

【要旨】　最終講義として、東京医大 45年間の歴史を振り返って以下の項目を概説しました。学生・
外科研修時代、海外留学、低侵襲手術の導入、ライフワークとしての臨床研究、主任教授・病院長・
常務理事としての経験、今後の東京医大に望むこと。過去 20年間、東京医大で様々な問題が生じま
したが、次世代リーダーの育成が急務であり、今後は私学の雄となるべく、若手教職員の奮闘に心よ
り期待します。

1

I.　は じ め に

医学部の学生時代を含め、45年の長きにわたり、
東京医科大学（以下、東京医大）に在籍し、東京医
大に育てていただきました。振り返ってみますと、
その時々では全力で取り組んできたつもりでした
が、今から考えると、もう少しできることがあった
のではないかと反省することが少なからずありま
す。45年間の主な軌跡をご紹介して、最終講義と
いたします。

II.　学生時代～外科研修時代

1956（昭和 31）年に長野県の諏訪湖のほとりで
生まれ、高校までは諏訪で暮らしていました。実家
は薬局や工業用薬品の卸業を営んでおり、自分では

家業を継ぐつもりでいましたが、親の勧めもあって、
1976年に東京医大に入学しました（表 1）。学生時
代は教室の前の方に座って、真面目に授業を受けて
ノートもしっかりと取っていました。そのせいか、
1年生の最初の試験の前に、複数の友人がノートを
コピーさせて欲しいと言ってきましたので、快く
ノートを貸したのですが、なかなか手元に返ってこ
なくて、自分の試験勉強に支障をきたしました。こ
の反省をもとに、試験の少し前に、大学近くのコピー
屋に自分のノートをコピーして置いておくようにし
ました。多くの同級生が私のコピーで試験勉強をし
て進級できたので、40年経った今でも同級生から
感謝されています。また、このお陰もあって、試験
の 1週間以上前には一通りの勉強が終了しており、
4～ 6年には試験の総合成績が 3位以内（特待生）

＊本論文は令和 4年 3月 11日に行われた最終講義の要旨である。
キーワード : 消化器外科医、ライフワーク、主任教授、病院長、常務理事
（連絡先 : 〒 226-0003　神奈川県横浜市緑区鴨居 2-21-11　牧野記念病院）

TEL : 045-933-4111　FAX : 045-934-8182
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で授業料が免除となり、少しは親孝行ができたので
はないかと思っています。クラブ活動ですが、管弦
楽団メディカルアンサンブル、ESSや今は無き合唱
部などを掛けもっていましたが、一番時間を費やし
たのはメディカルアンサンブルでした。卒業後は仕
事が忙しく遠ざかっていましたが、准教授になった
後半より、メディカルアンサンブルの部長を務め、
定期演奏会や歓送迎会にも顔を出すようになりまし
た。
卒業後は、現在のような卒後臨床研修制度はなく、
直ちに消化器・小児外科学分野（旧、外科学第三講
座）の大学院に進学しました。亡くなった祖母から
は、「お前は手先が不器用だから、外科には向いて
いない。」と反対されましたが、最終的に外科を選
んだのは、学生の臨床実習で最初に回ったところで
非常に印象深かったことと、その時の指導医が大変
よく面倒をみていただいたことが主な理由でした。
入局 1年目は、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器
外科・小児外科などをローテーションし、2・3年
目は関連病院に出向になりました。私が行った出向
先は、神奈川県湯河原町にある湯河原胃腸病院とい
うところで、東京女子医大消化器病センターを創設
した中山恒明教授が理事長として開設された病院で
した。中山教授は東京女子医大に来られる前は千葉
大学教授・病院長であり、食道癌の世界的権威とし
て非常に高名な先生でした（図 1）。もともと、湯
河原胃腸病院には東京女子医大から医師が派遣され
ていましたが、諸般の事情で医師の派遣が中止と
なって、中山理事長が当時の東京医大の主任教授で
あった木村幸三郎先生に依頼されて私が第一号とし
て出向することになりました。湯河原胃腸病院の常

勤医師は 5名で、院長・副院長は千葉大学、医長は
金沢大学、麻酔科が東京女子医大の出身で、手術手
技をはじめとする多くの環境が東京医大とは大きく
異なっており、その後の外科人生に大きな影響を受
けました。中山理事長は月に 1回開催される理事会
にお嬢様と一緒にお見えになられていましたが、出
向期間中に 1回だけ、中山理事長が執刀される手術
に第 2助手として参加する機会を得ることができま
した。院長・副院長も助手として参加していました
が、中山理事長の前では、蛇に睨まれたカエルのよ
うに非常に緊張されておりました。しかし、私は直
接の師弟関係ではなく、また、当時はそんなに偉い
先生だとは良く理解していなかったため、緊張する
ことなく平常心で糸結びをしていたところ、手術後
に院長からお褒めの言葉をいただきました。また、
ある時のことですが、中山理事長に成功の秘訣は何
かと質問したところ、① 人のやらないことをやる、
② 人よりも早くやる、③ やり始めたら途中で止め
ないことであり、特に ③ が重要だと教えていただ
きました（表 2）。今でも、中山先生の教えは、座
右の銘として心に刻んでいます。

2

表 1　略歴

1976年　東京医科大学入学
1982年　東京医科大学卒業
1986年　同上 大学院外科学専攻博士課程修了
1988年　 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校外科

に留学
1989年　英国ケンブリッジ大学外科に留学
1998年　牧野記念病院 外科部長
2012年　 東京医科大学 消化器・小児外科学分野 主任

教授
2012年　東京医科大学病院 副院長
2015年　 東京医科大学病院 病院長、東京医科大学 常

務理事
2022年　 定年退職、東京医科大学 名誉教授・兼任教授
　　　　 牧野記念病院 院長

図 1　故　中山恒明先生

表 2　成功の秘訣（by 中山恒明先生）

①　人のやらないことをやる
②　人よりも早くやる
③　やり始めたら途中で止めない
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III.　海 外 留 学

入局後 8年目に結婚し（図 2）、結婚式の 1週間
後に妻とともに、米国ロサンゼルスにあるカリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）外科に肝臓移
植の臨床研修をするために留学しました。当時の日
本では肝臓移植は行われておらず、来るべき移植外
科のスタートに向けて研修するのが目的でした。
UCLA滞在中に 100例を超す脳死肝移植手術に助手
として参加し、手術手技や周術期管理などを学びま
したが、この間に日本から 2名の患者さんが肝移植
手術を受けに来られ、そのお手伝いもしました。米
国の保険制度は日本とはまったく異なっており、成
功した者が良い医療を受けることができる仕組みに
なっていました。毎週 1回、手術患者を決めるミー
ティングがありましたが、担当医が医学的なプレゼ
ンテーションを行って手術適応があるかどうかを討
論した後、最後にソーシャルワーカーが保険会社な
どから医療費の支払いが可能かどうかを説明して、
問題なければ手術待機リストに載ることができまし
た。国民皆保険制度の日本では考えられないことで
非常に衝撃を受けました。また、日本から来た患者
さんの退院時の支払いに同席した際に、領収書の内
訳をみたところ、執刀医である Busuttil教授（図 3）
の手術手技料が 1回 2万ドルとなっており、当時年
間約 200例の執刀をしていましたので、それだけで
4億円を超える収入がありました。日本では、外科
を希望する医師が少ないですが、米国のような成果
主義をどこまで導入できるか、それによって希望者
の少ない診療科の医師を増やすことができるのでは
ないかと考えます。

ロサンゼルス滞在中のイベントとして、UCLAメ
ディカルセンターで長女が生まれました（図 4）。
結婚したての妻にとって、慣れない海外での出産で
非常に不安だったと思いますが、日本から妻の母親
に手伝いに来ていただきました。出産に立ち合った
際に、担当した産科医から「肝臓移植よりも出産の
方が感激するだろう !」と言われたことを今でも鮮
明に覚えています。翌年に、もう一つの研修先とし
て、英国ケンブリッジ大学の外科に親子 3人で移動
しましたが、英国の医療は日本と同じ皆保険制度で、
大学附属病院はほとんど存在せず、地域のコミュニ
ティー病院しかありませんでした。華やかな米国の
医療と比べると、対照的に非常に質素であり、どち
らかというと日本に近い感じでしたが、2つの異文
化を体験できたことは貴重な体験となりました。そ
の後、日本でも生体肝移植が開始となりましたが、
都内では小児を扱う施設がほとんどなかったため、
自治医大小児外科の協力を得ながら、東京医大で 4
例の小児生体肝移植を行いました。その後も続けて

3

図 2　結婚しました

図 3　 Ronald W. Busuttil, MD, PhD, FACS

図 4　アメリカで長女が生まれました
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いく予定でしたが、国立成育医療センターで小児肝
移植のプログラムが本格的に開始されたことなどの
理由によって、東京医大での継続は中止しました。

IV.　低侵襲手術の導入 
～若手医師に伝えたいこと

1980年代までは世界的に、外科手術といえば開
腹手術・開胸手術しかなく、“Big surgeons make big 
incisions.（偉大な外科医は大きく切開する）”が当た
り前の時代でした。1990年の夏、当時の木村幸三
郎主任教授より、「帝京大学溝口病院の山川達郎教
授が、日本で初めて内視鏡を使って胆嚢摘出術を
行った。東京医大でも山川教授をお呼びして、同じ
手術を行うので、助手として手術に参加するよう
に。」と言われました。これを聞いた時、『内視鏡を
使う手術なんて、外科医のやる仕事ではない。』と
正直に思いましたが、実際にやってみると、開腹手
術と違って、非常に小さなキズで手術ができるため、
術後の回復が早く、入院期間が短縮できることに驚
きました。この当時、消化器内科では、主として肝
臓の病態を診断するために、腹腔鏡検査が日常的に
行われており、内視鏡を腹腔内に入れて、肝臓の形
態を確認するとともに、組織生検や腫瘍生検がなさ
れていました。しかしながら、日本では誰一人とし
て思いつきませんでしたが、欧米においては、腹腔
鏡検査を外科手術に応用するという画期的な発想が
生まれ、コペルニクスの地動説並みのインパクトが
ありました（表 3）。その後、日本でも胆嚢摘出術
からスタートし、消化器外科のみならず、呼吸器外
科、心臓血管外科、泌尿器科、婦人科、耳鼻咽喉科
など様々な領域に内視鏡下手術が応用され、現在で
は多くの手術が内視鏡下に行われています。また、
2000年頃より米国ではこの延長としてロボット支
援下手術が開発され（表 4）、欧米を中心に広まっ
ていきました。東京医大は本邦で最も早くロボット
手術機器であるダヴィンチを導入し、臨床研究から
先進医療としてロボット支援下前立腺手術を開始

し、2012年の保険収載に大きく貢献しました。そ
の後、2018年には、呼吸器、消化器、婦人科領域
などが一括して保険収載に至り、右肩上がりに症例
数が増加しており、2020年までの統計では、ロボッ
ト支援下手術の累積手術件数は日本一の実績を誇っ
ています。
ここで医学生・研修医・大学院生など、若い世代
に強調したいことは、『社会生活を大幅に変える革
新的技術の多くは欧米で開発されている。日本人は、
目の前の技術を発展させ、昇華する能力には優れて
いるが、大きな変革を来たす技術は生まれない !』
ということです。医療以外の典型的な例として、携
帯電話の進歩があります（図 5）。1970年頃に、世
界で初めての携帯電話（移動電話）が開発され、そ
の後、日本ではガラケー多機能端末として進化しま
したが、あくまでも電話の領域を脱せず、また普段
では到底使いこなせない多くの機能が盛り込まれま
した。一方、米国では、1994年に IBMがタッチ式
パネル電話を開発し、2007年には初代 iPhoneが発
売され、電話というよりも持ち運び可能な小型 PC
として進化し、今や世界を席巻しています。若い世
代に伝えたいことは、既存の技術を修得して極める
ことは重要ですが、難しい手技や匠の技を時間をか
けて修得するよりも、いかに簡単に誰にでもできる
新しい技術を開発することに目を向けていただきた
い。そして、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術の
次に来る革新的技術を開発していただくことを期待
しています。

V.　ライフワークとしての臨床研究 
「膵・胆管合流異常」

大学人の使命として臨床研究は欠かせません。今
までに教室全体として、消化器癌の病態解明、早期
診断や新規治療法の開発など様々な課題に取り組ん
できましたが、私がライフワークとして長年携わっ
てきたテーマの一つに「膵・胆管合流異常（以下、
合流異常）」があります。合流異常は先天性の形成
異常であり、胆道癌のリスクファクターです。肝外
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表 3　腹腔鏡下手術の歴史

1970年　フランス　腹腔鏡下虫垂切除術
1988年　フランス　腹腔鏡下胆嚢摘出術
1989年　アメリカ　腹腔鏡下胆嚢摘出術
1990年　帝京大学　腹腔鏡下胆嚢摘出術
1990年　東京医大　腹腔鏡下胆嚢摘出術

表 4　ロボット支援下手術の歴史

1986年　 アメリカ　IBM・カリフォルニア大学で完全
股関節形成手術を実施

1994年　アメリカ　AESOP100が FDAで承認
2000年　アメリカ　ダヴィンチ Standardが FDAで承認
2001年　アメリカ　Zeusが FDAで承認
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胆管の拡張を来たすものと来たさないものに大別さ
れ、前者は先天性胆道拡張症と呼ばれています（図
6）。解剖学的に膵管と胆管が十二指腸乳頭部にある
Oddi括約筋の作用が及ばない十二指腸壁外で合流
し、膵液と胆汁が相互に逆流します。通常、胆管内

圧よりも膵管内圧の方が高いため、膵液が胆管内に
逆流し、活性化した膵酵素により癌原物質が生成さ
れ、胆道粘膜を長期にわたって傷害します。胆道粘
膜の破壊と修復が繰り返されることによって、細胞
回転が亢進して、種々の増殖因子や遺伝子変異が蓄

5

図 5　携帯電話の進歩

図 6　膵・胆管合流異常

＜正常＞ ＜膵・胆管合流異常：胆管拡張なし＞

＜膵・胆管合流異常：胆管拡張あり＞
＜先天性胆道拡張症＞
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積され、最終的に胆道癌が高率に発生します。した
がって、診断時に癌の合併がなくても、膵液と胆汁
の混入を防ぎ、胆道癌の発生母地を減らす予防的
手術（胆嚢摘出+肝外胆管切除）が推奨されていま
す1-4）。
私共の教室は、小児外科と成人の消化器外科が一
緒になっており、小児期に診断されて治療した症例
も長期にわたってフォローしています。このため、
全国でも合流異常の手術症例数が多く、手術検体を
用いて、病理学的検討から遺伝子学的検討まで多く
の研究成果を上げてきました。合流異常の病理組織
で最も特徴的なのは過形成（hyperplasia）です。こ
の過形成は幼小児期より胆道粘膜の大部分に出現
し、K-ras遺伝子変異を高頻度に伴っています。そ
の後、加齢とともに、化生上皮（metaplasia）や異
形成（dysplasia）がみられるとともに、種々の増殖
因子や遺伝子変異を伴い、最終的に発癌に至ります
（図 7）。この癌化過程は、大腸癌の adenoma-carci-
noma sequenceと同様に、hyperplasia-dysplasia-carci-
noma sequenceがあるものと考えられます。遺伝子
変異や増殖因子に関しても、手術検体や動物実験を
介して多くの検討を行ってきており、文献的な考察

も加えてまとめたものを図に示します（図 8）5-12）。
これらの研究成果は、日本膵・胆管合流異常研究会・
日本胆道学会が編集した「膵・胆管合流異常 診療
ガイドライン」の中でも引用されており、この領域
で一定の貢献ができたものと考えます1）。
最近のトッピクスとして、予防的手術をした後に、
残っている肝内胆管や膵内胆管に新たな発癌を認め
る症例が増えています。予防的手術により、膵液と
胆汁が混ざり合って胆道粘膜を傷害することは無く
なったわけですが、これはおそらく、① 生来、種々
の増殖因子の異常や遺伝子変異が蓄積されているこ
と、② 予防的手術によって胆管と小腸が吻合され
ており、消化管液が胆管内に逆流することが発癌を
誘引する一因となっていることによると考えられま
す。私共は、合流異常の胆嚢粘膜の免疫組織学的検
討で、cyclooxygenase（COX）-2が高率に発現し、腫
瘍化や血管新生に強く関連していることを明らかに
しました。そこで、ハムスター合流異常発癌モデル
を用いて（図 9）、COX-2阻害剤の一つであるビタ
ミン K2による発癌抑制実験を行ったところ、ビタ
ミン K2投与群は、対照群に比べて、細胞周期が有
意に低下し、異形成や癌の発生が抑制されることを
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図 7　病理組織（Hyperplasia-dysplasia-carcinoma sequence）

正常 過形成

癌異形成
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報告しました13-14）。この結果は、予防的手術後の発
癌抑制に COX-2阻害剤が有効であることを示した
ものであり、臨床応用の可能性が期待できます。ハ
ムスター合流異常発癌モデルは、島根大学医学部消
化器・総合外科の田島義証教授（図 10）が 1990年
頃に考案されたモデルで、総胆管末端を結紮し、胆
嚢と十二指腸を吻合することで、合流異常類似の病
態を作り出します。これに、発癌物質である
N-nitrosobis（2-oxopropyl）amine （BOP）を投与する
ことで、高率に胆嚢や胆管に発癌します。当時、田
島先生が執筆された論文をもとに、自前でハムス
ター発癌モデルの作成を行いましたが、胆嚢と十二
指腸の吻合がなかなかうまくいかず、モデルの作成
に難航していました。田島先生とは面識がなく、考
えた末に、当時の所属先である長崎大学に電話をし
ましたところ、長崎市内の関連病院に所属している
ことを教えていただき、思い切って直接所属先に電
話をしました。初めてお話する田島先生はとても親

切に応対していただき、2か月後に開催される学会
で東京に来られることが分かり、その際に、東京医
大に来ていただいて、直接モデル作成の指導をして
いただきました。胆嚢と十二指腸吻合のコツを伝授
していただきましたので、その後の実験は予定通り
行うことができました。この時以来、田島先生とは
非常に懇意にしていただき、学会・研究会はもとよ
り、島根大学医学部の非常勤講師にご指名いただき、
島根大学の大学院生の講義を年 1回担当しました。
人と人の結びつきはちょっとしたキッカケで始まる
ものであり、思い立ったら躊躇せずに行動すること
が大切だと思います。

VI.　主任教授、病院長・常務理事としての経験

2012年 4月より、消化器・小児外科学分野の第 5
代主任教授に就任し、同年 9月から 3年間、大学病
院の副院長を兼務しました。ご存知のように、都内
には 13の医学部・医科大学があり、なかでも東京
医大のある新宿区には慶應義塾大学病院、東京女子
医大病院があり、激戦区の一つになっています。私
は主任教授として、まずは新宿区で一番になること
を目標に、「打倒慶應、打倒女子医大」を掲げ、医
局員を叱咤激励しました。具体的には、上部消化管
（食道・胃）、下部消化管（小腸・大腸・肛門）、肝
胆膵、小児外科のグループごとに、慶應、女子医大
に負けない手術件数を上げることを目指しました。
詳細な手術データが公表されていませんので、正確
な比較はできませんが、2020年度には、食道癌、
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図 8　癌化過程

図 9　ハムスター合流異常発癌モデル

図 10　田島義証教授
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大腸癌、膵癌においては、3病院の中でトップの手
術件数になりました。とりわけ、膵臓手術に関して
は、新宿区のみならず、全国の大学病院の中でトッ
プクラスの症例数となりましたが（図 11）、その理
由として以下のことが挙げられます。① 消化器内
科の頑張り : 消化器内科学分野の糸井隆夫主任教
授は、10年以上前から膵臓領域の内視鏡診断や治
療において、我が国のトップリーダーとして活躍し
ており、慶應、女子医大、医科歯科大学などで技術
指導を行ってきました。このため、他施設で難渋す
る症例が糸井主任教授のもとに紹介され、都内はも
とより全国から患者さんが集まっています。② 消
化器外科の頑張り : 永川裕一教授（現、主任教授）
をチームリーダーとする肝胆膵グループは、腹腔鏡
下手術、ロボット支援下手術を積極的に導入し、保
険収載前から臨床研究として膵臓手術を実施してき
ました。消化器内科から紹介される症例のみならず、
これら低侵襲手術を希望される患者さんが年々増加
しています。③ 積極的な広報活動 : 私は副院長を
2期 6年間、病院長を 1期 3年間務めましたが、副
院長の役割の一つとして医療連携を担当しておりま
した。近隣の医師会や医療機関に対して、病院全体
の宣伝を行うだけでなく、消化器外科の紹介を積極
的に行ってきました。以上の理由によって、膵臓手
術は過去 15年間で約 5倍に増加し、2020年には手
術症例の半数以上が低侵襲手術（腹腔鏡下、ロボッ
ト支援下）になりました。今後、膵臓以外の領域で
もトップクラスになることを期待しています。

2015年より 3年間、大学病院の病院長ならびに 3
附属病院担当の常務理事を務めました。この期間は、
2019年 7月に開業予定の新病院に向けて、新規購
入の医療機器・什器の選定、運用面のマニュアル作
成など、平常時の数倍近い仕事量となりました。ま
た、当時の理事長、財務担当の常務理事より、「新
病院の医療機器・什器に充てる費用は 80億円しか
出せないので、この範囲でやりくりするように。」
と無理難題を言われ苦労しました。通常、900～1,000
床の新規病院の医療機器・什器に必要な金額は 110
～ 120億円が相場であり、指示通りにするには、旧
病院の古い機器・什器を移設することになります。
折角の新病院開設にあたって、10年以上使い古し
た医療機器しかないのであれば、何のための新病院
か分かりません。そこで、当時の理事長、財務担当
常務理事にかけあって、自分の任期 3年間で収支を
大幅に改善させれば、その費用を医療機器・什器の
不足分に充当しても良いというお墨付きをいただき
ました。運用面での主な整備としては、① 新病院
に必要な部門の設置（細胞・再生医療センター、遺
伝子診療センター、不整脈センター、臨床研究支援
センターなど）、② 日本医療機能評価機構が実施す
る病院機能評価の受審、③ Patient Flow Management 
（PFM）の新設、④ 労働基準監督署の指導・勧告に
基づく時間外診療体制の構築、⑤ 厚生労働省関東
信越厚生局に指導医療官を派遣、などです。また、
収支改善として、主な増収策としては、① 医療連
携医登録制度の新設、② 指導料・加算の算定率向上、

図 11　膵臓手術件数の推移
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③ 麻酔科医師の定員増、④ 手術室看護師の手当新
設、⑤ 国際診療部の新設、⑥ 漢方専門医（常勤）
の招聘、⑦ 認知症疾患医療センターの新規承認な
どを行い、3年間で約 44億円の増収となりました。
主な経費削減策としては、① 医療機器購入の見直
し、② ジェネリック薬品の導入促進、③ 医療材料
購入の 3附属病院一元化、④ 手術キットの業者変
更、⑤ 職員の通勤手当の見直しなどを行い、3年
間で約 30億円の経費削減を行いました。これらに
よって、大学病院の事業活動収支差額（最終利益）
は年々増加し、2014年には約 15億円でしたが、
2017年には約 24億円と過去最高の黒字を上げるこ
とができました。この結果は、私一人の力ではなく、
すべての教員と職員が一致協力して目標に向かって
努力していただいた成果であり、この場を借りて改
めて感謝申し上げます。
常務理事としては、新宿の大学病院だけでなく、
茨城医療センター、八王子医療センターの運営に関
与しました。特に、茨城医療センターは慢性的な赤
字経営で、東京医大全体の重荷になっており、抜本
的な改革が必要です。そもそも人口 5万弱の小都市
に、500床の病院を建てること自体が無謀であると
以前より考えていました。そこで、茨城医療センター
再生プロジェクトを立ち上げ、現場の意見を集約し
ましたが、大幅に赤字を解消するようなものは出て
きませんでした。茨城医療センターの近隣には、筑
波大学附属病院（800床）や土浦協同病院（800床）
などの大病院があり、救急、がん診療、手術などの
高度な急性期医療はこちらを希望する患者さんが多
く、全国的に著名な医師を揃えない限り、とても太
刀打ちできないと思います。個人的には、ミニ大学
病院としてすべての診療科を揃えるよりも、リハビ
リ、神経、精神などに特化した病院にする方がニー
ズもあり、収益性に優れていると考えます。都市型
の大学病院ではなく、地域包括ケアの観点から、必
要とされる病院に移行するのが賢明であると思いま
す。残念ながら、自分の任期中に抜本的な解決はで
きず、この点だけが心残りです。

VII.　これからの東京医大に望むこと

東京医大は 1916年に日本医学専門学校（現日本
医科大学）の学生約 450名が学校の方針に異を唱え
て同盟退学し、医学界、政財界などの支援を受けて
設立された大学であり、世界的に見ても、学生が設

立者という極めて特異な歴史を有しています。100
年以上の歴史の中で、最近では、世界医学連盟が実
施する医学教育分野別評価を日本で初めて受審して
認証（後に取り消し、再受審予定）、日本で初めて
ロボット支援下手術を実施し 2020年度までの累積
手術件数は日本トップ、科研費などの公的研究資金
の獲得件数が上位クラスに増加など、教育・診療・
研究のいずれの領域でも一定の成果を上げていま
す。しかしながら、慶應義塾大学、順天堂大学、東
京慈恵会医科大学、日本医科大学など、歴史と伝統
のある私立医科大学・医学部と比べると、まだまだ
足りないところがあります。その要因の一つとして、
過去 20年ほどの間、数年おきに、心臓外科手術問題、
学位謝礼問題、公的研究費不正処理問題、保険不正
請求問題、入試不正問題などが生じ、東京医大の名
声を著しく貶めてきました。これらの問題の多くは、
大学法人役員（理事長、学長、病院長）や主任教授・
教授など、それぞれ組織のトップが引き起こしたも
のであり、問題が生じるたびに、第三者委員会や再
生プロジェクト委員会が立ち上がり、組織の上から
下に向けて、再発防止のための取り組みがなされて
きました。しかしながら、真に教育すべきは、組織
のトップであり、今まで東京医大では将来を担う次
世代リーダーを育てる試みがほとんど行われてこな
かったことに主な原因があるものと考えます。研究
倫理やコンプライアンス規範を遵守することは言う
までもなく、東京医大が私学の雄となるべき将来ビ
ジョンを有し、真のリーダーシップを発揮できる人
材の育成が急務です。今後の東京医大を担っていく
若い世代に期待しています。

VIII.　お わ り に

45年間の長きにわたり、東京医大でお世話にな
りましたことを深く感謝申し上げます。消化器外科
医、海外留学、主任教授、病院長・副院長、常務理
事など様々な経験をさせていただき、微力ながら大
学の発展に貢献してきたつもりですが、道半ばで定
年退職となりました。今後、東京医大が私学の雄と
して羽ばたくことを心より願っています。
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45 years of Memories inTokyo Medical University

Akihiko TSUCHIDA

Department of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Tokyo Medical University

Summary

　　As a final lecture, I looked back on the 45-year history of Tokyo Medical University and outlined the following items ; As 
a student, as a resident doctor, studying abroad, introducing minimally invasive surgery, clinical research as a life’s work, experi-
ence as a chief professor, hospital director, and executive director, and what I hope for Tokyo Medical University in the future.　
Although various problems have arisen at Tokyo Medical University over the past 20 years, there is an urgent need to develop 
the next generation of leaders, and I sincerely look forward to the efforts of young faculty and staff to become the leader of pri-
vate medical schools in the future.

〈Key words〉: GI surgeon, life work, chief professor, hospital director, executive director
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最 終 講 義

筋萎縮性側索硬化症の病態と治療
Pathogenesis and treatment of 
amyotrophic lateral sclerosis

相　澤　仁　志
Hitoshi AIZAWA
東京医科大学神経学分野

Department of Neurology, Tokyo Medical University

【要旨】　孤発性筋萎縮性側索硬化症（sALSと略す）は運動ニューロンが選択的に変性脱落するため
に骨格筋の著明な萎縮・筋力低下をきたし、最終的には呼吸不全に陥る神経変性疾患である。sALS
では AMPA型グルタミン酸受容体を構成しているサブユニット GluA2の Q/R部位の編集酵素
（ADAR2）の欠損が疾患特異的に運動ニューロンでのみ低下していることから、AMPA受容体を介し
た Ca2+流入が慢性的に過剰となり、TDP-43病理や核膜障害を引き起こして運動ニューロン死に至る
と考えられる。ADAR2のコンディショナルノックアウトマウスは ALSと同様の臨床症状と病理変化
を生じる sALSの病態モデルである。AMPA受容体拮抗薬であるペランパネルはこのマウスの病態進
行を有意に阻止したが、sALSを対象としたペランパネルの無作為化二重盲検臨床試験では、ペラン
パネル群で四肢の筋力は保たれる傾向は見られたものの、球症状の悪化、運動ニューロン以外に対す
る作用などで臨床的有用性は示されなかった。より根本的治療を目指して ADAR2の遺伝子治療が今
年度予定されている。

1

1.　筋萎縮性側索硬化症 （ALS） とは

筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis : 
ALSと略す）は中枢神経において選択的に運動
ニューロンが進行性に変性脱落するために、運動
ニューロンが支配する全身の筋肉が徐々に萎縮し、
筋力低下をきたし、最終的には呼吸筋も侵され死に
至る神経疾患である。典型的には 3-5年の経過で呼
吸不全をきたす。今までの研究から ALSの病態に
はタンパク代謝異常、RNA代謝および転送異常、

細胞骨格動態異常1）、興奮性アミノ酸などが関与し
ているとされているが、その運動ニューロン死に至
るカスケードについては不明な点が多く、臨床的に
十分有効な治療法が見いだせていないのが現状であ
る。本稿では ALSの 9割以上を占める孤発性 ALS
（sporadic ALS : sALSと略す）の分子病態を解説し、
研究と治療の展望について概説する。

2.　ALSの疫学

発症率は 10万人あたり年間およそ 1-2人2）、有病

＊本論文は令和 4年 3月 11日に行われた最終講義の要旨である。
キーワード : 筋萎縮性側索硬化症、AMPA受容体、ADAR2、TDP-43、核膜
（連絡先 : 〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 6-7-1）
TEL : 03-3342-6111 （2156）　FAX : 03-3342-6271　E-mail : haizawa@tokyo-med.ac.jp
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率は 10万人あたりおおよそ 3-5人である3）4）。本邦
では ALSガイドライン 2013によると有病率は 7-11
人とされて、60歳代から 70歳代が発症率のピーク
である。男女比は 1.3～1.4 : 1で、若年では男性の
比率がさらに高くなる。以前から外傷やスポーツと
の関連が指摘されていたが、現在では否定的と考え
られている。

3.　孤発性 ALSと遺伝性 ALS

ALSのうち 90から 95%は孤発性で残りが家族性
である。臨床で用いられている家族性 ALSは遺伝
学的には遺伝性 ALSであるが、ほぼ同意義で使用
されている。家族性 ALSでは 25以上の疾患関連遺
伝子が報告されていることから、その原因には複数
の病態が想定されるが、分子病態を説明できるまで
には至っていないのが現状である。今のところ蛋白
恒常性維持機構の破綻や RNA代謝異常、軸索や細
胞骨格異常など、sALSでも指摘されている病態が
関与しているとされている。また、家族性 ALSで
も約 50%は原因遺伝子が同定されていない。家族
性 ALSで同定されている病因遺伝子は国や地域に
よる頻度の差異があり、欧米では C90RF72 （chro-
mosome 9 open reading frame 72）の変異が最も多く、
次いで SOD1 （superoxide dismutase 1）である5）。本
邦では SOD1が最も多く、次いで FUS （fused in sar-
coma）が多い。本邦の遺伝性 ALSの中で C9ORF72
変異は少ないが、紀伊 ALSでは 20%に C9ORF72
変異を認める。

4.　ALSの症状

ALSでは上位運動ニューロンの変性による錐体
路徴候と下位運動ニューロンの変性による下位運動
ニューロン徴候が混在する。錐体路徴候は腱反射亢
進、Babinski/Chaddock徴候のような病的反射、痙縮、
腹壁反射の消失などを指すが、ある程度病変が進ん
でから認められる徴候なので検出感度は必ずしも高
くなく、上位運動ニューロン徴候の捉えにくさが早
期の確定診断を困難とする一因となる。下位運動
ニューロンは骨格筋を直接支配しているのでその変
性により筋肉は著明に萎縮し、脱力も強くなり嚥下
障害や呼吸障害など予後を左右する症状にも直結す
る（Fig. 1）。上肢遠位部の脱力で発症する典型的な
通常型に加え、嚥下障害や構音障害で発症する球麻
痺型、呼吸筋が主体で侵される呼吸障害型、上肢近

位筋が主体に侵されるフレイルアーム型、下肢遠位
筋が主体に侵される末梢神経型（実際には下位運動
ニューロン障害）、上位運動ニューロンが主体の原
発性側索硬化症などの亜型が知られている。現在用
いられている改訂 El Escorial診断基準や Updated 
Awaji診断基準では少なくとも 1つ以上の上位運動
ニューロン徴候と複数の領域の下位運動ニューロン
徴候をもって probable、laboratory-supported ALSと
診断している。ALSの症状の多彩さに加え、病勢
の多様性、上位運動ニューロン徴候が早期に捉えに
くいことなどがあり、その診断には発症から平均 1
年程度を要することが多い。

5.　ALSの神経病理

sALSの病理学的診断は脳幹・脊髄の下位運動
ニューロンの変性・脱落と反応性グリオーシス、
Bunina小体の存在、錐体路の髄鞘の淡明化などで
診断されていた。上位運動ニューロンの変性に関し
ては適切な部位が採取されたかという問題を抱えな
がら、変性した運動ニューロンやグリオーシスの存
在を確認する必要がある（Fig. 1）。sALSの残存運
動ニューロンでユビキチン陽性封入体報告され、次
いで TAR DNA-binding protein 43 （TDP-43と略す）
がその本体であることが知られるようになってから
は6）7）、TDP-43が sALSの病理診断のホールマーク
となっている（Fig. 1）。上位運動ニューロン（Betz
細胞）では大きな TDP-43陽性細胞質内封入体を形
成することはなく、びまん性もしくは小さな封入体
を形成することが多い。下位運動ニューロンでは核
内の TDP-43の発現が低下し、dot状の細胞質内陽
性像、さらには核内 TDP-43が消失し細胞質内に大
小様々な封入体を形成する像が確認される。また、
グリア細胞にも TDP-43がしばしば確認される。後
述するように、sALSの下位運動ニューロンにおけ
る TDP-43発現パタンの変化は、sALSで欠損する
adenosine deaminase acting on RNA 2 （ADAR2と略す）
の発現低下や核膜異常などの分子病理変化と密接な
関連がある。

6.　sALSの分子病態

（1）　運動ニューロンとグルタミン酸受容体
大脳皮質運動野の上位運動ニューロンから脳幹や
脊髄の下位運動ニューロンへの主要な神経伝達物質
はグルタミン酸である。グルタミン酸は中枢神経系

2
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の主要な興奮性アミノ酸であり、その受容体にはイ
オンチャネル型と代謝調節型がある。イオンチャネ
ル型受容体には N-メチル-D-アスパラギン酸
（NMDA） 受容体と α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid （AMPAと略す） 受容体、カ
イニン酸受容体、δ受容体が知られている。興奮性
アミノ酸による運動ニューロン障害は主に AMPA
受容体を介した8）9）、緩徐で少量の持続性 Ca2+ 細胞
内流入が関与する10）。AMPA受容体は GluA1から
GluA4までの 4種類のサブユニットの組み合わせか
らなる 4量体で一つの受容体を形成する。GluA2を
コードする GRIA2遺伝子のグルタミン／アルギニ
ン（Q/R）部位は他のサブユニット同様 CAGであ
るが、転写後にアデノシンがイノシンに置換（CIG）
される RNA編集（A-to-I置換）を受ける。イノシ
ンは翻訳時にグアノシンと認識されるため遺伝子上
はグルタミンをコード（CAG）しているにも拘わ
らずタンパクはアルギニン（CGGコドン）に翻訳
される。その結果、第二膜ドメインにある Q/R部
位は極性電荷を持つアルギニンがイオンチャネルポ
アに存在し Ca2+ などの陽イオンの透過を阻害する。
Q/R部位の RNA編集は ADAR2という RNA編集酵
素によって行われ11）、正常の運動ニューロンでは

AMPA受容体は 100%編集型 GluA2サブユニット
を有するため、Ca2+ 非透過性を示す。したがって
AMPA受容体からの Ca2+ 細胞内流入は主に GluA2
によって制御されているといえる（Fig. 2）。
（2）　 AMPA型グルタミン酸受容体の mRNA編

集異常と TDP-43病理
sALSの脊髄運動ニューロンでは、GluA2の Q/R

部位の編集率低下が疾患特異的に認められ12-14）、こ
の部位の RNA編集酵素 ADAR2の発現も特異的に
低下する14）15）。GluA2 Q/R部位の編集率低下により
正常では発現しない未編集型 GluA2が増加する。
未編集型 GluA2はより早く AMPA受容体に組み入
れられるため16）、Ca2+ 透過性AMPA受容体が増加し、
AMPA受容体からの慢性的で過剰な Ca2+ の細胞内
流入を引き起こし、最終的に運動ニューロン死に至
ると考えられる14）17） （Fig. 2）。

TDP-43は RNA結合核蛋白で転写やスプライシ
ングに関与するが、その機能は十分にはわかってい
ない。TDP-43は正常では核内に存在するが、sALS
の変性運動ニューロンでは核内の TDP-43が消失
し、細胞質内にリン酸化 TDP-43封入体を形成する
（TDP-43病理）6）7）。ADAR2を発現している運動
ニューロンには TDP-43病理は見られないが、

3

Fig. 1　Clinical picture and neuropathological features in sporadic amyotrophic lateral sclerosis
　　　  Atrophy of the tongue （A） and interosseus muscles of hands （B）.　The disappearance of upper motor neuron and phagocytic 

cells （C : arrow）.　Spinal motor neuron with phosphorated TDP-43 cytoplasmic inclusions （D : arrow）.
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ADAR2の発現が低下している ALS運動ニューロン
では TDP-43病理が観察される15） （Fig. 3）。ALSの
運動ニューロンでは Ca2+ の細胞内流入により活性
化したカルパインにより細胞質内の TDP-43が断片
化し、リン酸化され TDP-43が凝集して封入体を形
成する。さらに、細胞質内 TDP-43が封入体形成に
使用されると核内に移行する TDP-43が減少すると
考えられる18）（Fig. 2）。また、ADAR2の活性の維
持には Pin1が必要であり、ALSの TDP-43病理を

有する運動ニューロンでは Pin1発現が亢進してい
ることを明らかにした19）。これは ADAR2活性低下
を補完する方向で Pin1の発現が亢進しているもの
と考えられる。

sALS運動ニューロンに生じている分子病態を反
映したコンディショナル ADAR2ノックアウトマウ
ス（ADAR2flox/flox/VAChT-Cre.Fast : AR2と略す）で
は、進行性の運動麻痺が生じ、病理学的にも運動
ニューロン死が起こり20）、残存運動ニューロンには

4

Fig. 2　 Molecular pathological mechanism of the motor neuron death cascade in sporadic amyotrophic lateral sclerosis （sALS）

Fig. 3　ADAR2 and TDP-43 immunoreactivity in control and sALS spinal motor neurons
　　　  a-c　Control motor neuron was immunopositive for ADAR2 in the cytoplasm and nucleus and piTDP-43 in the nucleus.　d-f　

An ALS motor neuron immunoreactive to ADARA2 in the cytoplasm showed immunoreactivity to piTDP-43 in the nucleus.　
g-i　An ALS motor neuron lacking immunoreactivity to ADAR2 showed piTDP-43 positive cytoplasmic inclusions （arrow） 
and loss of piTDP-43 immunoreactivity in the nucleus.　*lipofuscin autofluorescence.　Scale bar indicates 20 µm.



東　京　医　科　大　学　雑　誌─ ─ 第 80巻　第 4号280

（　　）

TDP-43病理を伴う17）。この AR2マウスは臨床的に
も病理学的にも sALSの病態モデルであると同時
に、ADAR2欠損で ALSと同様の病態が生じること
を示している21）。
（3）　 AMPA型グルタミン酸受容体の mRNA編

集異常と核膜異常
ニューロンの機能維持には核膜を通した核酸や蛋
白の輸送が重要であり、その中心的役割を果たして
いるのが nuclear pore complex（NPCと略す）である。
sALSと AR2マウスにおいて、この NPCの frag-
mentationがカルパイン依存性に起こる。このよう
な細胞では転写活性も低下しており、NPCの異常
による核-細胞質間分子輸送の破綻が細胞死の要因
になっている22）。さらに、sALSではその神経病理
学的特徴である TDP-43病理の程度と核膜病理の程

度が関連しており、sALSの運動ニューロンの変性
過程に両者が密接に関わっている22）23） （Fig. 2, 4）。

7.　FUS-ALSの分子病態

FUSは TDP-43と同様、RNA結合部位を有する
核内タンパクである。FUS遺伝の mutationでも
ALS が 報 告 さ れ（FUS-ALS） て い る。FUSP525L 
mutationを有する症例でも sALSと同様に ADAR2
活性が低下する。また、この症例では FUS病理の
進行と共に核膜異常をきたすことが明らかになっ
た24）。すなわち、遺伝性 ALSの少なくとも一部で
は孤発性 ASLと同様、ADAR2欠損が病態に関与し
核膜障害も起こすことが示された。

5

Fig. 4　TDP-43 and NUP62 immunoreactivity in control and sALS spinal motor neurons
　　　  TDP-43 was localized to the nucleus （arrowheads） and NUP62 immunoreactivity was present along the nuclear membrane in 

control spinal motor neurons （A-H）.　Motor neurons with decreased nuclear TDP-43 （arrowhead） exhibited fine TDP-43-

positive dots （arrow） within the cytoplasm in sALS （I-L）.　NUP62 was present in the disrupted nuclear membrane of sALS 
spinal motor neurons with apparent TDP-43 mislocalization （arrows, arrowhead） （M-P）.　NUP62 immunoreactivity was 
absent （arrowheads） in some of the atrophic sALS spinal motor neurons with apparent TDP-43 mislocalization （arrows） 
（Q-T）.　*Lipofuscin.　DAPI : 4′,6-diamidino-2-phenylindole, NUP62 : nucleoporin p62, sALS : sporadic amyotrophic 
lateral sclerosis, TDP-43 : 43-kDa TAR DNA-binding protein.　Scale bars indicate 30 µm.
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8.　sALSの分子病態に対する治療ターゲット

sALSの病態から考えられる治療ターゲット
このような sALSの病態からは治療のターゲット

として ADAR2 活性の賦活化と AMPA受容体を介
した過剰な Ca2+ 流入の阻止が考えられる。また、
過剰な Ca2+ 流入の正常化に関しては、AMPA受容
体をブロックして過剰な Ca2+ の細胞内流入を抑制
する薬剤も有効な可能性がある。AMPA受容体を
ブロックするものとしては、ペランパネルのような
非競合的 AMPA拮抗薬、競合的 AMPA受容体拮抗
薬、アプタマーなどの核酸薬が想定される（Fig. 5）。

ADAR2 の遺伝子治療（ADAR2活性の賦活化）
ADAR2活性補充を目的として、AR2マウスへア
デノ随伴ウイルスベクターによってヒト ADAR2遺
伝子を導入すると、運動ニューロンでの RNA編集
活性が回復し、ニューロンの変性や TDP-43病理を
抑制しうるレベルの遺伝子発現を達成できることが
示されている25）。sALSにおける ADAR2活性低下
の原因は不明であるが、ADAR2遺伝子治療は病態
の進行を抑制するものであり、本年臨床治験が予定
され、その有効性が期待されている（Fig. 5）。

AMPA受容体のブロック
ペランパネルは本邦で開発され26）27）、抗てんかん

薬として市販されている薬剤である。有害事象には
中枢神経への作用としてめまい、過眠、頭痛があり、
注意を要するものとして転倒、運動失調、易怒性、
自殺企図などが知られている28）。ペランパネルのヒ
トでの血中半減期は平均で 105時間と極めて長いこ
とが特徴である。ペランパネルは選択的非競合的に
AMPA受容体をブロックし、半減期も長いことから、
ALS運動ニューロンにおいて Ca2+ 流入を持続的に
阻止すると考えられる。
ペランパネルが sALSの病態モデルマウスで臨床

的進行および神経病理学的変化を抑制したことか
ら29）、ペランパネルの sALSに対する多施設共同、
二重盲検、無作為化、プラセボ対照、並行群間比較、
第 II相試験を行った。主要評価項目は二重盲検期
における日本語版改訂 ALS Functional Rating Scale
（ALSFRS-Rと略す）の投与開始時から最終投与時
までの変化量で、安全性・忍容性についても評価し
た （CrinicalTrials.gov. ID NCT03019419, UMIN ID 
UMIN000025614）。その結果、四肢の筋力は保たれ
る傾向は認められたものの、ALSFRS-Rスケールの
うち球症状が実薬群でより悪化するため全体として
ALSFRS-Rを指標とした場合、有効性が確認できな
かった30）。その要因としてはペランパネルの AMPA
受容体以外に対する作用、すなわち電位依存性ナト

6

Fig. 5　Proposed molecular pathological mechanism of sALS and therapeutic targets
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リウムチャネルとM型カリウム電流を調整する作
用31）や複数のキナーゼに対する作用32）などが関与
していた可能性がある。

AMPA受容体をブロックする方法としては他の
非競合的 AMPA受容体拮抗薬や競合的 AMPA受容
体拮抗薬、さらにアプタマー33）などが候補になるが、
未だ臨床に使用できる段階ではない（Fig. 5）。

9.　ALSの研究および診療の課題

現状では ALS患者は数年の経過で呼吸不全に陥
り、病勢を阻止するのに十分な治療薬がないため対
症療法やケアが中心である。病態を解明し、それに
基づいた治療を行うことで症状の進行を抑制するこ
とは可能と考えられる。sALSの脊髄前角細胞では
特異的に ADAR2が欠損することが明らかになって
以来、ADAR2欠損が Ca2+ 依存性カルパインの活性
化を介して TDP-43病理や核膜変化を引き起こし最
終的に運動ニューロン死に至る経路が明らかになっ
た（Fig. 5, 6）。今後は ADAR2の欠損を引き起こす
要因の解明および治療ターゲットに対する有効で有
害事象の少ない治療法の確立が必要である。
神経変性疾患に共通している事ではあるが、ALS
の臨床的な発症時には、中枢神経系ですでに病態が
進行している可能性が高く、発症前もしくは発症早
期の発見方法、バイオマーカーの開発も必要である。
また ALSの発症時期には症状は多様性があるため、
ALSFRS-Rに代わりうる臨床的多様性に応じた評価
指標も必要である。ALSは未だ解決できていない

問題が山積している疾患であるが、研究を継続する
ことにより、いずれ患者の QOLに貢献できるもの
と信じている。
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特 別 講 演

カダバー・サージカルトレーニングの 
発展と今後の展望

The development and future prospects of 
cadaver surgical training

本　間　　　宙
Hiroshi HOMMA

東京医科大学救急・災害医学分野
Department of Emergency and Critical Care Medicine, Tokyo Medical University

【要旨】　外傷外科手術の献体による off-the-job研修（カダバー・サージカルトレーニング）として、
東京医科大学救急・災害医学分野は、2007年に人体構造学分野の協力の下、「献体による外傷手術臨
床解剖学的研究会」基礎コースを、まずは学内関係者向けに立ち上げた。2012年の「臨床医学の教育
及び研究における死体解剖のガイドライン」公表を経て、同年からの厚生労働省委託事業「実践的な
手術手技向上研修事業」に本学が選定されたことを受けて、研究会・基礎コースは公募による学外医
師をも対象としたオープンコースに発展した。また、この基礎コースは、2014年からは産業医科大学、
2017年からは愛媛大学および北海道大学、2019年からは東北大学、2022年からは大分大学と提携し、
現地での同内容の研究会を開催している。
　基礎コースの研修内容は、基本手技を含む、胸部・血管・骨盤腹部・四肢外傷に関する全 21手技
で構成されている。受講者の評価には、21手技に対する 11段階の自己習熟度評価スケールを用いて
アンケートを行い、受講前・受講直後・半年後の変化を比較検討し、臨床実践を含めた研修の有用性
を認めている。
　基礎コース既受講生からの高難度手術研修希望の声を受け、2015年度から上級者向けのアドバンス
ドコースの開催も始めている。このアドバンスドコースは、本学においては飽和食塩溶液固定法献体
を用いて、肺切除術、肝切除術、腹部大動脈損傷修復術、骨盤創外固定・後腹膜ガーゼパッキング術、
下腿筋膜切開術を研修している。
　本学においては、人体構造学分野とカダバー・サージカルトレーニングを行う関係分野（科）とで
構成される「サージカルトレーニング担当者委員会」が中心となって、脳神経外科学、麻酔科学、口
腔外科学、消化器・小児外科学、形成外科学、呼吸器・甲状腺外科学、耳鼻咽喉科・頭頚部外科学分
野で研修が行われ、今後の発展が期待されている。

1

令和 4年 6月 18日　第 189回東京医科大学医学会総会における特別講演
キーワード : カダバー、サージカルトレーニング、臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン、献体に
よる外傷手術臨床解剖学的研究会、C-BEST
（連絡先 : 〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 6-7-1　東京医科大学病院救急・災害医学分野）
TEL : 03-3342-6222（内線 5781）　FAX : 03-3342-5687（医局直通）
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は じ め に

解剖用遺体のことを英語でカダバー（Cadaver）
と表記し、その語源はラテン語の「倒れたもの」に
由来する。よって、遺体を使用した手術研修は、カ
ダバー・サージカルトレーニング（Cadaver surgical 
training）と称されている。本稿では、このカダバー・
サージカルトレーニングの歴史的背景からはじめ、
ガイドラインの発表により本邦で急速に広がってき
た遺体手術研修と、ほぼ同時期に本学でも開催され
てきた研修状況を解説し、その発展と今後の展望に
ついて概説する。

遺体を使用した手術研修の歴史

16世紀に活躍したアンブロワーズ・パレ（1510-

1590 : フランス）は、理髪外科医から出発し、解剖
助手等で人体構造を学んだ後に外科医となり、最終
的には宮廷御用達になるまで出世した。近代外科の
発展において重要な功績を残し、整骨術に関する著
書はオランダ語訳を経て華岡青洲の手に渡り日本の
外科医療に多大な影響を与えた。医学史家から「優
しい外科医」と評され、「我包帯す、神、癒し賜う」
という言葉を残している。18世紀に活躍したジョ
ン・ハンター（1728-1793 : イギリス）は、遺体を
確保するために時には墓泥棒行為も厭わなかったと
の話も伝わっているが、遺体で各種の外科手術手技
を研究後に臨床実践し、その外科医としての名声は
今日に評伝や更には漫画にまでなっている。また、
彼の収集した解剖保存体等は、後述する英国王立外
科医師会に併設されたハンター博物館1）に所蔵され
ており、入館料を払えば誰でも自由に見学すること
が出来る。「実験医学の父」「近代外科学の開祖」と
呼ばれ、近代医学の発展に貢献した。種痘法を開発
したエドワード・ジェンナーは彼を師と仰いだとの
こと。
日本においては、古代から江戸幕府末期まで、人
体解剖が禁止されていたということが定説化してい
るが、そうではないとの異論もある。いずれの時代
においても、解剖の禁止を明文化した条文は見いだ
されてはいない2）。この定説禁止であった人体解剖
（腑分け）を初めて公式に行ったのが、山脇東洋
（1706-1762）で、彼は京都において 1754年に官許
を得て行った。1771年に江戸で最初に人体解剖（腑
分け）を行ったのが、杉田玄白（1733-1817）、前野

良沢（1723-1803）、中川淳庵（1739-1786）等で、
彼等による「ターヘル・アナトミア」の和訳本「解
体新書」はその後の蘭学外科医の発展に大いなる貢
献をした。
ところが、その後 21世紀の現在に至るまで、本
邦での遺体を使用した手術研修に関する報告は途絶
えている。刑法第 190条〔死体損壊罪〕（明治 40年
制定 : 法務省主管）のからみもあり、表だって行わ
れていなかっただけで、非公式ながら行われていた
可能性や、或いは、過去には経験ある上司の指導や
医学書等を頼りに、実患者さんにぶっつけ本番で手
術行っていたという側面もあったのかもしれない。
しかしながら、医療過誤等が社会問題となっている
現在、患者さんにぶっつけ本番というのは許されな
くなってきており、改めて遺体での研修ということ
がクローズアップされてきた。なお、これまでは「遺
体」という表現をしていたが、今後は本人意思によ
る体の提供ということで、「献体」という言葉に変
更して使用する。この献体、しかも冷凍凍結献体と
いう保存法での外科研修に関しては、村上が 2003
年から年 2～3回のペースで、手術セミナーとして
学外外科医も対象とし施行していた。これは学会や
医学誌3）にも報告されて大きな反響を呼んだが、逆
に学内外からの批判も浴びることにもなった。
村上が批判を浴びた原因は、日本には、臨床医が
献体を使って手術研修することを規定する法律がな
いことに拠る。死体を扱う法律は、先に述べた〔死
体損壊罪〕の他、死体解剖保存法（昭和 24年制定 :
厚生労働省主管）、献体法（昭和 58年制定 : 文部科
学省主管）の 3法があるが、解剖実習について明記
されているのは献体法における医学部学生の解剖実
習のみである（図 1）。臨床医の献体手術研修は「法
的に疑義がある」とされていた。

2

図 1　死体を扱う 3法律

死体解剖保存法（昭和24年制定）：厚生労働省が主管
死体の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することに
よって、公衆衛生の向上を図るとともに、医学の教育または
研究に資することを目的

献体法（昭和58年制定）：文部科学省主管
第2条 献体された遺体は医学部学生の正常解剖教育のみ利用

刑法第190条〔死体損壊罪〕（明治40年）：法務省主管

死体を扱う3法律
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外傷手術研修の現状と、献体研修の開発

近年、外傷による傷病者に対しては、カテーテル
手術等の保存的療法が主流となり、従来の体幹・四
肢切開による手術件数は減少している。しかし、従
来手術法でなければ助けられない外傷例は存在し、
対応できる外科医の必要性は続いている。更に、本
邦では外科医や全ての救急医が、外傷手術を専門と
しているわけではないので、外傷手術を得意とする
医師は多くはない。以上より、外傷手術に対応でき
る外科医・救急医の養成が必要とされているが、若
手医師に充分な手術教育の場が与えられていないの
が現状である。海外先進国でも状況は同じで、解決
策として献体を用いた外傷手術研修コースが開発・
施行されている。
海外の献体外傷手術研修コースとして DSTS

（Definitive Surgical Trauma Skills）4）5）というものがあ
り、筆者は 2007年にロンドンに在る、前出のハン
ター博物館が併設されている英国王立外科医師会
で、講義と献体研修による 3日間コースに参加した。
これは非常に有用であると印象づけられた。
この受講後に、東京医科大学での開催の可能性を
考えた。前記村上の経緯もあり、大きく手術研修コー
スと銘打って開催するのは問題あったが、死体解剖
保存法では「医学の教育または研究に資することを
目的」とされており、医学研究としての臨床医によ
る局所解剖学研究は広く行われている現状はある。
そうであれば、学内医師を対象とした研究会形式な
らば、外傷手術研修は可能なのではないかと考えた。
東京医科大学人体構造学分野は、以前より「臨床
医から見た人体解剖の有用性を学生に教える」との
考えにより、医学生の系統解剖講義に臨床医が参加
する機会を設けていた。そして、救急・災害医学分
野は「解剖学的 Landmarkを学ぶ」として、「外科
的気道確保」「聴診三角」「中心静脈穿刺」を学生講
義していた。この様に、既に我々は人体構造学分野
と交流を持っていた。この関係より、献体による外
傷手術研修を行いたいとの意向を相談したところ、
研究会形式であれば可能であるとして協力いただけ
ることになった。そして、2007年より「献体によ
る外傷手術臨床解剖学的研究会」を全 1日間の日程
で、学内関係者向けに開催することとなった6）7）。

ガイドライン発表と厚生労働省献体手術研修 
モデル事業

前述の如く、東京医科大学救急・災害医学分野は
私的研究会として献体を使用した研修を行ってきた
が、献体の手術研修目的利用に関しては外科関連科
の多くで要望が上がっていた。それを受けて 2011
年、日本外科学会と日本解剖学会が法学者を交えた
検討を行い、「社会的に見て正当」な遺体の利用で
あるから死体損壊罪には該当せず、他の 2法を踏ま
えても「医学教育・研究の一環として、医科大学に
おいて、死体解剖保存法、献体法の範疇で実施する
もの」と、現行法の範疇で手術研究を行う正当性の
見解をガイドライン案として初めて示した8）9）。こ
のガイドラインは、2012年に正式なものとして発
表され、外科学会の HPからも閲覧することが出来
る10）。
ガイドラインでは、献体手術研修は「医科大学」
で行うことが明記され、これによって大学以外の
NPO団体等が、海外からの輸入献体等を用いて行
うセミナーは認められないことになった。また、実
施にあたっては、大学の倫理委員会での承認は必須
となっている。我々はこのガイドライン発表を受け
て、研究会開催を一旦中止し、本研究会がガイドラ
インに沿ったものであるかの確認作業を行った。研
修目的は、「確立した手技であるが、難度が高く、
高度な技術を有する手術手技」に相当しており、ま
た東京医科大学医学倫理委員会での承認も得た。更
に、献体希望者からは改めて生前に、ご自身の体を
死後、手術研修利用にも使わせて頂く事に了解を頂
いた。以上により、東京医科大学「献体による外傷
手術臨床解剖学的研究会」は、ガイドラインに合致
していることが確認された。
このガイドラインの発表を受け、同年の 2012年
に、厚生労働省は献体手術研修のモデル事業「平成
24年度実践的な手術手技向上研修事業」を公募し
た。東京医科大学は救急・災害医学分野として応募
し、委託事業者として採択された。なおこの事業に
は 2012年時、他に全国から札幌医科大学、東北大学、
岡山大学、愛媛大学も選定されたが、東京医科大学
はこの時点で唯一の私立大学、救急医療としての応
募も唯一であった。事業は年度毎に公募がなされて
2022年現在継続しており、全国を 6ブロックに分
けて、各ブロックから 2大学が採択される原則とし

3



本間 : カダバー・サージカルトレーニングの発展と今後の展望 ─ ─2872022年 10月

（　　）

て採択大学を増やしていった。東京医科大学は、関
東・信越ブロックに属し、2012年度から 2019年度
まで継続して採択された。

「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」 
（基礎コース）の開催概要

受講対象は、主に外科専門医を習得した医師経験
年数 10年目前後を意識している。受講料は献体火
葬費に充当するために 1～2万円を徴収。受講生は
学会（日本救急医学会、日本外傷学会、日本 Acute 
Care Surgery学会）よりの公募、指導講師による推
薦で全国より募っている。また、公募の応募要件は、
前記の救急・外傷・Acute Care Surgery学会の学会
員であり、かつその所属学会評議員の推薦があるこ
と、日本救急医学会専門医・日本外科学会専門医・
日本脳神経外科学会専門医・日本整形外科学会専門
医のいずれかの資格を有する医師 20年以下の若手
医師としている。評議員推薦の項目を入れたのは、
献体研修を social networking service等で興味本位に
敬意なく取り上げたりするような不心得者が入らな
いようにする、いわば受講生の質を確保する理由で

あり、応募用紙には受講理由を記載する欄を設け、
献体研修を患者救命に役立てたいという崇高な目的
を持った者に受講機会を与える様にしている。なお、
2020年度からは COVID-19流行にて公募は一時中
止している。
研修は、参加前のアンケート結果等から、受講生
の経験度レベルに応じて、当初 3つのグループ分け
を行い、ホルマリン固定献体を 3体使用して開催し
ていたが、2014年度よりは、他の診療科でも献体
研修を行うようになり、献体数が確保できない問題
点より、2グループ制（2献体を使用）に変更になっ
ている。
受講生の評価には、全 21項目の手技（表 1）に
対して、アンケートによる 11段階の自己習熟度評
価法（図 2）を使って、研究会の参加前と参加後で
どのように変化するかを検討している。具体的には、
各手技に対して、全く出来ないを 0点、経験者の助
手があれば出来るを 5点、1人もしくは初期研修医
レベルの助手でも出来るを満点の 10点として回答
してもらっている。この 21手技を含む内容を、全
1日で開催している（表 1）。研修で最も重要なこと

4

午前
 9 : 00-　準備
10 : 00-10 : 20
　オリエンテーション、黙祷
10 : 20-10 : 40
　【基本手技】
　1）　輪状甲状靱帯切開
　2）　胸腔ドレナージ術

10 : 40-13 : 00
　【胸部外傷】
　3）　心のう開窓術
　4）　緊急左開胸術 + 大動脈遮断
　5）　両側横切開開胸術
　6）　肺門部遮断術
　7）　肺損傷修復術
　8）　心房（下大静脈）損傷修復術
　9）　心室損傷修復術

※各セクション前に、実習内容に関する、
　スライドによるミニ講義を行う。

午後
14 : 00-15 : 30
　【血管外傷】
　10）　大腿血管露出
　11）　頸部血管露出
　12）　血管損傷修復（直接縫合、パッチ修復、
　　　　　　　　　　 端端吻合、シャント術）
15 : 30-17 : 00
　【腹部骨盤外傷】
　13）　骨盤（後腹膜）ガーゼパッキング
　14）　外傷緊急開腹術
　15）　肝門部遮断術
　16）　肝損傷ガーゼパッキング
　　　 腹部大動脈遮断
　17）　左側からの後腹膜アプローチ法
　18）　右側からの後腹膜アプローチ法
　19）　腎臓摘出術 + 腎門部コントロール
　20）　開腹術におけるダメージコントロール法
　
17 : 00-17 : 30  
　【四肢外傷】
　21）　 下腿コンパートメント症候群に対する緊急減張切開術

17 : 30-

　黙祷、納棺（納袋）、後片付け

表 1　「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（基礎コース）の開催スケジュール
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は、献体者に対する感謝の念を忘れないことであり、
受講生と講師・スタッフ全員による研修前の黙祷と、
研修後の黙祷および納棺（納袋）は必須としている。
受講生には、受講前・受講直後・半年後に、前出
の全く同じ自己習熟度評価アンケートを行い、全
21手技項目に対して、評価点数がどのように変化
したかを比較検討している。2012年と 2013年度に
受講した、全 135名に対するアンケート結果をグラ
フ化した（図 3）。これによると、自己習熟度評価
平均点、即ち手術に対する自信は、受講前と受講直
後、受講前と半年後で有意に上昇していた。しかし
受講直後と半年後では有意に下降していた。但し、
この結果をサブ解析すると、研修手技を実践し得る
職場である救命救急センターに勤務している者では
半年後の評価点は維持され、また文献的には複数回
研修に参加することで、評価点は維持されることも
示されている。即ち、献体研修で実習した手技を実
践すること、或いは献体研修に繰り返し参加するこ
とが、研修効果（研修で得た自信）の維持に重要で
ある事が分かった11）12）。
また 2012年から 2018年度に受講した、卒後 5年

目以下の初期・後期研修医 47名における自己習熟
度評価平均点の変化も、受講前と受講直後、受講前
と半年後で有意に上昇していたが、受講直後と半年
後では有意に下降するという上記研究と同様な結果
を得た。そして個々の手技では有用性が認められ、
更には受講生にはその後外科系研修の専攻意欲が増
えたとの興味深い結果も得られた13）。
こうした数値的検討もさることながら、研究会を
主催して嬉しいのは、半年後アンケートで、研修で
の手技が患者救命に役立ったとの感想が得られる事
である。残念ながら救命に至らない結果もあったが、
その例でも「以前なら手術もしないで諦めていた」
と受講生は述べている。献体研修を受講したことが、
何とか救命させたいと、手術に踏み切る勇気を与え
ているのは確かであった。特に印象的だったのが、
本来は外傷手術が専門でない消化器外科医が、研修
を受けたことによって手技が実践可能になったとの
感想を述べている事であった。救急外傷患者は、外
傷専門医のみでは対応し切れず、特に地域で頑張っ
ておられる一般消化器外科医の先生方に、献体外傷
手術研修を受けて頂く意義は高いと思われた。

2022年 3月末の時点での、研究会参加者を一覧
にしてまとめた（図 4）。全開催回数は 54回で、使
用総献体数は 123体、受講者総数は 507人、見学者
総数は 66人、延べ講師・スタッフ総数は 411人、
参加者総計は 984人となっている。受講生は、北は
北海道から南は沖縄、施設も大学のみでなく市中病
院外科等を含め、幅広く受け入れている。講師も、
救急外傷治療のエキスパート的な他学医師も複数招
聘している。また 2014年度から産業医科大学（年
1回開催）、2017年度から愛媛大学医学部（年 1回）
および北海道大学医学部（年 2回）、2019年度から
東北大学医学部（年 1回）、2021年度から大分大学（年

5

図 2　アンケートによる 21手技に対する自己習熟度評価（受講前、受講直後、半年後）

図 3　基礎コース／全 21手技に対する自己習熟度評価平均
点の受講前・直後・半年後での変化（2012-2013年度　
全 135名）
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1回）と提携して、同内容の研究会を現地で開催し
ている。なお本研究会の内容は、日本外傷学会監修
の「外傷専門診療ガイドライン」にも収載されてい
る14）。

カダバー・トレーニングの発展 :  
「飽和食塩溶液固定法献体の開発」と 

その研究会応用

我々は、よりリアルな研修を目指して、人体構造
学分野と共同で、使用する献体の固定法の改良につ
いても研究してきた。学生系統解剖実習で使用する
通常の献体はホルマリン固定だが、組織の硬化が問
題で、臓器修復等の手技は正直難しい。この問題点
を解決すべく、新鮮凍結献体や、低濃度ホルマリン
と食品添加物を使用する Thiel法固定献体が近年使
われはじめているが、特にコスト面が問題となって
いる。具体的には、ホルマリン固定献体作成に要す
るコストが 1体当たり 1,500円に対して Thiel法は
30,000円となっている。調べてみると、過去には高
濃度塩分を使用してホルマリン濃度を下げて作成し
た献体を、解剖教育用に使用したとの報告例が
Colemanによってなされていたが、注目されずに埋
もれていた15）。我々はこの論文をヒントに、飽和状
態の高濃度食塩を使用してホルマリン濃度を 0.75%
下げた溶液で、献体を固定する方法を開発し、1体
当たりのコストを 3,000円と低額にすることが可能

となった。この固定法 : 飽和食塩溶液固定法（satu-
rated salt solution method : SSS法）の組成は、25 L
溶液中〔20%ホルマリン 1 L、食塩 20 kg、フェノー
ル 0.2 L、グリセリン 0.5 L、イソプロピルアルコー
ル 4 L、水 19.3 L〕よりなり、その含有ホルマリン
濃度は 0.75%となる（通常のホルマリン固定法で
は 3.7%、Thiel法では 0.6%）。この SSS法による献
体で、「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（基
礎コース）の外傷手術手技や、カテーテル挿入手技
等を行ったところ、臓器触感もかなり生体に近い状
態であり有用であることが分かった16）17）。
基礎コース既受講生からの高難度手術研修希望の
声を受け、この SSS法固定献体を用いて、2015年
度より全 1日間のアドバンスドコースを開催した。
受講者は、これまでの基礎コースを上級者グループ
で受講した者とし、全対象者に受講案内を送り、希
望者を受け入れた。受講料は前出の如く献体火葬費
に充当する目的だが、開催回数と受講者人数を制限
しているために 2～3万円と基礎コースより高額に
なっている。
アドバンスドコースは 1日間の日程で、各臓器に
対するエキスパート医師を招聘し、（図 5）に示す
高難度手術を研修する。出血こそ体験できないが、
受講生からは肺や肝臓は実臓器触感に近いとの評価
を受けている。
本アドバンスドコースでも、受講前・受講直後・

6

図 4　2007-2021年度「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（基礎コース）の研修参加者概要
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半年後に、前出の 11段階自己習熟度評価スケール
を用いて受講効果を検証した。2015～2017年度に
受講した、全 43名に対するアンケート結果をグラ
フ化した（図 6）。これによると、1）自己習熟度評
価平均点は、受講前と受講直後、受講前と半年後で

有意に上昇。2）しかし、受講直後と半年後では有
意に下降。3）但し、この評価平均点を手技別にみ
ると、骨盤創外固定術（参加者の多くのベースが消
化器外科でこの手技に関わることが少ない）のみが
半年後で低下。4）固定法の違いによるアンケート
結果では、飽和食塩溶液固定献体による手術手技研
修は、ホルマリン固定献体によるものに比べて、全
ての手技に置いて有意に高評価。となっていた。ア
ンケートの自由感想欄からもかなりの満足度が伺
え、外科的スキルの高い医師にとっても、アドバ
ンスドコースの受講は有用性が高いことが分かっ
た18）19）。

2020年 3月末の時点での、アドバンスドコース
参加者を一覧にしてまとめた（図 7）。なお、SSS
法献体によるサージカルトレーニングに関しては、
国内他施設、更には海外でもでも行われるようにな
り、本学発の研究が世界に影響を与えている20）21）。
なお、基礎コースとアドバンスドコースでは、骨
盤ガーゼパッキングと下腿筋膜切開の 2手技が共通
研修項目となっているので、同手技に対する受講生
の自己習熟度評価の約 2-3年間の長期追跡が可能で
あった。その結果は、1）受講生の多数を占める腹
部外科医にも取り付きやすい骨盤ガーゼパッキング
は、アドバンスドコース受講前も自己評価点は保持
されており、受講後も半年後も保持。2）取り付き
にくい下腿筋膜切開は、アドバンスドコース受講前
も自己評価点は保持され、受講後に更に上昇し、半
年後も保持。という結果となっており、繰り返しの
受講でスキルが維持されるという、基礎コース論文
の考察を証明する結果となっている。受講生のコメ
ントで特に印象的だったのは、地域病院で勤務する
卒後 12年目の消化器外科医が、下腿骨骨折に伴う
下腿コンパートメント症候群患者に対して、下腿筋
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午午前前
9:00- 準備

10:00- 10:20
オリエンテーション、黙祷

10:20- 11:50 90分
外傷性肺損傷に対する肺切除術

午午後後
12:50- 14:20 90分
骨盤骨折に対する、骨盤創外固定＋骨盤（後腹膜）ガーゼパッキング
下腿コンパートメント症候群に対する筋膜切開術

14:20- 15:50 90分
外傷性肝損傷に対する肝切除術

15:50- 17:20 90分
外傷性腹部大動脈損傷（大動脈瘤）に対する修復・人工血管置換術

17:20-
黙祷、納棺（納袋）、後片付け

※※各各セセククシショョンン前前にに、、実実習習内内容容にに関関すするる、、
ススラライイドドにによよるるミミニニ講講義義をを行行うう。。

図 5　献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（アドバン
スド・コース）の開催スケジュール

図 6　アドバンスドコース／全 9手技に対する自己習熟度評
価平均点の受講前・直後・半年後での変化（2015-2017
年度　全 43名）

図 7　2015-2019年度「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（アドバンスド・コース）研修参加者概要
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膜切開術の経験がない整形外科レジデントをリード
して手技を行った後に患者を高次病院に転送し、患
者は後遺症なく退院したとの報告だった22）。
なお、「献体による外傷手術臨床解剖学的研究会」
は、英語表記として Cadaver-Based Educational Sem-
inar for Trauma surgery （C-BEST）を使用していたが、
献体外傷手術研究グループ内での協議で、今後は基
礎コース・アドバンスドコースともに「C-BEST」
を主に使う名称とすることで合意し、この名称は特
許庁に申請を行い 2022年 1月に商標登録を受けて
いる。

東京医科大学全体としての 
カダバー・サージカルトレーニングに関して

前出ガイドラインでは、献体研修実施にあたって
は、大学内に専門委員会等を組織し、関係する学内
組織間の同意と協力の上で手術手技研修を実施する
ことが述べられている。これを踏まえ、本学では、
人体構造学分野と献体手術研修を行う関係分野（科）
とで構成される「サージカルトレーニング担当者委
員会」が組織された。その構成は、人体構造学分野
を中心として、カダバー・サージカルトレーニング
を行く各分野からなっており、倫理委員会への承認
と、外科学会 CST推進委員会への報告を含めた、
審議・検討事項を相談している。本委員会は年 2回

会議を行い、研修スケジュールと使用献体数の調整、
必要書類や手続きの確認、実施後の概要報告等を
行っている（図 8）。またそれ以外にも、関係者が
属するメーリングリストを利用して、ディスカッ
ションを行っている。

2022年 3月までに、救急・災害医学分野（「献体
による外傷手術臨床解剖学的研究会」（基礎コース）
を年 1～3回、「献体による外傷手術臨床解剖学的研
究会」（アドバンスドコース）1回）の他、麻酔科
学（「献体による神経ブロックの臨床解剖学的研究
会」1回）23-26）、脳神経外科学（「献体による内視鏡
および顕微鏡下経鼻アプローチの基本手技 : 下垂
体ハンズオンセミナー」1回、「Skull base dissection 
course」1回）27）28）、口腔外科学（「献体による顎矯
正手術の臨床解剖学的研究会」1回）29）、消化器・
小児外科学（「消化器外科腹腔鏡下手術セミナー」1
～ 2回）、形成外科学（「献体による手外科研究会」
1回、「献体による足外科研究会」1回）30）31）の計 6
分野が開催されている。また、2022年度からは、
呼吸器・甲状腺外科学分野が「献体による胸腔鏡下
肺切除手術研究会」、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分
野が「献体による耳鼻咽喉科・頭頸部外科手術研究
会（基礎コース）」を開催予定となっている。人体
構造学においても、前出 SSS法の開発を含めた献
体固定法の改良ならびにそのサージカルトレーニン

8

図 8　東京医科大学サージカル担当者委員会構成図
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グへの応用について積極的に発信をおこなってい
る32-34）。
各分野での使用献体は、救急・災害医学分野「献
体による外傷手術臨床解剖学的研究会」（基礎コー
ス）と、脳神経外科学分野が部分的に使用するホル
マリン固定法を除き、前出のSSS法を使用している。
2012～2021年度の、上記 8分野における献体研修
の開催概要について（図 9）にまとめた。なお、同
研修に使わせて頂く献体の火葬関連費用について
は、その総額を使用述べ献体数で除した 1体当たり
の費用を、各分野に使用数に応じて負担してもらっ
ている。各分野はこの分担費用を、教室費、学会助
成、研究費や受講料徴収によって拠出している。

まとめ（おわりに）

1）　本邦では、2012年にカダバー・サージカル
トレーニングに関するガイドラインが発表され、同
研修に対する法的根拠が与えられることになった。

2）　本学救急・災害医学分野は、「献体による外
傷手術臨床解剖学的研究会（C-BEST）」の有用性を
国内外に発表し、本邦における外傷手術研修ネット
ワークを形成している。

3）　本学におけるカダバー・サージカルトレーニ
ングは、「サージカル担当者委員会」が中心・調整
役となり、本学独自の「飽和食塩溶液固定法献体」
を用い、複数分野でその開催回数・領域が拡大し、
国内のトップランナー的存在となっている。

謝　　　辞

本学のカダバー・サージカルトレーニングにご協
力頂いた、ご献体された東寿会会員の方々ならびに 
ご遺族に、感謝の念と敬意を表する。
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特 別 講 演

関節リウマチにおける抗シトルリン化 
ペプチド抗体の意義

Significance of anti-citrullinated peptide 
antibodies in rheumatoid arthritis

沢　田　哲　治
Tetsuji SAWADA

東京医科大学リウマチ・膠原病内科学分野
Department of Rheumatology, Tokyo Medical University

1

は じ め に

関節リウマチ（rheumatoid arthritis, RA）は関節滑
膜を病変の主座とする自己免疫疾患である。関節包
を裏打ちする一層の薄い膜である滑膜の慢性炎症に
より関節が紡錘状に腫脹する。さらに、増殖した滑
膜により骨が侵食され骨びらんをきたし、同時に滑
膜が産生する matrix metalloproteinase （MMP）-3など
の蛋白分解酵素が軟骨基質を分解して関節裂隙の狭
小化をきたす1）。疫学的には、罹患率は 0.5-1%2）、
男女比は 1 : 3～4で女性に多く、発症年齢は従来 40
歳代での発症が多いと報告されていたが、近年高齢
発症が増加している3）。病因的には多因子疾患であ
り、ゲノムワイド関連解析によりヒト白血球抗原
（HLA）クラス 2をコードする HLA-DRB1遺伝子
に加えて、多数の non-HLA遺伝子が RA発症の遺
伝要因として同定されている4）。一方、環境要因と
しては、喫煙、歯周病、肥満などが重要である5）。

RAを放置すると、少なからぬ割合の患者で関節
破壊が進行し、身体機能障害に至る。近年メトトレ
キサートを中心とする抗リウマチ薬の普及ならびに
生物学的製剤・分子標的薬の登場により、RA治療

体系は大きく進歩し、関節破壊の回避と身体機能の
維持を治療目標とすることが可能となった。これに
は、早期診断と Treat to target（T2T : 目標達成に向
けた治療）に基づく治療の実践が求められる6）。本
稿では、早期診断や予後予測に有用な抗シトルリン
化ペプチド抗体の臨床的意義について概説する。

翻訳後修飾─シトルリン化

シトルリン化は翻訳後修飾のひとつであり、シト
ル リ ン 化 ペ プ チ ド は peptidylarginine deiminase 
（PAD）によりアルギニン残基が脱イミノ化される
ことで生成される。塩基性アミノ酸であるアルギニ
ン（陽性荷電）がシトルリン（中性）に置換される
ことによりペプチドの立体構造や分子間相互作用に
変化が生じうる（図 1）。シトルリン化ペプチドの
生理的役割としては、ヒストンの脱メチル化による
遺伝子発現制御や好中球細胞外トラップ（NETs）
形成、細胞の多能性調節などが知られている。一方、
病的意義としてはアルツハイマー病や多発性硬化症
の病態形成への関与などが報告されているが、最も
重要なのは RAの自己抗原としての役割である7-9）。
PADには 5種類のアイソフォームがあるが、PAD4

令和 4年 6月 18日　第 189回東京医科大学医学会総会における特別講演
キーワード : rheumatoid arthritis, autoantibodies, citrullination, peptidylarginine deiminase
（連絡先 : 内線 62166）
TEL : 03-3342-6111　FAX : 03-5381-6653
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をコードする PADI4遺伝子多型が RAの疾患感受
性遺伝子であることを 2003年にゲノムワイド関連
解析（Genome wide association study, GWAS）により
明らかにした10）。この RAと関連する遺伝子多型は
アミノ酸置換ではなく mRNA量に影響する expres-
sion quantitative trait locus（eQTL）効果を呈する多
型であり、CD4陽性 T細胞において PADI4遺伝子
の発現が亢進することが示されている11）。

抗シトルリン化ペプチド抗体

抗環状シトルリン化ペプチド（cyclic citrullinated 
peptide, CCP）抗体はシトルリン化ペプチドを特異的
に認識する自己抗体の一つである。抗 CCP抗体が
認識する抗原エピトープは、シトルリン残基があれ
ば良いというわけではなく、シトルリン（Cit）に隣
接するアミノ酸の配列も重要で Cit-Gly、Gly-Cit、
Arg-Cit-Aspなどのモチーフが想定されている12）。

RAと抗シトルリン化ペプチド抗体（anti-citrulli-
nated peptide antibody, ACPA）に関する研究は 1964
年のヒト頬粘膜と反応する anti-perinuclear factor
（APF）や 1979年のラット食道上皮細胞と反応する
抗ケラチン抗体（AKA）の報告にまで遡る13）14）。
APFや AKAの感度は 5～ 6割程度で特異度は 90%
以上と優れていたが、あまり注目されなかった。そ
の後 20年を経て 1998年にこれらの自己抗体が認識
するのはシトルリン化フィラグリンであることが明

らかにされ15）、シトルリン化フィラグリンのアミノ
酸配列に基づく第 1世代抗 CCP抗体が開発された
（図 2）。さらに、シトルリンを含む合成ペプチドラ
イブラリーのスクリーニングにより第 1世代の高い

図 1　シトルリン化
 翻訳後修飾のひとつで、シトルリン化酵素（peptidylarginine deiminase, PAD）によりペプチド中のアルギニン残基（陽

性電荷）が脱イミノ化されシトルリン残基（中性電荷）に変換される。分子量は不変であるが、ペプチドの荷電状
況が変化するためにペプチドの立体構造や分子間相互作用に変化が生じうる。抗シトルリン化ペプチド抗体は元の
アルギニンペプチドとは反応せず、シトルリン化修飾を受けたペプチドとのみ反応する。

図 2　第一世代抗 cyclic citrullinated peptide（CCP）抗体測定に
用いられた環状シトルリン化ペプチドのアミノ酸配列

 第一世代抗 CCP抗体は、シトルリン化フィラグリン
のアミノ酸配列に基づくシトルリン化ペプチドを抗原
とする ELISA（enzyme-linked immunosorbent assay）に
より測定された。ELISAの測定感度を上昇させるため
に、シトルリン化ペプチドは S-S結合を用いて環状化
されている。現在本邦で用いられているのは第 2世代
で、シトルリンを含む合成ペプチドライブラリーのス
クリーニングにより選択されたシトルリン化ペプチド
が用いられている（アミノ酸配列は非公開）
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特異度を維持しつつ、感度を向上させた第 2世代抗
CCP抗体が開発され16）17）、2007年に本邦でも保険
収載され、2010年には American College of Rheuma-
tology （ACR）/European League against Rheumatism 
（EULAR）の RA分類基準（表 1）に採用されてい
る18）。

RA診断における抗 CCP抗体の意義

リウマトイド因子（rheumatoid factor, RF）は RA
診断における感度は比較的高いが、特異度は十分で
なく、非特異的 B細胞活性化（polyclonal B cell acti-
vation）によっても産生されるため、Sjögren症候群
など RA以外の膠原病や慢性肝疾患、感染症、加齢
などでも陽性となる。一方、抗 CCP抗体（第 2世代）
は特異度に優れ、海外の報告では感度 70%、特異
度 95%と報告されている19）。本邦 RA患者について
抗 CCP抗体、RF、matrix metalloproteinase （MMP）-3
の感度と特異度についてリウマチ専門施設を中心と
する多施設共同研究で解析し20）、抗 CCP抗体の感
度・特異度は 90%でともに RFより優れているこ
とを報告した（図 3）。この研究では、RA活動性が
高い症例が多く含まれていたため、MMP-3の感度
はある程度保たれていたが特異度は低く、MMP-3
は活動性評価には有用であるが RA診断における有
用性は低いことがわかる。なお、早期 RAにおける
抗 CCP抗体の感度は約 50%である21）。抗 CCP抗体
が RA発症後に陽転することは稀であり22）、早期

RAの陽性率が全 RAと比較して低いのは、早期
RAを対象にした場合抗 CCP抗体陰性の軽症 RA患
者の割合が増加することによる。
欧州リウマチ学会（EULAR）は RAの関節破壊
の予測因子として、抗リウマチ薬による治療後の中
等度または高疾患活動性の持続、急性期反応物質高
値、腫脹関節数高値、RF及び／または抗 CCP抗体
陽性（特に高値）、早期からの骨びらん、2種類以
上の抗リウマチ薬による治療に対する効果不十分の
6項目を RAの予後不良因子として挙げている6）。
特に抗 CCP抗体の関与は大きく、抗 CCP抗体は
RFよりも関節破壊と関連することが明らかにされ
ている23-25）。さらに抗 CCP抗体陽性のみならず、
抗 CCP抗体の抗体価が高いほど RAの関節破壊進
行は早く予後不良である23）26）。ACR/EULARの RA
分類基準においては、予後不良患者を早期に検出し
てMTXを中心とする治療をより早く開始できるよ
うにするために高力価（基準値の 3倍以上）の自己
抗体に高いスコアが配分されている（表 1）。
抗 CCP抗体を産生するか否か及びその抗体価は

HLA-DR遺伝子多型と環境要因により患者毎に規
定され、抗 CCP抗体陽性 RAは shared epitope（SE）
を有する HLA-DRB1遺伝子多型を有する個体に喫
煙が作用して発症し、抗 CCP抗体陰性 RAは非
HLA-DRB遺伝子を背景に感染症などを契機に軽症
型の RAを発症する4）。従って、抗 CCP抗体の抗体
価のレベルは RA診断及び予後不良患者の選別に有

表 1　 2010年米国・欧州リウマチ学会　関節リウマチ分類基準（文献
18を参考に作成）

カテゴリー 点数

罹患関節 1ヵ所の大関節 0
2～ 10ヵ所の大関節　 1
1～ 3ヵ所の小関節 2
4～ 10ヵ所の小関節 3
＞10ヵ所の関節（少なくとも 1ヵ所小関節を含む） 5

自己抗体 自己抗体（リウマトイド因子・抗 CCP抗体）陰性 0
少なくとも一方が低力価　 2
少なくとも一方が高力価（基準値上限の 3倍）　 3

炎症反応 CRPと赤沈のいずれも異常なし 0
CRPと赤沈のいずれかが異常 1

持続期間 6週間未満　 0
6週間以上　 1

少なくとも 1ヵ所の関節に腫脹（滑膜炎）を認めること
関節炎の原因が関節リウマチ以外の疾患で説明できないこと
10点中 6点以上で関節リウマチと分類する

3
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用であるが疾患活動性とは相関せず、CRPと RAの
活動性マーカーである MMP-3との相関係数は
0.58-0.61であるが、抗 CCP抗体との相関係数は 0.25
にすぎない20）。また、抗 CCP抗体価は治療により
低下するがその変動は小さい。Kastbomらの 242例
の早期 RA患者を 3年間加療し前後で抗 CCP抗体
を解析した報告でも抗体価のレベルはほぼ患者毎に
決まっており、経過中の抗 CCP抗体の陽転化や治
療による陰性化は殆ど認められていない22）。T細胞
選択的共刺激調節剤であるアバタセプトや抗 CD20
抗体のリツキシマブは T 細胞や B細胞に直接作用
する薬剤であり投与後に抗体価は低下するが、総じ
て臨床的に抗 CCP抗体価を経時的にフォローする
意義は乏しく、抗 CCP抗体は RA活動性の臨床的
モニタリングには用いられない。
その他の臨床的意義として、抗 CCP抗体は男性、
高齢、喫煙、リウマチ因子とともに間質性肺炎合併
の危険因子として同定されている27）。また、抗 CCP
抗体陽性 RAでは獲得免疫系に作用するアバタセプ
トとリツキシマブの有効率が高いことが報告されて
いる28）。

シトルリン化自己抗原

第 2世代抗 CCP抗体測定に用いられている抗原
は化学合成ランダムペプチドライブラリーのスク
リーニングから同定されたものであり、生体に存在

する蛋白質ではないことから、抗 CCP抗体が認識
する生体内のシトルリン化自己抗原の探索が行われ
てきた。最初に RA滑膜から同定されたシトルリン
化ペプチドはシトルリン化フィブリノゲンである29）。
シトルリン化フィブリノゲンを HLA-DR4トランス
ジェニックマウスに免疫することにより関節炎が惹
起されること30）、および抗シトルリン化フィブリノ
ゲン抗体は抗 II型コラーゲン抗体誘導マウス関節
炎を増悪することから31）、シトルリン化フィブリノ
ゲンが RAの自己抗原として注目された。その後、
RA滑膜からはシトルリン化ビメンチン32）やシトル
リン化フィブロネクチン33）などが同定されている。
関節液に含まれるシトルリン化ペプチドとしては
フィブリノゲン34）、ビメンチン35）、フィブロネクチ
ン14-16）、α-エノラーゼ36）、cellular fibronectin37）、I型／
II型コラーゲン38）、エクソソーム関連ペプチド39）な
どが報告されている。これらのシトルリン化ペプチ
ドが樹状細胞やマクロファージなどの抗原提示細胞
に貪食された場合、断片化されたシトルリン化ペプ
チドはアルギニン（非シトルリン化）ペプチドより
も SE配列を有する HLA-DR分子に強固に結合する
40）。その結果、T細胞がより強く活性化されて免疫
学寛容が破綻すると考えられる。

RA発症前の免疫異常

一般に膠原病では発症前から自己抗体が陽性にな

図 3　抗 CCP抗体、リウマトイド因子、matrix metalloproteinase（MMP）-3の関節リウマチ（RA）診断性能の比較
 抗 CCP抗体、リウマトイド因子、MMP-3の本邦 RAの感度と特異度についてリウマチ専門施設を中心とする多施

設共同研究で解析した （20）。解析対象は罹病期間の長い症例を含む RA 549例、RA以外のリウマチ性疾患 208例で、
図中に各項目の感度・特異度のを示した。
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ることが多く、関節リウマチも HLA-DR4を有する
個体に喫煙などの環境因子が作用して抗 CCP抗体
が産生され、さらに感染やストレス、関節への軽微
な外傷機転などが作用して、発症に至ると考えられ
る。RA発症前のいつ頃から抗 CCP抗体が産生され
るのかに関して、Nielenらは献血歴のある早期 RA
患者について献血時の保存血清を回収して自己抗体
の測定を行い、抗 CCP抗体は RA発症からさかの
ぼり平均 4.5年前、患者によっては、10年以上前か
ら検出されることを報告している。また、RA発症
が近づくにつれ T細胞のヘルプを受けて抗 CCP抗
体は成熟し、抗体価上昇や親和性亢進41）42）、B細胞
エピトープ（認識する抗原）拡大43）、アイソタイプ
多様化44）、可変領域に付加される糖鎖の増加45）46）な
どを生じる。その後 RAを発症する頃には抗 CCP
抗体の変化は収束して定常状態となる。

RA発症前の抗 CCP抗体産生部位として、健常喫
煙者の気管支肺胞洗浄液（BALF）中のマクロファー
ジにシトルリン化ペプチドが検出されること47）、抗
CCP抗体陽性早期 RA患者の BALF中の抗 CCP抗
体価（IgGで補正）は血清よりも高値であり、気道
生検でシトルリン化ペプチドが検出されることか
ら48）、呼吸器が注目されている。RA発症後の抗
CCP抗体は関節局所のリンパ濾胞で産生され、シ
トルリン化ペプチドと免疫複合体を形成することに
より持続的滑膜炎を呈する49）。さらに、PAD阻害
薬（Cl-amidine）や PADI4遺伝子ノックアウトによ
りマウスコラーゲン関節炎が半減することから50）51）、
シトルリン化ペプチド生成とその後の抗シトルリン
化ペプチド抗体産生機転はリウマトイド滑膜炎の病
態形成に寄与することが想定される。

RFや抗 CCP抗体は RA発症前から産生されるの
で、健康診断などで関節痛やこわばりが全く無い健
常者で RFや抗 CCP抗体陽性が見つかることがあ
る。一般人口における抗 CCP抗体の陽性率は 1～
2%であり52-54）、van Zantenらは、抗 CCP抗体陽性
者を 3年間経過観察したところ約 10%が RAを発
症したと報告している54）。RA発症の後天的要因は
喫煙、歯周病、肥満なので、健康診断で RFや抗
CCP抗体陽性を指摘された受診者には、禁煙、定
期的な歯科受診、適正な体重管理を勧めることが肝
要である。

お わ り に

抗 CCP抗体産生は RA発症に先行すること及び
シトルリン化酵素の 1つである PADI4遺伝子多型
は RA発症と関連することから、抗 CCP抗体産生
はリウマトイド関節炎の結果ではなく、より上流の
RAの病因・病態と直結する事象であると考えられ
る。シトルリン化ペプチドは翻訳後修飾により生成
されるが、RAではリシン残基のカルバミル化（ホ
モシトルリン）やアセチル化など他の修飾ペプチド
に対する自己抗体も産生されることが報告されてい
る55）。シトルリン化を中心とするこれらの修飾ペプ
チドの産生とその免疫寛容の破綻プロセスを包括的
に解析することは RAの病因・病態形成の解明に寄
与すると考えられ、今後の研究の進展が期待される。
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がんとキナーゼとその阻害薬
Kinases and kinase inhibitors in cancer research

平　本　正　樹
Masaki HIRAMOTO
東京医科大学生化学分野

Department of Biochemistry, Tokyo Medical University

【要旨】　プロテインキナーゼは、ATPを使ってタンパク質のセリン、トレオニン、あるいはチロシン
残基をリン酸化する酵素である。細胞内の様々な生理現象の制御に関わるため、その制御の破綻は様々
な疾患に繋がる。特に、「がん」において解析が進んでおり、キナーゼ遺伝子の変異・融合・増幅が、
細胞の生存や増殖を異常にすることで、がんの発症、進展に関わることが明らかにされている。がん
の治療標的としてキナーゼの注目が高まり、BCR-ABLに対するイマチニブの成功以降、新たなキナー
ゼ阻害薬が次々と開発されている。キナーゼ阻害薬は、がん治療に革新をもたらし、一定の成功を収
めているが、耐性・特異性・副作用など、解決すべき問題点も残されている。現在進められている新
たな取り組みを含め、がん研究におけるキナーゼとキナーゼ阻害薬について概説する。

1

は じ め に

生化学領域でキナーゼと言えば、解糖系を制御す
るキナーゼ（ヘキソキナーゼ、ホスホフルクトキナー
ゼ、およびピルビン酸キナーゼ）がまず思い浮かぶ
かもしれない。これらは ATPを使ってグルコース
などの低分子基質をリン酸化する酵素であり、生体
内における代謝自体を制御することで重要な役割を
果たしている。さらに、これら酵素を始めとしたタ
ンパク質も、翻訳後修飾の 1つとしてリン酸化制御
を受けることは周知の事実であり、それによって細
胞内における代謝など様々な制御が精緻に調節され
ている。タンパク質をリン酸化する酵素を総称して、
プロテインキナーゼと呼び、セリンあるいはトレオ
ニン残基をリン酸化するセリン・トレオニンキナー

ゼと、チロシン残基をリン酸化するチロシンキナー
ゼとに大別される。単にキナーゼと呼ぶ場合には、
プロテインキナーゼのことを指すことが多い（本稿
においても以後、プロテインキナーゼのことをキ
ナーゼと記す）。
細胞内のタンパク質は、細胞外からの情報や細胞
内の環境に応じて、キナーゼによるリン酸化とホス
ファターゼによる脱リン酸化が可逆的に生じること
で、タンパク質の活性・局在・相互作用が変化し、
細胞の生存や増殖、代謝や分泌などの活動、変形や
移動などの運動につながるため、その制御の破綻は
様々な疾患に繋がりうる1-4）。特に、がんとキナー
ゼとの関連は解析が進んでおり、遺伝子変異などで
がんの原因となる、いわゆる “がん遺伝子”には、
受容体型チロシンキナーゼやサイクリン依存性キ

令和 4年 6月 14日受付、令和 4年 7月 1日受理
キーワード : がん、キナーゼ、キナーゼ阻害薬
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TEL : 03-3351-6141（内線 381）
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ナーゼなど、キナーゼが多く含まれる1）。また、こ
れらキナーゼを阻害する分子標的薬も次々と開発さ
れ、実臨床で効果を発揮している5）6）。本総説では、
がんにおけるキナーゼの役割と、それに対する低分
子キナーゼ阻害薬の現状について、分子・細胞レベ
ルでの知見を中心に概説したい。

キナーゼとその基質

キナーゼとは、リン酸転移酵素に属する酵素のう
ち、高エネルギーリン酸化合物（ATP）から特定の
基質へのリン酸基の転移を触媒する酵素である。基
質となるのはタンパク質の他、ホスファチジルイノ
シトールやスフィンゴシンなどの脂質、グルコース
およびその代謝中間体などの糖質、クレアチンなど
である。タンパク質におけるリン酸化は、リン酸基
の負電荷が供与されることで、タンパク質分子内の
静電的な相互作用や水素結合の状態が変わり、高次
構造の変化に繋がる。酵素が基質であれば、そのア
ロステリックな作用により、酵素活性の ON・OFF
を引き起こし、次の反応に繋がっていく。真核生物
においては、500以上のキナーゼが存在し、細胞内
タンパク質の 30%程度はリン酸化の基質となると
考えられている7）8）。個々のキナーゼには、それぞ
れ基質特異性があり、基質となるタンパク質のリン
酸化部位周辺には、ある程度の規則性（コンセンサ
ス配列）があるが、基質特異性およびコンセンサス
配列が判明しているキナーゼは多くない。ある酵素
のノックアウトによるリン酸化プロテオーム解析で
は、その酵素によってリン酸化状態が変わるタンパ
ク質やリン酸化部位が同定できるが、直接にリン酸
化されるのか、別の酵素を介した間接的な影響かは
判別できない。また、in vitro実験によって基質が
直接にリン酸化されるかどうかは検討できるが、in 
vivoにおける基質特異性が in vitroでも保持される
とは限らないからである。また、キナーゼとその基
質との関係は 1対 1ではない。キナーゼは通常、複
数の基質タンパク質をリン酸化することが可能で、
また逆に、1つのタンパク質には複数のリン酸化部
位が存在することが多く、また、ある基質の特定の
アミノ酸残基に限ってみても、組織や環境に応じて
リン酸化を実行するキナーゼが異なることが想定さ
れる。キナーゼは、その調節因子、基質、構造など
から分類され、ファミリーとして扱われることが多
い（例えば ERBBファミリーは、ERBB1/EGFR, 

ERBB2/HER2, ERBB3/HER3, ERBB4/HER4 か ら な
る）。

がんとキナーゼ

細胞の生存・増殖を担うシグナルでは、成長因子
受容体（EGFR, FGFR, PDGFRなど）、細胞内シグナ
ル伝達経路（RAS-MAPK経路、PI3K-AKT経路、
JAK-STAT経路など）、細胞周期調節因子（CDK4/6, 
CHK1/2, AURKA/Bなど）など、多くのキナーゼが
重要な役割を果たしている。EGFR, FGFR, PDGFR, 
JAK はチロシンキナーゼであり、MAPK, AKT, 
CDK4/6, CHK1/2, AURKA/Bはセリン・トレオニン
キナーゼである。EGFRなど成長因子受容体の細胞
外ドメインが、リガンドである増殖因子を受けとる
と、受容体同士のホモあるいはヘテロ二量体が形成
され、細胞内のチロシンキナーゼドメインによって
自己リン酸化することで活性化する。その後、リン
酸化されたチロシン残基を介して、RASを経由し
たシグナルが RAF-MEK-ERKといったMAPKカス
ケードや、PI3K を経由したシグナルが AKT-

mTOR-S6Kなどに繋がり、これらのシグナルが転
写、翻訳、細胞周期などを制御する。したがって、
これらキナーゼの発現異常や遺伝子変異によって、
生存・増殖シグナルが恒常的に活性化すると、がん
化に繋がる（図 1）。
例えば、がんによる死因の第一位を占める肺がん
において、日本人を含むアジア人では EGFR遺伝
子変異を有する肺がんの割合が高い9-12）。肺がんの
中で最も発症頻度が高い肺腺がん患者では、日本人
の約 50%が EGFR遺伝子変異を有することが報告
されている（米国では肺腺がんにおける EGFR変
異の割合は約 10～20%で、KRAS変異が多い）13-15）。
原発性肺がんにおける EGFR遺伝子変異は、ATP
結合部位をコードするエクソン 18～21に生じてい
る場合が多く、その中でも特に、エクソン 19の欠
失変異とエクソン 21における点突然変異（L858R）
の 2つで全体の約 80%を占める11）12）。これらはい
ずれも、EGFRの有するチロシンキナーゼ活性が恒
常的に活性化された状態にある。
また、慢性骨髄性白血病（CML）では、その

90%以上で認められるフィラデルフィア染色体（9 
番染色体と 22番染色体の相互転座）から、融合タ
ンパク質 BCR-ABLが発現する16）17）。ABLの有する
チロシンキナーゼ活性は、通常は厳密に制御されて
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いるが、BCRと融合することで多量体を形成し、
恒常的に活性化された状態となる。がん細胞で認め
られるキナーゼ活性亢進に繋がる遺伝子変異として
は、その他に、悪性黒色腫における BRAF（セリン・
トレオニンキナーゼ）の V600E変異18）、乳がんな
どにおける HER2（チロシンキナーゼ）遺伝子の増
幅19）、肺がんにおける MET（チロシンキナーゼ）
遺伝子の増幅や ALK, ROS1, RET（いずれもチロシ
ンキナーゼ）の融合遺伝子20）、PIK3CA（脂質キナー
ゼ）遺伝子内の複数変異などが報告されている21）。
また、キナーゼそのものではないが、膵がんの 90%
以上に認められる KRAS遺伝子の変異（G12D, 
G12V, G12Cなど）は、下流のMAPKカスケードの
亢進に繋がる22）。

キナーゼ阻害薬の有効性と問題点（耐性、特異性）

キナーゼを分子標的として開発された最初の阻害
薬イマチニブが 2001年に承認され、融合タンパク
質 BCR-ABLの発現を特徴とする慢性骨髄性白血病
の治療に画期的な成果をもたらしてから、がんの治
療標的としてキナーゼの注目が一層高まり、その後
も様々なキナーゼ阻害薬が開発されている5）6）（表
1）。EGFRを標的とする阻害薬としては、2002年
にゲフィチニブが、次いでエルロチニブが承認され
た。これらの阻害薬はいずれも、キナーゼの ATP
結合部位に ATPと競合して結合することにより、
キナーゼ活性を阻害する。ゲフィチニブやエルロチ
ニブは、野生型 EGFRよりも変異型 EGFRに対す

る親和性が高いため、EGFR変異を有する肺がん患
者に有効であった 9）。しかしながら、投与後 1年く
らいで、これらキナーゼ阻害薬に対する耐性が生じ
始める。耐性となった患者の約 50%において、点
突然変異 T790Mが認められた23-25）。これはキナー
ゼの ATP結合ポケットの奥に位置するアミノ酸
（ゲートキーパー部位）に変異が生じ、キナーゼ阻
害薬との親和性が低下することによる。
ゲートキーパー変異 T790Mでは、がん細胞の

EGFR依存的な生存・増殖は維持され、EGFRに対
する結合様式が異なる阻害薬であれば、阻害活性は
発揮されると考えられる。第一世代のゲフィチニブ
やエルロチニブが ATP結合ポケットに可逆的に嵌
まるのに対し、第二世代として開発されたアファチ
ニブは EGFRの ATP結合部位近傍の C797残基に共
有結合することから、耐性克服が期待されたが26）、
第一世代阻害薬に耐性となった患者に対する有効性
は示されなかった27）。次に開発された第三世代の阻
害薬オシメルチニブは、アファチニブ同様、C797
残基に共有結合し、しかも T790M変異があっても
効果を発揮することが明らかとなった28）。さらにオ
シメルチニブの特徴として、中枢神経系（CNS）転
移患者に対して効果が高いことが示された29）。これ
は、ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブに
比較して、オシメルチニブの CNS移行率が高いた
めと考えられる30）。しかしながら、オシメルチニブ
も投与後に耐性が認められ、その原因として、オシ
メルチニブ結合部位の点突然変異 C797Sの他31）32）、

図 1　がん細胞の生存増殖シグナル
　　  赤色はチロシンキナーゼ、黄色はセリン・トレオニンキナーゼ、緑色は脂質キナーゼ。
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METや HER2など EGFR以外の増殖因子受容体の
遺伝子増幅33）34）、BRAFや PIK3CAなど EGFR下流
シグナル分子の遺伝子変異などが報告されている35）。
このように、薬剤耐性のメカニズムとしては、1）
分子標的に新たに変異が導入されることで、薬剤の
阻害効果が弱まる、2）分子標的とは別経路の増殖
シグナルが活性化するか、分子標的の下流因子が活
性化することで、最初の分子標的に対するがん細胞
の依存度が低下する、などが想定される。また、が
ん組織の不均一性（heterogeneity）を考えると、キナー
ゼ阻害薬の投与前から、そのような遺伝子変異など
を有する細胞集団が一定数、既に存在している場合
も多いと考えられる。

BCR-ABLの場合も、イマチニブ投与によって耐
性が生じた患者に対しては、第二世代の BCR-ABL
阻害薬ダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブなどが
効果を発揮する。ただし、ゲートキーパー変異
T315Iに対する効果は低かった36-38）。その後に開発
された第三世代の BCR-ABL阻害薬ポナチニブは、
この T315I変異に対しても効果を示すが39）、やはり
新たな耐性変異（E255K, E255Vなど）が顕れ、効
果の低下が認められた40）41）。最近、新たなタイプの
BCR-ABL阻害薬アシミニブが承認された。これま

での BCR-ABL阻害薬が ATP結合部位あるいはそ
の近傍に結合するのに対し、アシミニブは、ABL
ミリストイルポケットと呼ばれるアロステリック部
位に特異的に結合する42）。通常の ABLは N末がミ
リストイル化され、自己のミリストイルポケットに
結合することで、キナーゼ活性が自己抑制されてい
る。ところが BCR-ABLでは融合タンパク質となっ
ていることで、ミリストイルポケットを介した抑制
が効かず、恒常的に活性化されており、アシミニブ
はこのミリストイルポケットに結合し、アロステ
リックな阻害作用を発揮する42）43）。したがって、ミ
リストイルポケットにおける変異では耐性となって
しまうが、ATP結合の競合阻害ではない、全く異な
る作用機序の阻害薬が開発されたことは特筆すべき
である。
耐性の問題とあわせて、分子標的の特異性につい
ても考えておく必要がある。特定の分子を標的とす
る分子標的薬は、特異性のない化学療法と比較して、
望ましくない副作用の低減が期待される。ただ、分
子標的薬とはいえ、完全に 1つのキナーゼ分子にだ
け結合し、作用を発揮することは期待できない。前
述のように、キナーゼには構造や機能が類似した
ファミリー分子が存在し、特にこれまで多くのキ

表 1　抗腫瘍薬の標的キナーゼと承認済みの低分子キナーゼ阻害薬

キナーゼ分類 主標的 低分子キナーゼ阻害薬

チロシンキナーゼ BCR-ABL イマチニブ、ダサチニブ※、ニロチニブ、ポナチニブ、ボスチニブ、アシミ
ニブ

BTK イブルチニブ、アカラブルチニブ、ザヌブルチニブ
EGFR/HER2 ゲフィチニブ、エルロチニブ、ラパチニブ、アファチニブ、オシメルチニブ、

オルムチニブ、ネラチニブ、ダコミチニブ、ツカチニブ
ALK クリゾチニブ、セリチニブ、アレクチニブ、ブリカチニブ、ロルラチニブ
MET テポチニブ、カプマチニブ
FGFR エルダフィチニブ、ペミガチニブ
RET セルペルカチニブ、プラルセチニブ
VEGFR パゾパニブ、バンデタニブ、アキシチニブ、レゴラフェニブ、カボザンチニブ、

レンバチニブ、チボザニブ
KIT&PDGFR リプレチニブ、アバプリチニブ、スニチニブ※
CSF1R ペキシダルチニブ
FLT3 ギルテリチニブ、ミドスタウリン※
TRK ラロトレクチニブ、エントレクチニブ

セリン・トレオニンキナーゼ BRAF ベムラフェニブ、ダブラフェニブ、エンコラフェニブ、ソラフェニブ※
MEK1/2 トラメチニブ、コビメチニブ、ビニメチニブ、セルメチニブ
CDK4/6 パルボシクリブ、リボシクリブ、アベマシクリブ、トリラシクリブ
mTOR シロリムス、エベロリムス、テムシロリムス

脂質キナーゼ PI3K イデラリシブ、コパンリシブ、デュベリシブ、アルペリシブ、アンブラリシブ

青字は日本未承認（2022年 6月 1日現在）
※マルチキナーゼ阻害薬
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ナーゼ阻害薬が標的としている ATP結合部位周辺
の構造は近しいものが多い。したがって、親和性の
違いによって影響の度合いは異なるが、他のキナー
ゼに対しても一定の阻害作用は示す。これには、良
い面と悪い面との両方が考えられる。つまり、他の
キナーゼも阻害することから、そのキナーゼが問題
となっている疾患（主として他のがん）にも適用拡
大の可能性がある。その代表的な例として、イマチ
ニブは BCR-ABLを阻害することで CMLに対して
効果を発揮するが、副次的な標的として KITおよ
び PDGFRに対しても阻害作用を示すため、これら
分子が活性化している消化管間質腫瘍（GIST）に
対しても効果を示す44）。逆に、ダサチニブも BCR-

ABLを阻害することで CMLに対して効果を発揮
し、イマチニブ耐性患者に対しても有効であるが、
KITや PDGFRの他、SRCファミリーキナーゼに対
しても阻害作用を有する。このようなマルチキナー
ゼ阻害薬となっているダサチニブは、その標的分子
の広さから、より深刻な副作用に繋がる懸念も示さ
れている45）。また、EGFRを標的とするゲフィチニ
ブやエルロチニブに加え、BCR-ABLを標的とする
ダサチニブが、GAKや RIPK2といったセリン・ト
レオニンキナーゼに対しても阻害作用を示すことが
報告されている46-48）。GAKは細胞周期制御、エン
ドサイトーシス、オートファジーに関わる分子であ
るが、GAKの阻害によって細胞内のアクトミオシ
ン制御が大きく変化し、細胞の運動性も変化するこ
とから、これら阻害薬による副作用との関連も示唆
される（著者未発表データ）。さらに、BCR-ABL
を標的とするイマチニブやニロチニブが、キナーゼ
に加え、酸化還元酵素 NQO2に結合し、阻害作用
を示すことが報告されている47）49）。したがって、こ
のようなキナーゼ以外の標的を介した作用、副作用
についても、考えておく必要がある。

キナーゼ阻害薬の新展開（併用、PROTACs）

耐性や特異性の問題に対しては、薬剤の改良以外
の工夫もなされている。併用療法は化学療法でも用
いられる手法であるが、複数の薬剤を組み合わせる
ことで相乗効果を狙うとともに、各薬剤の使用量を
減らすことができるため、比較的親和性の低い副次
的な分子標的への結合を避け、さらに耐性も生じに
くくする効果が期待される。BRAF遺伝子変異
（V600E）のあるメラノーマには、BRAF阻害薬（ベ

ムラフェニブ、ダブラフェニブ）が有効であるが、
耐性が生じやすい50）。これは、BRAFシグナルの下
流にある MEKの阻害薬トラメチニブでも同様で
あった51）。ところが、ダブラフェニブとトラメチニ
ブを併用することで、転移性メラノーマの再発を大
幅に遅らせることが可能であった52）。ベムラフェニ
ブとMEK阻害薬コビメチニブ、BRAF阻害薬エン
コラフェニブとMEK阻害薬ビニメチニブとの併用
でも、同様の効果が見られている18）。さらに、BRAF
阻害薬とMEK阻害薬との組合せに、免疫チェック
ポイント阻害薬（アテゾリズマブ、ペムブロリズマ
ブ、スパルタリズマブなど）を加えた 3剤併用の試
みがなされているが、今のところ承認には至ってい
ない53）。RAS-MAPK経路と上流の受容体型チロシ
ンキナーゼ阻害薬との併用については、エンコラ
フェニブと抗 EGFRモノクローナル抗体セツキシ
マブとの併用が、BRAF遺伝子変異（V600E）を有
する大腸がんにおいて有効性が示されている54）55）。
また、MEK阻害薬ミルダメチニブと EGFR阻害薬
ダコミチニブとの併用についても検討が行われてい
るが、KRAS変異を有する大腸がんでは、毒性の問
題が生じている56）。
受容体型チロシンキナーゼ下流における PI3K-

AKT経路に関しては、今のところ承認されたキナー
ゼ阻害薬は少ない。PI3Kδを分子標的とするイデラ
リシブや、PI3Kαを分子標的とするアルペリシブが
開発され、イデラリシブと抗 CD20モノクローナル
抗体リツキシマブとの併用が慢性リンパ性白血病
（CLL）に対して57）、アルペリシブとエストロゲン
受容体拮抗薬フルベストラントとの併用が乳がんに
対して58）、それぞれ承認されている。AKT阻害薬
はまだ承認されていないが、開発中のカピバセルチ
ブと、フルベストラント59）60）や微小管阻害薬パク
リタキセル61）との併用について、臨床試験が行わ
れている。さらに、RAS-MAPK経路に対する阻害
薬と PI3K-AKT経路に対する阻害薬との併用も試
みられているが、毒性の問題により、承認に至って
いない。
その他、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬オシメル
チニブと、血管新生阻害を目的とした抗 VEGFRモ
ノクローナル抗体ベバシズマブとの併用について、
EGFR変異を有する肺がん患者に対する臨床試験が
行われている62）63）。また、糖尿病治療薬メトフォル
ミンと EGFRチロシンキナーゼ阻害薬（エルロチ
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ニブ、アファチニブ、またはゲフィチニブ）との併
用について、同じく EGFR変異を有する肺がん患
者に対する臨床試験が行われ、第 II相臨床試験に
おいて無増悪生存期間の有意な延長が認められて
いる64）。このようなリパーパシング薬との併用の試
みは、細胞レベル、動物レベルで広く検討が進んで
おり、今後の展開が期待される。
最後に、近年開発の進んでいるタンパク質分解技
術について触れておきたい65）66）。ユビキチン・プロ
テアソーム系は、オートファジー・リソソーム系と
並び、細胞内における主要なタンパク質分解機構で
ある。多発性骨髄腫の治療に用いられるサリドマイ
ドや、その誘導体（レナリドミドやポマリドミド）は、
その分子標的である E3ユビキチンリガーゼ CRBN
に結合し、CRBNによる基質認識を変化させること
で、がんの生存・増殖に必要なタンパク質の分解を
促進する。このサリドマイド誘導体と BCR-ABLを
標的とするダサチニブなどをリンカーで繋いだ化合
物を用いると、ダサチニブに結合する BCR-ABLが
サリドマイド誘導体に結合する CRBN複合体を介
して分解されるようになることが報告された67）。こ
のような化合物は PROTACs （Proteolysis Targeting 
Chimeras）や Degraderなどと呼ばれている（図 2）。
キナーゼを阻害するのではなく、分解する手法であ
り、阻害薬よりも効果的な可能性がある。ただし、
キナーゼなどタンパク質は通常、複数のドメインか
ら構成され、リン酸化活性以外の機能も有している
ため、分解によってリン酸化活性の阻害だけでなく、
もっと広範な影響がある可能性について気をつけて

おく必要がある68）。BCR-ABL以外にも、チロシン
キナーゼ ALK （用いる薬剤はセリチニブなど） や69）、
キナーゼではないが転写制御因子 BRD4（用いる薬
剤は JQ1）を標的とした PROTACsも開発されてい
る70）。さらに、サリドマイド誘導体による CRBN
への結合誘導を介したもの以外に、VHL、IAP、
MDM2など別の E3ユビキチンリガーゼを介した
PROTACsの開発も進められ、標的もキナーゼに限
らず適用範囲が拡大している。これら PROTACsは、
まだ承認には至っていないが、臨床試験に進んでい
るものもあり、今後の進展が期待される。

お わ り に

遺伝子変異や遺伝子増幅などにより、がん細胞で
恒常的に活性化している生存・増殖シグナルにおけ
る、キナーゼとその低分子阻害薬について概説した。
この 30年くらいの間には、DNAシークエンス技術
の発展とヒトゲノムの解読により、がん発症に繋が
るドライバー変異および、薬剤耐性に関わる遺伝子
変異の同定が比較的容易に行えるようになった。地
道な個々の解析と、それを統合するバイオインフォ
マティクスの発展などにより、がんのバイオロジー
に関する理解が進んだ。また、構造生物学の進展に
より、キナーゼ立体構造の解明が進み、ケミカルバ
イオロジーの発展により、キナーゼ阻害薬による標
的キナーゼに対する阻害作用あるいは、オフター
ゲット因子に対する副作用の解析が進んだ。さらに、
コンピュータ能力の飛躍的向上によりドラッグデザ
インの手法が発展し、今後は創薬への AI技術の活

図 2　阻害薬と PROTAC
　　  a. キナーゼ阻害薬、b. キナーゼを標的とした PROTAC
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用も期待される。低分子阻害薬の他に、抗体医薬が
成功を収め、核酸医薬、さらには細胞医薬が花開き
つつある。低分子阻害薬には、経口での投与、血液
脳関門の通過といった強みもあり、様々なモダリ
ティの薬剤は相補的な関係にある。標的化に成功し
たキナーゼはまだほんの一部であり、がんに限らず、
キナーゼを分子標的とした様々なモダリティの阻害
薬は、今後も開発が進むであろう。がん細胞の耐性
獲得と阻害薬の新規開発は、いわゆる「いたちごっ
こ」のような状況にも見えるが、今後の新たなブレ
イクスルーに期待したい。

COI申告の開示

本論文発表内容に関連して特に申告なし
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医療用語を用いて説明する傾向があるとされる2）。
このような状況では、患者自身が医療情報を自発
的に収集し、学習することが重要である1）。IT化の
進んだ現代においては、患者個人が所有するコン
ピュータ端末からインターネットにアクセスし、自
由に情報を取得することが可能である。総務省の情
報通信白書によると、インターネットを利用したこ
とのある世帯と個人の割合は、令和元年には世帯
95.7%・個人 89.8%と非常に高率であり、特に 60
歳以上で利用が伸びているとされる3）。インター
ネットの利用目的は、1位 : メールの送・受信
（76.8%）、2位 : 情報検索（75.6%）であり、情報検
索において、「健康や医療について調べたことがあ
る」と答えた割合は 75.2%であったという報告も

は じ め に

インフォームド・コンセントは患者の権利の確立
を促すもので、患者参加型医療の根源として重要で
ある。患者が説明を理解したうえで自主的に検査・
治療を受け入れることはその後の経過にも影響を及
ぼす。奈良岡は、患者中心・参加型医療では患者が
自分の受ける医療を選択するプロセスで十分に理解
し納得することが必要であり、特に理解を深めるた
めには患者自身が学習することが大切である1）と述
べている。
一方、大学病院のように最先端医療を提供する急
性期の病院では、医師は多忙のため十分な説明の時
間の確保が難しく、また石川によると難解な医学・

手術を受けるまでの患者の意思決定に関する調査研究 
インフォームド・コンセントに関わる医療情報提供について

西　山　正　恵1）　　　高　橋　　　恵1）　　　三　島　史　朗1） 
勝　又　健　次2）　　　真　崎　純　一2）　　　三　木　　　保1）

1）東京医科大学医療の質・安全管理学分野 
2）東京医科大学消化器・小児外科学分野

【要旨】　下部消化管の手術を受けた患者へアンケート調査を行い、インフォームド・コンセントに関わ
る医療情報提供についての現状を明らかにし、望ましい医療情報提供について検討した。
　主治医からの手術の前に医療情報をインターネットやかかりつけ医師から入手している患者が多く、
主治医からの説明の理解度は高かった。患者自身が取得した医療情報が理解度に影響していた可能性が
高いと考えられた。また、手術に対する理解度が高いほど手術の満足度が高く、手術に対する理解度の
重要性を裏付ける結果であった。
　医師の説明に対する患者の意見・要望から、患者にとっての望ましい医療情報の提供とは、心理面や
体調を考慮したタイミングで説明し、図や画像を用いて自身の身体の変化が具体的にイメージできるよ
うな方法で、リスクを含め手術後の身体の状態が実感できる説明であった。これを踏まえた医療情報の
提供が患者の適切なインフォームド・コンセントにつながると考えた。
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令和 4年 3月 10日受付、令和 4年 7月 28日受理
キーワード : インフォームド・コンセント、手術を受ける患者、手術の意思決定、医療情報の提供
（連絡先 : 〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 6-7-1）
TEL : 03-3342-6111
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ある4）。このような中で、氾濫する医療情報により
利用者がかえって混乱を来すこと、インターネット
上で発信されている医療情報の中には不正確で不完
全なものが含まれていることを懸念する報告もあ
る5-7）。
患者のインターネットを利用した医療情報の収集
についての報告は散見されるが6-7）、それらが患者
の意思決定やインフォームド・コンセントにどのよ
うな影響を与えたのかを明らかにしたいと考えた。
そこで、我々はインフォームド・コンセントに関
わる医療情報提供についての現状を明らかにし、こ
のような状況下での望ましい医療情報提供について
検討した。

対象および方法

2021年 1月から 7月に東京医科大学病院で下部
消化管の手術を受けた患者を対象とした。研究の説
明内容を理解し協力の得られた患者を対象とし、意
思疎通の困難な患者やアンケートが遂行困難な患者
は除外した。これらの患者にアンケート調査をおこ
なった。説明文書を用いて個別に口頭で説明し、ア
ンケート用紙と同意書を渡して協力を依頼した。年
齢、性別はアンケート用紙に記入してもらった。
アンケートの設問、回答方法は （Table 1） に示し

た通りである。回答のあったアンケート用紙と研究
の同意書を病棟に設置した回収箱に投函していただ
いた。また、アンケートに回答した患者の病名と術
式は診療録から取得した。
アンケートの結果は項目別に単純集計し、患者の
説明の理解度と手術の満足度の相関関係の分析には
Spearmanの順位相関係数を用いた。患者からの意
見や要望は記載された内容を精読し類似している内

容を分類しカテゴリー化した。
尚、本研究は東京医科大学医学倫理審査委員会の
承認を得ておこなった。
（承認番号 : T2020-0264）

結　　　果

1.　患者背景
今回の研究では 66名に研究の説明をおこない、

回収できたアンケートは 50名分で回収率は 76%で
あった。性別は男女比同率で、年齢は 70代が一番
多く、50代から 70代で全体の 78%を占めていた
（Table 2）。
疾患はがんが多く 74%を占めていたが、その他
に直腸カルチノイドやクローン病を含めた良性疾患
も少数含まれていた。術式は、開腹術は少なくロボッ
ト支援下と腹腔鏡下で全体の 70%を占めていた
（Table 3）。

2.　調査結果
医師の説明の前に情報収集・相談した患者は 32

名（64%）で、情報収集・相談をしなかった患者は

2

Table 1　アンケート調査

設問 回答方法

Q1 医師からの説明の前後で何か情報収集・相談しましたか ? 選択枝 情報収集・相談した、何もしていない
Q2 情報収集の方法、相談の相手は ? 選択枝 家族、友人・知人、患者、かかりつけ

医師、医療従事者、本、インターネット、
その他

Q3 医師の説明を理解しましたか ?
　　医師の説明項目 :  診断名、病状、治療方針、手術内容、手

術目的、手術時間、手術の危険性、他の
治療の選択、手術中の緊急処置、自己決
定の保障、手術を断ることによる不利益

選択枝 よくわかった、大体わかった、少しわ
かった、あまりわからなかった、全く
わからなかった、説明を受けたか覚え
ていない

Q4 今回の手術に満足していますか ? 選択枝 十分満足、ほぼ満足、あまり満足でない、
全く満足できない

Q5 医師の説明について要望や意見があったら記入して下さい 自由記載

Table 2　患者背景

性別 n（%）

男 25（50）
女 25（50）

年齢 n（%）

20-29 1（2）
30-39 2（4）
40-49 2（4）
50-59 11（22）
60-69 10（20）
70-79 18（36）
80-89  6（12）
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18名（36%）あった。医師の説明の前に情報収集・
相談した患者の内 24名（75%）は医師の説明の後
にも情報収集・相談し、8名（25%）は情報収集・
相談していなかった。また医師の説明の前に情報収
集・相談していなかった 18名（36%）の内 6名（33%）
は改めて説明の後に情報収集・相談していた。12
名（67%）は説明の後も情報収集・相談していなかっ
た（Table 4）。
医師からの説明の前後の情報収集・相談の手段で
最も多かったのは「家族」で説明の前 : 20名
（26.3%）・後 : 16名（31.3%）、次は「インターネッ
ト」で前 : 17名（22.3%）・後 : 12名（23.5%）であっ
た。これ以外で多かったのは、説明前は「かかりつ

け医師」16名（21%）、説明後は「医療従事者」7
名（9.2%）、と「友人」7名（9.2%）であった （Fig. 1）。
医師からの説明の理解度はすべての項目で高く、

「診断名」「病状」「手術内容」「手術目的」の 4項目
に関し「よくわかった」「大体わかった」を合わせ
ると 90%から 96%を占めていた。次いで「治療方針」

Table 3　疾患及び術式

疾患 n （%） 術式 n（%）

 1　直腸がん 12（24）  1　ロボット支援下直腸切除術＋人工肛門造設術  6（12）
 2　S状結腸がん 11（22）  2　ロボット支援下直腸切除術  5（10）
 3　上行結腸がん 10（20）  3　腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24（48）
 4　横行結腸がん 3（6）  4　腹腔鏡下結腸切除術 2（4）
 5　直腸カルチノイド 2（4）  5　腹腔鏡下直腸切除術 2（4）
 6　人工肛門形成状態 2（4）  6　腹腔鏡下人工肛門造設術 2（4）
 7　大腸がん 1（2）  7　腹腔補助下大腸全摘回腸＋人工肛門造設術 1（2）
 8　小腸がん 1（2）  8　人工肛門造設術 1（2）
 9　盲腸がん 1（2）  9　人工肛門閉鎖術 2（4）
10　虫垂腫瘍疑い 1（2） 10　開腹下結腸部分切除術 1（2）
11　虫垂粘液嚢胞腫 1（2） 11　低位前方切除術＋人工肛門造設術 1（2）
12　クローン病 1（2） 12　開腹小腸切除術 1（2）
13　下行結腸がん 1（2） 13　腹壁瘢痕ヘルニア根治術＋人工肛門造設術 1（2）
14　家族性大腸ポリポーシス 1（2） 14　低位前方切除術＋人工肛門造設術 1（2）
15　小腸狭窄症 1（2）
16　腹壁瘢痕ヘルニア 1（2）

Table 4　医師の説明前後の情報収集・相談

医師の説明後の
情報収集・相談

あり（%） なし（%）

医師の説明前の
情報収集・相談

あり（%） 24（48）  8（16）
なし（%）  6（12） 12（24）

Fig. 1　情報収集・相談の手段（説明の前後別）
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「手術時間」「手術の危険性」「自己決定権の保障」
は 84%から 88%であった。最も理解度の低かった
項目は「他の治療の選択」「手術を断ることによる
不利益」で、「よくわかった」「大体わかった」を合
わせると、これらの理解度は 66%であった。「全く
わからなかった」と回答した患者はすべての項目に
おいて 0%であった（Fig. 2）。
手術の満足度については、「十分満足」「ほぼ満足」
を合わせると 42名で全体の 84%であった。「あま
り満足できない」と回答した患者は 4%で「全く満
足できない」と回答した患者は 0%であった（Fig. 3）。
医師からの説明の理解度と手術の満足度の相関関
係においては、統計学的に相関が認められた項目は、
11項目中 6項目であった。その 6項目は、手術時間、
手術中の緊急処置、他の治療の選択について、手術

を断ることによる不利益、手術目的、手術内容であっ
た（Table 5）。
患者からの意見・要望は 23名から寄せられた。

Fig. 2　医師からの説明の理解度

Fig. 3　手術の満足度

Table 5　説明の理解度と手術の満足度の相関

Spearmanの
順位相関係数 診断名 病状 治療方針 手術内容 目的 実施時間 危険性 他の選択 緊急処置 自己決定権の保障

手術を断る
ことによる
不利益

満足度

相関係数 .137 .207 .138 　.392**  .369* 　.522** .287 　.538** .536** .180 .407*
有意確立
（両側） .375 .182 .379 .009 .014 .000 .065 .001 .000 .253 .023

度数 44 43 43 44 44 41 42 34 40 42 31

　　*p<0.05　**p<0.01

Table 6　患者の主な意見・要望

タイミング ・ 入院後の主治医の説明は、説明を理解して気持ちを整理するのに時間が欲しいので、入院の前に説明して欲
しい
・ 体調が悪いとき、不安なときに説明を受けないようにして欲しい

方法 ・ 手術による体の変化をイラストや動画で説明してもらい、想像しやすいように説明して欲しいと思った
・ 多くの書類に署名しなければならなかったので、医師の説明に集中することができなかった

内容 ・ インターネット上の医療情報からは、手術の合併症やリスクの詳細がわからなかったので、医師に詳しく説
明してもらいたかった
・ 手術によるの体の変化をイメージできるように、医師に手術創の大きさと程度を具体的に説明してもらいた
かった
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意見・要望を整理した結果、3つのカテゴリー（説
明のタイミング、説明方法、説明内容）に分類され
た（Table 6）。まず、説明のタイミングについては、
「医師の説明を理解して気持ちを整理するのに時間
が欲しいので、入院してから手術までに時間がない
時には避けて欲しい」や、「体調がいい時にして欲
しい」といった要望であった。説明方法については
説明の内容を理解できるような工夫を要望してい
た。また「署名しなければいけない書類が多くあり、
説明に集中できない」との意見があった。説明の内
容についての要望は、「手術の合併症やリスクはイ
ンターネットからは収集できないので詳しく知りた
かった」、「手術による変化がわかるように、傷の大
きさと程度を知りたかった」などであった。

考　　　察

1.　医師の説明の前後の情報収集・相談
医師の説明の前後で情報収集・相談した患者は、

38名（76%）であった。これより、患者の多くは、
医師の説明の前後で情報収集や相談をしていること
がわかった。相談の相手は家族が最多で、情報収集
の手段としてはインターネット、次いでかかりつけ
医師であった。患者がインターネットで情報を検索
する理由としては、医師の診察を受ける前に独自に
自分の健康を管理するため、あるいは医師の受診が
必要か決めるため、医師の受診後に医師から得た情
報の確認のためや情報量に不満があるため、とされ
ている8）。また、インターネットによる情報収集は、
医師と患者のコミュニケーションや関係性に大きな
影響をもたらし9）患者の意思決定への積極的な参加
を促す10）と言われているが、一方で、患者が誤っ
た解釈をしたり混乱したりする懸念がある5-7）。
今回の研究では、インターネットからの情報収集
に次いでかかりつけ医師からの情報収集が多く、両
方を回答した患者もみられた。日本医師会総合政策
研究機構の調査で、かかりつけ医師が「いる」と答
えた割合は、50 歳代で 60.7%、70 歳以上では
79.9%と高率であると報告されている11）。本研究の
患者の年齢層もこれに相当し、日常的にかかりつけ
医師に相談しやすい関係であったと推測される。患
者はかかりつけ医にインターネットで収集した情報
の信頼性について確認したり、混乱した場合は整理
してもらったりする状況もあるのではないかと推測
した。

2.　医師からの説明の理解度と手術の満足度の関
係

今回の調査結果では、医師の説明に対する理解は
高い割合で得られていた。情報収集・相談している
患者は 38名 76%であり、これから患者は自身の疾
患や手術の基礎的な知識を情報収集により身に着け
ていたと推測した。さらに本研究が対象とした下部
消化管疾患は罹患患者が多いこともあり、テレビ、
雑誌、web等で取り上げられる機会も多いため、患
者が自身の症状やその機能が実感できイメージが可
能であったことも影響したと考えた。また、現代社
会は健康志向が強く、疾患や治療に関する情報も多
い。このような状況下で患者は医師の説明を理解し
やすかったと推測した。さらに今回の調査結果では、
手術の満足度も高く統計学的には患者の理解度と手
術の満足度は相関していた。このことから、患者が
医師の説明を理解できれば手術の満足度が高くなる
可能性も考えられた。本研究では患者の理解度は、
患者の申告による回答を基にした結果であり、医師
の説明に対して患者の知識の程度を測ったものでは
ない。しかしながら我々は、患者が医師の説明に対
する正確な理解よりも、患者自身が医師の説明を理
解したと思う「納得」こそが手術の満足度に結びつ
く 1つの要因であると考えた。

3.　説明に対する患者の意見・要望
本研究で医師の説明に対する患者の理解度は高い
結果であったが、アンケートの自由記載の欄には、
医師の説明に対する患者からの意見や要望があっ
た。その結果を分類すると、説明のタイミング・説
明の方法・説明の内容の 3つのカテゴリーになった。
説明のタイミングは「入院前に手術、病状を聞き
たい」や「入院して不安なところで説明されても理
解できるか不安」と入院してからの説明に対する意
見であった。坂東らによると全身麻酔の手術を受け
る患者は、手術前日には手術への様々な思いに心が
占領され、手術への決意が揺らぐ心理状態になるな
どの危機的状況にあると述べられていた12）。この報
告からも患者の手術前の心理状態を考慮すると、手
術前日の説明のタイミングは、患者の不安が増し理
解ができない状況になると推測した。また体調が悪
い時も心理的には不安定になるため手術後の説明は
体調や心理面を考慮する必要があると考えた。
説明の方法については、手術による身体の変化が
イメージできるようにイラストや動画で説明して欲

5
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しいとの要望であった。医師は現状でも図や動画な
どさまざまな方法で患者にわかりやすく説明はして
いるが、大部分は一般論としての説明である。今回
のアンケートから、患者は医師からの説明には、自
身の身体が手術によりどのように変化し、手術後の
経過や生活をイメージできる具体的な説明を求めて
いた。
説明の内容についても、患者は合併症やリスクも
含め具体的な説明や術後の生活のイメージができる
説明も求めていた。橋爪らは、インターネットの利
用について「必要な情報の不足について知りたい情
報がない」、「デメリットが書いてない」、「患者が同
病者の体験のブログで読みショックを受けた」、「治
療への不安も増強した」など患者の意見を報告して
いる 6）。小林は「治療にともなう生活への影響」、「同
じ病気の人の体験談」についてインターネットが最
も利用されていたと報告している7）。患者はイン
ターネットの情報では収集できない、患者自身の病
状や、患者に及ぼす手術の影響についての情報を必
要としていることがわかった。また、インターネッ
トからの情報は、患者によっては手術後の生活や就
労への影響・変化なども考え手術の決定に影響する
と考えた。
清水は、インフォームド・コンセントの「医師に

よる説明─本人による同意」の捉え方の問題に「一
方的な方向性」があると述べている。つまり、重要
な情報は、医学的情報だけであるかのような誤解が
あるが、患者にとっては、人生計画・生活の中で自
らの価値観に基づいて治療を考えるため治療による
生活への変化などの情報も、医学的情報と同様に意
思決定を左右する重要な情報であると述べている13）。
患者が合併症や手術のリスクを理解し手術後のイ
メージができる具体的な説明を求めるのは、手術後
の生活や就労への影響・変化なども考えた上で、医
師からの説明を理解・納得して手術を決定するため
であったと推測した。

4.　本研究の限界
本研究では対象者を比較的情報量の多い一般的な
下部消化管疾患の患者に限定したため、他の情報量
が少ない疾患や稀な疾患については検討がおこなわ
れていない。また、悪性と良性の違いについても検
討がおこなわれていない。そのためそれらについて
は今後の検討が必要である。また、情報収集の手段
は明らかにできたが、その内容については調査でき

ていない。家族やかかりつけ医師などの相談をおこ
なった対象者に医師の説明の前後の相談の内容を明
らかにする必要がある。

結　　　論

手術を受けた患者へのアンケート結果より、患者
は主治医からの手術の説明の前にインターネットや
かかりつけ医師から医療情報を入手している者が多
く、主治医からの説明の理解度も高かった。患者自
身が取得した医療情報が理解度に影響していた可能
性が高いと考えられる。また、手術に対する理解度
が高いほど手術の満足度が高く、手術に対する理解
度の重要性を裏付ける結果であった。
医師の説明に対する患者の意見・要望から、患者
が望んでいた医療情報の提供とは心理面や体調を考
慮したタイミングで説明し、図や画像を用いて自身
の身体の変化が具体的にイメージできるような方法
で、リスクを含め手術後の自身の身体の変化が実感
できる説明であった。これを踏まえた医療情報の提
供が患者の適切なインフォームド・コンセントにつ
ながると考えた。

COI申告の開示

本研究において、利益相反は存在しない。
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Surgery decision-making in patients :  
How to best provide medical information to facilitate informed consent

Masae NISHIYAMA1）, Megumi TAKAHASHI1）, Shirou MISHIMA1）, 
Kenji KATSUMATA2）, Junichi MASAKI2）, Tamotsu MIKI1）

1）Department of Quality and Patient Safety, Graduate School of Tokyo Medical University 
2）Department of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Tokyo Medical University

Abstract

　　Background : Sufficient patient understanding of medical information may affect the course of treatment for patients and 
patient satisfaction regarding treatment and surgery.　Recently, patients are able to easily obtain medical information through 
web-sites, but they can also become confused by the flood of information.
　　Aims : We considered the best support for surgery decision-making in patients from the results of a questionnaire survey 
among patients who underwent surgery, to clarify what kind of medical information enhances informed consent.
　　Methods : We targeted patients who underwent lower gastrointestinal surgery at Tokyo Medical University Hospital 
between January and July, 2021.　We investigated the patient medical records and conducted a questionnaire survey, with ques-
tions about patients’ understanding of medical information from their physicians, and patients’ voluntary acquisition of medical 
information.
　　Results : We obtained responses from 50 patients and found that 76% of all patients voluntarily obtained medical informa-
tion before and/or after receiving a physician’s explanation.　They mainly obtained information from websites and their family 
doctors.　Eighty percent  of the total number of patients understood information which was given to them by their physicians 
and 84% were satisfied with their treatments, including surgery.　However, we found that some patients felt the timing of expla-
nations, the way in which they were explained, and explanation of complications, could be improved.
　　Conclusions : We found that patients were satisfied with their surgeries, if they were convinced by their physician’s 
explanations.　Patients’ voluntary acquisition of medical information can promote patient beliefs.　On the other hand, it is 
important to provide the medical information and allow patients enough time for decision-making, and to offer detailed informa-
tion, including complications, that would enable them to realistically image the changes occurring in their own bodies and lives 
after surgery.

〈Key words〉: Informed consent, patient undergoing surgery, surgery decision-making, medical information
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症 例 報 告

Toxic shock syndrome toxin-1産生黄色ブドウ球菌による 
内閉鎖筋膿瘍および菌血症に合併した川崎病の 1例

鶴　井　萌　子　　　山　﨑　崇　志　　　山　田　ひかり 
松　本　和華子　　　大　野　幸　子　　　千代反田　雅子 
長　尾　竜　兵　　　西　亦　繁　雄　　　柏　木　保　代 

河　島　尚　志
東京医科大学小児科・思春期科学分野

1

【要旨】　川崎病の原因は未だ不明であるが、発症要因として微生物感染等の外的要因を契機とする免
疫応答異常の関与が考えられている1）。今回、Toxic shock syndrome toxin-1（以下 TSST-1）産生 meth-
icillin-susceptible Staphylococcus aureus（以下MSSA）による内閉鎖筋膿瘍および菌血症と川崎病を併
発した 1例を経験したため報告する。症例は生来健康な 9歳女児。発熱 4日目に前医を受診し、細菌
感染症の疑いにて入院加療を開始したが、同日夜間に意識障害が出現し当院へ転院した。入院時に川
崎病の主要 5症状および冠動脈の輝度亢進を認めたことから川崎病と診断し、大量ガンマグロブリン、
アスピリンおよびプレドニゾロン投与による川崎病治療と抗菌薬投与を併せて行った。治療開始後、
意識障害を含む臨床症状は改善傾向となった。入院 4日目に一過性の左側股関節痛が出現し、両股関
節造影MRI検査で左側内閉鎖筋に液体貯留を認めた。血液培養からはMSSAが検出され、同菌によ
る菌血症および左側内閉鎖筋膿瘍と診断した。計 28日間の抗菌薬投与を行い、後遺症なく治癒した。
川崎病の発症要因の一つとしてスーパー抗原産生菌による感染を契機とした免疫応答異常の関与が考
えられており、本症例も TSST-1産生MSSAによる感染が契機となり川崎病を発症したのかもしれな
いと考えた。

令和 4年 4月 5日受付、令和 4年 5月 9日受理
キーワード : 川崎病、膿瘍、methicillin-susceptible Staphylococcus aureus （MSSA）、スーパー抗原、Toxic shock syndrome 
toxin （TSST-1）、Staphylococcal enterotoxin C （SEC）
（連絡先 : 〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 6-7-1　東京医科大学小児科・思春期科学分野）

TEL : 03-3342-6111（代）内線 62465　FAX : 03-3344-0643

は じ め に

川崎病は原因不明であるが、小児における代表的
な血管炎症候群の一つである。急性発症で一過性の
経過をたどること、発熱および発疹、眼球結膜充血、
頚部リンパ節腫脹など感染症に多い症状が主体であ
ること、季節的な発症のピークを有することなど、

病原微生物の感染による臨床的症状に類似する点も
多いため、何らかの感染因子が関与していると考え
られている1）。また、感染症を直接原因と考えると、
集団発症がみられないこと、突発性発疹などと比較
して罹患率が少ないことなど、矛盾する点も多い1）。
こうした矛盾を説明する仮説として、感染を契機と
した免疫応答異常が考えられており、特にスーパー
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抗原による疾患と臨床像およびサイトカインストー
ムの病態などが類似することから、スーパー抗原の
関与も議論されている1）。
今回、TSST-1産生MSSAによる内閉鎖筋膿瘍お
よび菌血症と川崎病を併発した 1例を経験したた
め、文献的考察を交えて報告する。

症　　　例

9歳の女児。
主訴 : 発熱、意識障害。
既往歴 : 特記事項なし。
家族歴 : 特記事項なし。
生活歴 : バスケットボールクラブに所属。
現病歴 : 来院 4日前に発熱が出現。2日前より全
身に紅斑が出現し、以降発熱と皮疹が持続した。前
医受診し、インフルエンザおよび溶連菌の迅速検査
は陰性であったが、細菌感染症を疑いフロモキセフ
投与による入院加療が開始された。同日夜間より傾
眠傾向となり、意識障害のため当院へ転院搬送され
入院した。
入院時現症 : 体温 41.2°C、血圧 108/49 mmHg、

脈拍 158/回、経皮的動脈血酸素飽和度 98%（室内気）。
意識レベル JCSI-1（見当識障害はないが質問に対
し途中から別のことを話し始めた）。瞳孔径左右差
なし、対光反射迅速。項部硬直なし。両側眼球結膜
充血あり、イチゴ舌・咽頭発赤あり、頚部リンパ節
腫脹なし、全身に紅斑あり、手掌・四肢末端の硬性
浮腫あり。
入院時検査所見 : 血液検査では白血球 14,000/μL

（好中球 94.0%）、CRP 9.1 mg/dL、IL-6 609 pg/mLと
高値であった（Table 1）。また、低アルブミンおよ
び低ナトリウム血症を認めたが、肝トランスアミ
ナーゼおよびビリルビン値は上昇していなかった。
凝固系検査では PT、APTTの延長および Dダイマー
高値を認めた。その他、免疫グロブリン値や好中球
の貪食能・殺菌能に異常を認めなかった。心エコー
検査では冠動脈の輝度亢進がみられたが、冠動脈の
内径の拡大は認めなかった。胸部レントゲン写真お
よび頭部単純 CT画像では特記すべき異常は認めな
かった。なお、髄液検査も試みたが採取困難であっ
た。
臨床経過 : 発熱・眼球結膜充血・口唇発赤・全身

2

Table 1　Laboratory findings on admission

【Blood count】 【Biochemistry test】 【Urinalysis】
White blood cell 14,000/μL AST 29 U/L specific gravity ≧ 1.030
　Neutrophil 94.0% ALT 15 U/L pH 6.0
　Lymphocyte 1.9% TP 5.3 g/dL protein 100 mg/dL
　Monosyte 2.9% Albumin 3.1 g/dL sugar -

Red blood cell 4.69×106/μL T-Bil 0.87 mg/dL ketone body -

Hemoglobin 13.0 g/dL BUN 12.1 mg/dL occult blood -

Platelet 30.6×104/μL Cre 0.66 mg/dL Red blood cell 20-29/HPF
LDH 359 U/L White blood cell 10-19/HPF

【immunity test】 CK 67 U/L
Interleukin-6 609.3 pg/mL Na 130 mEq/L
IgG 682.0 mg/dL K 4.0 mEq/L
IgA 108.0 mg/dL CRP 9.1 mg/dL
IgM 109.0 mg/dL NH3 44 μg/dL
C3 99 mg/dL
C4 23 mg/dL 【Coagulation fibrinolysis】
CH50 34 U/mL PT-INR 1.54
neutrophil phagocytosis APTT 46.1 sec

73.09% D-dimer 5.67 μg/mL
neutrophil germicidal properties

86.11%

IgG ; Immunoglobulin G, IgA ; Immunoglobulin A, IgM ; Immunoglobulin M, CH50 ; 50% hemolytic complement 
activity, AST ; Aspartate aminotransferase, ALT ; Alanine aminotransferase, TP ; Total protein, T-Bil ; total bilirubin, 
BUN ; urea nitrogen, Cre ; serum creatinine, LDH ; Lactate dehydrogenase, CK ; Creatine Kinase, CRP ; C-reactive 
protein, NH3 ; ammonia, PT-INR ; International normalized ratio of prothrombin time, APTT ; Activated partial throm-
boplastin time
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の発疹・四肢末端の硬性浮腫と冠動脈輝度亢進を認
めたことから川崎病と診断した。大量ガンマグロブ
リン静注（IVIG）治療の不応を予測する群馬スコ
アが 6点と高く、IVIG（2 g/kg）とアスピリン（30 
mg/kg/日）内服にプレドニゾロン（2 mg/kg/日）投
与を併用した。また、CRPが高値であり重症感染
症の併発も否定できなかったことから、スルバクタ
ム／アンピシリンによる抗菌薬治療も行った。加療
開始後、入院 2日目には解熱し、意識状態も改善し
てきた。入院時の頭部単純 CT画像および入院 7日
目の頭部単純MRI画像上も明らかな異常は認めな
かった。また、経過中にエコー上冠動脈の輝度亢進
はみられたものの、径の拡大は認めなかった。入院
時の血液培養より methicillin-susceptible Staphylococ-
cus aureus （MSSA）が検出され、第 4病日より抗菌
薬をセファゾリンへ変更した。なお、同菌における
スーパー抗原（SAg）遺伝子の有無を PCRで確認
したところ、Toxic shock syndrome toxin-1 （TSST-1）、
Staphylococcal enterotoxin C （SEC）の 2つが陽性で
あ り、Exfoliative toxin type b、Panton-Valentine leu-
cocidinは陰性であった。同日一過性に左側股関節
痛が出現したことから、入院 7日目に両股関節造影
MRI検査を行ったところ、左側内閉鎖筋に辺縁の
造影効果を伴う液体貯留を認めた。また、左恥骨に
も造影効果が見られ、炎症の波及が疑われた（Fig. 
1）。入院 14日目に全身ガリウムシンチグラフィ検
査を行ったところ、左恥骨部周囲のへ軽微な集積を
認めMRI検査の結果と同様に炎症の局在が示唆さ
れた（Fig. 2）。血液培養の結果と併せて、MSSAに
よる左側内閉鎖筋膿瘍および左側恥骨骨髄炎と診断
した。なお、超音波検査で膿瘍の描出ができなかっ
たことから穿刺はせず抗菌薬投与による保存的加療

のみを行った。入院 4日目の血液培養は陰性になり、
入院 20日目に再検したMRI検査より膿瘍の消退を
確認し、入院 22日目よりセファレキシン 60 mg/kg/
日内服へ変更した。計 28日間の抗菌薬投与を行い、
全身状態が良好であったため入院 25日目に退院し
た。退院後も症状の再燃や後遺症は認めなかった
（Fig. 3）。

考　　　察

川崎病は、指趾の特異的落屑を伴う小児の急性熱
性皮膚粘膜淋巴腺症候群2）として 1967年に報告さ
れてから現在に至るまで、その発症要因は不明とさ
れている。ただし、局地的流行の存在や獲得免疫の
脆弱な年齢に好発する点などから、感染性疾患に関
係するのではないかと言われており、特に川崎病の

3

Fig. 1　Contrast-enhanced MRI of the hip joint（Day 7→ 21）

Fig. 2　Whole body 67 gallium scintigraphy（Day 14）



鶴井　他 9名 : Toxic shock syndrome toxin-1産生黄色ブドウ球菌による内閉鎖筋膿瘍および菌血症に合併した川崎病の 1例 ─ ─3232022年 10月

（　　）

特徴の一つである著明な免疫学的変化（サイトカイ
ンストーム）からは SAgが関与している可能性が
指摘されている3）。実際に、川崎病に類似した症状
を呈する感染性疾患の中には、溶連菌感染症やエル
シニア感染症、トキシックショック症候群など、
SAgが関与する疾患が多数含まれており、血中の
TNF-αや INF-γの上昇といったサイトカインストー
ムの病態も共通してみられている。
本症例においては、入院当初は臨床症状から川崎
病と診断され加療が開始されたものの、血液培養の
結果や左側股関節痛から感染性疾患の存在が疑わ
れ、最終的には画像検査より左側内閉鎖筋膿瘍と診
断した。この原因菌と考えられたのが血液培養から
検出された SAg（TSST-1および SEC）遺伝子を有
するMSSAであり、川崎病発症との関連が考えら
れた。

本症例のように、SAg（特に TSST-1）産生菌に
よる感染性疾患と川崎病の併発をきたした症例は、
若干例の報告がある（Table 2）4-6）。川崎病と SAgと
の関連を調べた研究の一つでは、川崎病患者の便中
の DNAを解析して TSST-1を含む 5種の SAg遺伝
子につき検討を行っており、非川崎病群に比べ川崎
病群では少なくとも 1つの SAg遺伝子断片が有意
に存在していたとする結果であり、複数の SAgが
発症に寄与する可能性も示唆している7）。しかしな
がら、川崎病患者の咽頭および直腸などから分離さ
れた SAg産生菌の解析において両群間における
SEC遺伝子産生菌の保菌率に有意差が得られなかっ
たと報告されている8）。また、急性川崎病患者では
Vβ2発現 T細胞が主に CD4陽性サブセットで選択
的に増加しているとの報告がある9）。SAgの中でも
TSST-1や SPEBなどは Vβ2陽性 T細胞の増殖を呈

4

Fig. 3　Post-hospitalization progress
　　　   IVIG ; High-dose gamma globulin administration, ASA ; aspirin, PSL ; prednisolone, ABPC/SBT ; Ampicillin/Sulbactam, 

CEZ ; Cefazolin, CEX ; Cephalexin

Table 2　Presence of infection by TSST-1-producing bacteria and Kawasaki disease

Researcher  Age
Gender Cultivation area Causal bacteria Main

symptoms Course of treatment

Hisaki Nagamoto et al.4） 1 year and 2 
months
male

Burn wound MSSA （TSST-1-produc-
ing）

3/6 Day 12～ IVIG+ASA
Transient pericardial effusion+
No coronary lesions

Masahiro Nakano et al.5） 4 years old
male

Cellulitis wound staphylococcus aureus 
（TSST-1, EnterotoxinA-

producing）

6/6 Details unknown
Slight pericardial effusion+
Echo brightness increase+
No coronary lesions

Zensho Kazumasa et al.6） 2 years old
male

Cellulitis wound MRSA （TSST-1 produc-
ing）

5/6 Day 5～ IVIG+ASA
No coronary lesions

IVIG ; High-dose gamma globulin administration, ASA ; aspirin
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するが、Vβ2陽性 T細胞を刺激する能力を持たな
い SECは川崎病と関連しない可能性が指摘されて
いる9）。これらの報告から、ある特定の SAgを有す
る細菌感染症が川崎病発症の契機となる可能性につ
いては十分考えられる。
本症例はMSSA菌血症を伴う閉鎖筋膿瘍を併発
しており、治療の遅れは外科的治療の必要や長期的
な後遺症のリスクとなるため、迅速な介入が必要で
あった10）。このように、川崎病の診断に至った症例
であっても感染性疾患の存在の可能性を常に念頭に
置く必要がある。本症例は閉鎖筋膿瘍からMSSA
菌血症を発症したと考えられ、その菌が SAgとな
る TSST-1を産生したため川崎病の発症につながっ
たのかもしれないと推測した。
ただし注意すべきは、本症例と似たように川崎病
の経過中に股関節痛および歩行困難を訴えたが、各
種検査から川崎病に随伴した非感染性の関節炎と診
断され、抗菌薬による治療ではなくステロイドや非
ステロイドの抗炎症薬の投与が奏功している症例も
ある11）。したがって、関節炎を伴う川崎病には感染、
非感染の両面を鑑別していく慎重な対応が必要であ
る。
なお、本症例は当初意識障害がみられたが、入院

2日目以降にすみやかに意識状態は回復し、入院 8
日目に行った頭部単純MRI検査でも特記すべき所
見を認めなかった。意識障害の原因としては、熱せ
ん妄の他、川崎病と合併した急性脳症の存在も可能
性として考えられる。ただし、本症例では診断の根
拠として髄液検査および発症早期における頭部単純
MRI検査が施行できていないことから、推測の域
を出ない。

結　　　語

TSST-1産生のMSSAによる内閉鎖筋膿瘍と菌血
症に伴い川崎病を発症した 1例を経験した。川崎病
の原因は未だ定かではないものの、本症例のように
細菌感染症と併発する、あるいはそれを契機として
発症する可能性もあることを念頭に診療にあたる必
要がある。したがって、川崎病としての診断基準を
満たす場合でも、特に関節痛を伴う川崎病の場合、
それが感染性か非感染性かを見極め、感染性の場合

5

は起因菌が SAgを産生している可能性を検討し、
川崎病と感染症の両方の治療が必要になる症例が存
在することを念頭に置く必要がある。

COI申告の開示

本論文発表内容に関連して特に申告なし
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A case of Kawasaki disease complicated by internal obturator muscle abscess and 
bacteremia due to toxic shock syndrome toxin-1-producing Staphylococcus aureus

Moeko TSURUI, Takashi YAMAZAKI, Hikari YAMADA, Wakako MATSUMOTO, 
Koko OHNO, Masako CHIYOTANDA, Ryuhei NAGAO, Shigeo NISHIMATA, 

Yasuyo KASHIWAGI, Hisashi KAWASHIMA

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Tokyo Medical University

Abstract

Although the cause of Kawasaki disease is still unknown, abnormal immune responses triggered by external factors, such as 
microbial infection, are thought to be a factor in its pathogenesis.　Here, we describe a case of Kawasaki disease complicated by 
internal obturator muscle abscess and bacteremia caused by toxic shock syndrome toxin-1 （TSST-1）-producing methicillin-

susceptible Staphylococcus aureus （MSSA）.　The patient was a 9-year-old girl who was healthy by nature.　On the fourth day 
of fever, she visited her previous doctor, who suspected a bacterial infection and started hospitalization for treatment.　On 
admission, the patient was diagnosed with Kawasaki disease based on the five major symptoms of Kawasaki disease and echo 
brightness enhancement of coronary arteries, and was treated with high-dose gammaglobulin, aspirin, and prednisolone for 
Kawasaki disease, along with antimicrobial agents.　After the start of treatment, the patient’s clinical symptoms, including 
impaired consciousness, began to improve.　On the fourth day of hospitalization, transient left-sided hip pain appeared, and 
contrast-enhanced MRI scan of both hips showed fluid retention in the left internal meniscus.　Blood culture revealed MSSA, 
and a diagnosis of bacteremia and left-sided medial trochanteric abscess due to MSSA was made.　The patient was treated with 
antimicrobial agents for a total of 28 days and recovered without sequelae.　One of the factors that may contribute to the devel-
opment of Kawasaki disease is the involvement of an abnormal immune response triggered by infection with superantigen-pro-
ducing bacteria, and it is suggested that Kawasaki disease may have been triggered by infection with TSST-1-producing MSSA.

〈Key words〉: Kawasaki disease, abscess, methicillin-susceptible Staphylococcus aureus （MSSA）, superantigen （SAg）, Toxic 
shock syndrome toxin （TSST-1）, Staphylococcal enterotoxin C （SEC）
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緒　　　言

近年、大学医学部・医科大学において、漢方医学
教育の一環として実習が行われるようになった。し

かし実習が行われるようになって日が浅い大学も多
く、どのような形で行うと教育効果が上がるかと
いった点については、各大学が試行錯誤している状
況であり今後の課題ともなっている。

令和 4年 7月 8日受付、令和 4年 8月 5日受理
※責任著者
キーワード : 漢方医学実習、医学教育、少人数教育、オンライン教育
（連絡先 : 106-0023　東京都新宿区西新宿 6-7-1　東京医科大学病院漢方医学センター）
TEL : 03-3342-6111（内線 2152）　FAX : 03-3349-6052　E-mail : oikawa-t@tokyo-med.ac.jp
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東京医科大学（以下本学）では医学部医学科 3年
次において漢方医学講義が実施されており、ここ数
年はその一部を漢方医学実習に充てている。2020
年度までは講義全体で90分×6コマが割り当てられ、
このうち 1コマを漢方医学実習に充てていた。2021
年度からは講義時間数が90分×8コマに増えたため、
このうち 2コマを漢方医学実習に充てるようにして
いる。実習時間が増えたことなどに伴い、我々は実
習実施上いくつかの工夫を行った。今回はそれらを
紹介するとともに、実習が 1コマであった 2019年
度と 2コマであった 2021年度の実習で行った学生
アンケートに基づき、2回の実習の教育効果等につ
いて比較検討したので報告する。

対象と方法

1.　対象
東京医科大学医学部医学科 3年次学生
2019年度　115名
2021年度　134名
を対象とした。

2.　方法
対象となった学生に対し、詳細を以下 3、4に記
す漢方医学実習を行った。漢方医学実習終了後、5
に記すアンケートを配布し自由意思で回答してもら
い結果を集計・解析した。
なお本研究は、本学倫理審査委員会による承認を
受けている（承認番号 T2020-0418）。

3.　2019年度の実習内容と実施状況
2019年度の漢方医学実習は、2020年 1月 30日の

2時限（10時 30分～ 12時）に実施された。
実習は A腹診、B舌・脈診、C生薬・漢方薬の 3
ブースで行われた。1学年 115名が 38-39名ずつの
3グループに分かれ、3ブースを交互にローテーショ
ンして実習した。実習時間は正味 60分程度であっ
た。各ブースに学外を含め 2名ずつの教員が配置さ
れ、学生の指導に当たった。内容の詳細は下記の通
りであった。

A腹診　腹力や代表的腹診所見の説明（講義
5-10分）、その後各種腹診シミュレータを触診して
所見を用紙に記入（実習 20分）

B舌診・脈診　代表的舌診所見の説明（講義 5分）
の後、提示された舌写真の所見を用紙に記入（実習
10分）、続いて脈診については代表的脈診所見の説
明（講義 5分）の後、自身と同級生の脈診所見を用

紙に記入（実習 10分）
C生薬・漢方薬　葛根湯・香蘇散について生薬構
成・効能効果などの説明（講義 5-10分）、その後に
生薬サンプルを見学や葛根湯の試飲、葛根湯を構成
する生薬の効能効果を用紙に記入（実習 20分）
上記実習後、後述の実習アンケートに回答すると
ともに、所見の記入用紙を提出して実習を終了した。

4.　2021年度の実習内容と実施状況
2021年度の漢方医学実習は、2022年 1月 27日の

1-2時限（9時～ 12時）に実施された。
実習は新たに鍼灸実習を加え、A腹診、B鍼灸・
経穴、C舌・脈診、D生薬・漢方薬の 4ブースで行
われた。1学年 134名が 22-3名ずつの 6グループ
に分かれ、新型コロナウイルス感染症対策の一環と
して各グループが時間をずらして登校し実習を開始
した。A腹診→ B鍼灸・経穴→ C舌診・脈診→ D
生薬・漢方薬の順に一方通行で実習を行い、実習終
了後は大学に滞留せず直ちに帰宅させた。実習時間
は正味 60分程度であった。各ブースに学外を含め
2名ずつの教員が配置され、学生の指導に当たった。
実習内容の詳細は下記の通りであった。

A腹診　腹力や代表的腹診所見の説明（講義
5-10分）→各種腹診シミュレータを触診して所見
を用紙に記入（実習 15分）

B鍼灸・経穴　鍼灸で用いる代表的な経穴の説明
（講義 5-10分）→教員の指導を受けながら自分の経
穴の取穴体験（実習 15分）

C舌診　代表的舌診所見の説明（講義 5分）の後、
提示された舌写真の所見を用紙に記入（実習 10分）、
続いて脈診については代表的脈診所見の説明（講義
5分）の後、自身の脈診所見を用紙に記入（実習 5分）

D生薬・漢方薬　葛根湯・香蘇散について生薬構
成・効能効果などの説明（講義 5-10分）、その後に
生薬サンプルの見学や葛根湯・香蘇散の試飲、葛根
湯・香蘇散を構成する生薬の効能効果を用紙に記入
（実習 15分）
上記実習後、後述の実習アンケートに回答すると
ともに、所見の記入用紙を提出して実習を終了した。
ただし 2021年度は 2019年度とは異なり、新型コ
ロナウイルス感染症対策の一環として各項目の講義
とオリエンテーションは各々 5-10分の動画にまと
め、事前に自宅で十分に視聴させることとした。ま
た同様の理由から脈診等の実習においては、自身の
脈診のみを行い同級生の脈診等は行わなかった。

2
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5.　アンケートについて
アンケート項目は Q5以外両年度とも同内容で、

A4の用紙 1枚に Q1　舌診の考え方が理解できた、
Q2　脈診の考え方が理解できた、Q3　腹診の考え
方が理解できた、Q4　生薬や漢方薬について理解
できた、Q5　鍼灸や経穴について理解できた（Q5
は 2021年度のみ）、Q6　腹診シミュレータの所見
は理解できた、の 6つの質問を設け、理解度の高い
順に 5非常にあてはまる、4ややあてはまる、3ど
ちらともいえない、2あまりあてはまらない、1全
くあてはまらない、のうちもっともよく当てはまる
数字を選択させた。6つの設問の下にフリースペー
スを設け、実習について気づいた点などを自由に記
載させた。

結　　　果

1.　2019年度の実習
a　参加者数
対象とした 115名全員が漢方医学実習に参加し
た。

b　実習アンケート結果（図 1）

回収総数 99、有効回答 99（男性 55、女性 44）、
回収率は 86.0%であった。

Q1　舌診の考え方が理解できた
5　39名、4　50名、3　9名、無回答　1名
Q2　脈診の考え方が理解できた
5　39名、4　50名、3　8名、2　1名、無回答　1名
Q3　腹診の考え方が理解できた
5　33名、4　51名、3　13名、2　1名、無回答　1名
Q4　生薬や漢方薬について理解できた
5　32名、4　48名、3　14名、2　1名、無回答　4名
Q5　腹診シミュレータの所見は理解できた
5　31名、4　53名、3　14名、2　1名

Q　 漢方医学実習全般で気づいた点や改善点などが
あれば教えてください。

・ 楽しかった（同様回答計 9名）・漢方自体を理解
できてよかった・シミュレーションのものなので
本物を触ってそれが何なのか理解できたかといわ
れると微妙かなと感じた・漢方難しい（同様回答
計 2名）・試飲試食とかできて面白かったです（同

3

図 1　2019年漢方医学実習におけるアンケートの回答分布
　　  （a）　「Q1　舌診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （b）　「Q2　脈診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （c）　「Q3　腹診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （d）　「Q4　生薬や漢方薬について理解できた」に対する回答分布
　　  （e）　「Q5　腹診シミュレータの所見は理解できた」に対する回答分布



東京医科大学の漢方医学実習における工夫と教育効果 ─ ─3292022年 10月

（　　）

様回答計 2名）・香蘇散が紅茶のようでおいしかっ
た・腹診はよくわかりませんでした・腹診もう
ちょっとゆっくりやりたかったです（同様回答計
3名）・腹診や舌診脈の見方など西洋とは違うこ
とが具体的にわかってよかったです、ただもっと
理解するならばもっと一つ一つに時間をかけなけ
れば難しいとは感じましたが、全体的にテンポよ
く学んでいけたように思えるので楽しかったで
す・実際の漢方薬を飲むことでとても理解が深ま
りました
（順不同・計 21名が回答）
2.　2021年度の実習
a　参加者数
対象とした 134名中、病欠 1名を除く 133名が漢
方医学実習に参加した。

b　アンケート結果（図 2）
回収総数　128（男性 83、女性 44、無回答 1）、
回収率は 96.2%であった。

Q1　舌診の考え方が理解できた

5　75名、4　43名、3　8名
Q2　脈診の考え方が理解できた
5　71名、4　48名、3　9名
Q3　腹診の考え方が理解できた
5　72名、4　40名、3　14名、2　1名
Q4　生薬や漢方薬について理解できた
5　68名、4　43名、3　10名
Q5　鍼灸や経穴について理解できた
5　72名、4　45名、3　8名
Q6　腹診シミュレータの所見は理解できた
5　74名、4　40名、3　11名、2　1名

Q　 漢方医学実習全般で気づいた点や改善点などが
あれば教えてください。

・ おいしかったです・分かりやすく勉強になりまし
た（同様回答計 3名）・楽しかった（同様回答計
3名）・丁寧に教えて頂きありがとうございまし
た（同様回答計 4名）・漢方が大事だということ
が分かった・試飲は貴重な体験をさせて頂きまし
た・自分と全く関係のないものだと思っていたが、

4

図 2　2021年漢方医学実習におけるアンケートの回答分布
　　  （a）　「Q1　舌診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （b）　「Q2　脈診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （c）　「Q3　腹診の考え方が理解できた」に対する回答分布
　　  （d）　「Q4　生薬や漢方薬について理解できた」に対する回答分布
　　  （e）　「Q5　鍼灸や経穴について理解できた」に対する回答分布
　　  （f）　「Q6　腹診シミュレータの所見は理解できた」に対する回答分布
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漢方が身近に感じられて楽しかった・漢方の効果
をたくさん知ることができたので、日常生活に取
り入れていきたいと思った・テキストを丸写しす
るだけのものがあったので次から問題形式にして
はと思いました・実践的なことが多く漢方に興味
が持てた・鍼灸経穴や実際にとてもリアルなシ
ミュレーターに触れたことで、学んだ内容を感覚
として感じ覚えられた・他のグループがいる時に
説明して下さる声が聞こえづらかった
（順不同・計 19名が回答）
3.　2019年度と 2021年度との比較検討（表 1）
2021年度実習において 2019年度実習から工夫・

変更した点を 4点、あらためて以下にまとめた。
・ 鍼灸・経穴の実習を新たに加えた
・ コロナ対策を兼ね 1グループの人数を半減（20
名あまり）させた

・ コロナ対策を兼ね各グループが時間差で実習を
行った

・ コロナ対策を兼ね講義部分を動画にまとめ事前
に自宅で視聴・予習させた

上記の点が学生の実習理解度に影響を与えたか、
2019年度実習と 2021年度実習のアンケートに基づ
き Q1から Q6までを比較した。Q1「舌診の考え方
が理解できた」については 2019年度 4.31 ± 0.63に
対して 2021年度 4.53 ± 0.62、Q2「脈診の考え方が
理解できた」については 2019年度 4.30 ± 0.66に対
して 2021年度 4.48 ± 0.62、Q3「腹診の考え方が理
解できた」については 2019年度 4.18 ± 0.69に対し
て 2021年度 4.44 ± 0.72、Q4「生薬や漢方薬につい
て理解できた」については 2019年度 4.17 ± 0.71に
対して 2021年度 4.48 ± 0.65、そして Q6「腹診シミュ
レータの所見は理解できた」については 2019年度
4.15 ± 0.69に対して 2021年度 4.48 ± 0.69という結
果であった。Q5「鍼灸や経穴について理解できた」

については、2019年度に同項目の実習がなく比較
できないが、2021年度の理解度は 4.51 ± 0.62であっ
た。

考　　　察

医学教育のカリキュラムはいわゆる 2023年問題
と象徴的に言われるように、近年では講義時間を削
り実習時間を増やす方向へのシフトが顕著である。
西洋医学ほどではないものの、漢方医学についても
同様の傾向は認められる。今津らの報告によると、
2007年時点で漢方医学実習が行われていたのは 80
大学中 12大学（このうち必修であった大学に限る
とわずか 4大学）であったが1）、2019年時点での新
井の同様の報告では 82大学中 19大学へと増加して
いた2）。また飯塚らは、漢方医学実習が漢方医学の
習熟度を高めるうえで重要と報告している3）。本学
では新井の報告後の 2019年度、大学病院に漢方医
学センターが新設されたことを契機に漢方医学実習
が開始となった。その後大学の理解もあって、漢方
医学の講義時間は 2コマ増えるという恵まれた修学
環境にある。そのような経緯の中で、上述の医学教
育のトレンドや五感を重視する漢方医学の特性を考
慮すると、講義の割り当てが増えた分漢方医学実習
を増やすことは自然の流れで必然的な発想であっ
た。
実習初年度である 2019年度の漢方医学実習は全

6コマ中 1コマ、実習内容も腹診、舌・脈診、生薬・
漢方薬の 3項目であったが、2021年度においては
全 8コマ中 2コマ、実習内容も鍼灸・経穴を追加し
て 4項目に増加・充実させた。ちなみに両年度の間
である2020年度の実習は運悪くコロナ第3波のピー
クと重なり、まだコロナウイルスワクチン接種も見
通せない状況だったため、残念ながら実習自体が中
止に追い込まれた。2020年度は講義・実習を問わ

5

表 1

アンケート項目
結果（mean ± SD）

2019年度 2021年度

Q1　舌診の考え方が理解できた 4.31 ± 0.63 4.53 ± 0.62
Q2　脈診の考え方が理解できた 4.30 ± 0.66 4.48 ± 0.62
Q3　腹診の考え方が理解できた 4.18 ± 0.69 4.44 ± 0.72
Q4　生薬や漢方薬について理解できた 4.17 ± 0.71 4.48 ± 0.65
Q5　鍼灸や経穴について理解できた （同項目の実習なし） 4.51 ± 0.62
Q6　腹診シミュレータの所見は理解できた 4.15 ± 0.69 4.48 ± 0.69
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ず大半がオンラインやオンデマンド形式で行われた
ため、漢方医学についても実習に関する説明動画を
自宅で視聴するだけで実習に代えざるを得なかっ
た。しかし結果的には、こうした説明動画の準備が
2021年度実習の予習用動画に生かされることと
なった。また通常であれば、実習の割り当て時間増
加に伴い 1人当たりの実習時間も増えるが、これも
コロナ対策のためグループの少人数化や時間差での
実習など密を避ける工夫を優先することになった。
このため後述するように、1人当たり正味の実習時
間は増えなかったものの、結果として学習理解度は
低下せずむしろ向上につながった。
本学の漢方医学実習は 3年次後期に行われてい
る。この時期は座学の講義と試験が続くこともあっ
てか、検討対象とした 2回の実習における学生の反
応・理解度や評価は全般的におおむね良好・好意的
と思われた。病欠以外の欠席者はおらず、学生アン
ケートの自由記載欄にみられる感想や意見もこの印
象を裏付ける内容と考える。これらの感想にあるよ
うに、シミュレータの触診や経穴の取穴、漢方薬・
生薬の試飲・試食といった普段できない体験は、多
くの学生にとって新鮮で印象に残りやすかったと推
察される。実習の理解度を問う 5～ 6つの設問に関
しても、2回の実習ともすべての項目において 5段
階評価の 4以上であった。
我々はさらに 2021年度実習において、2019年度

実習の反省や新型コロナウイルス感染対策の観点を
踏まえ、① 鍼灸・経穴の実習を加える、② 1グルー
プの人数をほぼ半減させる、③ 各グループが時間
差で実習を行う、④ 講義部分は自宅で視聴・予習
させる、といった工夫・変更を行った。その結果、
比較ができない鍼灸・経穴を除いたすべての項目に
おいて、2021年度は 2019年度より理解度の平均値
が高かった。両年では対象が異なるため統計学的な
前後比較はできないが、上記の工夫は漢方医学実習
の教育効果向上に貢献したのではないかと考えてい
る。ちなみに正味の実習時間の合計は、2回の実習
とも 60分程度とほぼ同じであった。グループの少
人数化や時間差での登校・実習はコロナ対策の一環
として行った部分が大きいが、教員の指導が行き届
きやすくかつ静かな環境で実習できたことは理解度
が高まったひとつの要因と思われた。西城らも医学
教育における実習や小グループ教育の有用性を述べ
ている4）。また実習の講義部分を自宅で視聴・予習

させたことも、自宅などの落ち着いた環境で繰り返
し学修できるオンデマンド形式の長所が生かせ、学
生の理解が深まることに繋がったと考えられた。本
学での検討においても、オンデマンド授業は対面授
業と比べ学生が理解しやすく学びやすいと感じてい
ることが報告されている5）。さらにこのような形に
すると、学生だけでなく教員としても何回も同じ講
義をする必要がなくなり、その分の負担軽減や実習
指導に集中できるメリットがある。実際、2019年
度の実習時間中に筆頭著者は 40人のグループを前
に講義を行ったが、学生がざわつくとどうしても声
が通りにくくなる印象があった。グループの少人数
化を行った 2021年度ですら「他のグループがいる
時に説明して下さる声が聞こえづらかった」という
学生の感想が見られたので、自宅での講義視聴・予
習がなかったことは 2019年度の学生の理解度が低
くなる一因になったと推察された。いずれにしても
漢方医学実習を実施するうえで、特に 1グループの
少人数化や講義部分の自宅での視聴・予習は、今後
も積極的に考慮するとよいと思われる。
上述の実習実施上懸念すべき点としては、実習を
指導するスタッフのマンパワーが挙げられる。我々
は実習の各ブースに 2名の教員を配置したが、施設
によってはこれが難しい場合もあると想像される。
確かに 2名いたほうがきめ細かい実習指導ができる
ことに疑いの余地はないが、我々の感触では各ブー
ス 1名でも実習指導は可能と思われる。ただしその
場合、可能であれば 1グループの人数はさらに少な
く、一方でグループ数は増やし 8-10グループとし
たほうがよいであろう。またその分各回の実習時間
を若干短くしてグループ数をこなすなど、全体の時
間を調節する必要があると考えられる。
医学部での漢方医学実習に関するこれまでの報告
は、腹診シミュレータの活用に関するものが多い。
腹診シミュレータは矢久保らが初めて報告した6）。
漢方医学の診察を理解するうえで重要な代表的腹診
所見や腹力を再現し、気軽に腹診を体験できる機器
として有効であることが報告され7）、筆者らも 2017
年ころより利用している。価格が高額であることが
欠点だが、特にコロナ禍以降他者との非接触が強く
求められる昨今、その重要性は高まるものと推察さ
れる。なお我々が検索しえた範囲では、主として感
染症対策のため漢方医学実習の方法を変えて実施
し、両者で理解度を比較検討した報告はこれまでに

6
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認めなかった。我々は今回の検討結果を踏まえ、漢
方医学実習の学修効果向上を目指して今後もさらな
る工夫を積み重ねていきたいと考えている。

結　　　論

東京医科大学における漢方医学実習の現状を若干
の考察を加えて報告した。実習グループの少人数化
や時間差での実習、講義部分の事前視聴といった工
夫は、漢方医学実習の教育効果を高め有効と考えら
れる。
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の影響に留まらず、各種疾患の病態解明および
RNAaを利用した新しい治療標的の創出に繋がるこ
とが期待されます。
これまでに、ヒトの約 60%の遺伝子のプロモー

ターから機能不明な RNAが発現していることが知
られており、分子生物学において重要な研究テーマ
になっていました。本研究は、ひとつの miRNAを
材料にして始めた研究ですが、ふたつの大きなテー
マ（miRNAによる RNAa分子機構の謎とプロモー
ターから発現する RNAの謎）に同時に挑戦した、
欲張った内容です。その結果、データ量が膨らみ、
査読者の 1人からは「この論文は 2～ 3報に分けた
方が良い」とコメントされ、非効率的であったこと
を反省しています。しかし、東京薬科大学の卒業研
究生と最初の RNAaを検出してから約 6年、試行
錯誤と仮説の検証の繰り返しの結果、当時は想像も
出来なかった真理に到達し、精魂込もった論文に
なったと自負しています。

miRNAおよび siRNAなどの短鎖 RNAは、各種
のメッセンジャー RNAに結合し、遺伝子発現を抑
制することが広く知られています。一方で、これら
短鎖 RNAに遺伝子発現を増加させる機構（RNA 
activation : RNAa）がある可能性が示唆されていま
したが、そのメカニズムは不明でした。我々は、が
ん抑制 miRNAとして知られる miR-34aが、がん抑
制遺伝子 ZMYND10の転写を直接的に誘導する現
象を発見し、その分子機構の解析を行いました。そ
の結果、ZMYND10遺伝子のプロモーター領域から
発現するNon-coding RNAにmiR-34a-AGO-TNRC6A
複合体が結合すること、その際 miRNA-AGO複合
体は転写活性化因子 DDX21-CDK9を連れてくるこ
とで、一時停止中の RNA合成酵素を活性化させ転
写を誘導することを明らかにしました。また、他の
miRNAによる RNAaにもこの転写活性化機構が使
われており、普遍的な生命現象の分子機構として証
明されました。本研究の成果は、分子生物学領域へ

Introducing My Article

分子病理学分野　　大　野　慎一郎

“Nuclear microRNAs release paused Pol II via the DDX21-CDK9 complex”
Cell Reports, 2022 Apr 12 ; 39（2）: 110673.　doi : 10.1016/j.celrep.2022.110673.

東医大誌　80（4）: 333, 2022
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Neuro2022　第 45回日本神経科学大会 
（The 45th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society）

Neuro2022　基礎学会と臨床学会の視点を持つことの 
重要性について学ぶ機会

東京医科大学小児科・思春期科学分野　　渡邊　由祐、高松　朋子

1

東医大誌　80（4）: 334-335, 2022

Pivotal Meeting Report

本夏、沖縄で開催された第 45回日本神経科学大
会に参加させて頂きました。山中教授指導の下で
「West症候群の末梢血単球から産生される IL-1βの
関与について」「ペリサイトマーカーによるWest症
候群の免疫学的検討」の 2演題を発表させていただ
き、発表内容と本学会の概要について報告させてい
ただきます。
てんかんは本邦では 100-200人に一人の割合で発
症するといわれ、その 7割が小児期に発症します。
そのような一般的な疾患にもかかわらず、後遺症に
苦しんでいる患児が少なくありません。なかでも、
小児期発症のてんかんの約 5%を占めるWest症候
群の多くは精神運動発達の遅れを認め、その病態は
未だ明らかでありません。我々は以前よりWest症
候群の病態にはサイトカインを含む炎症反応が関与
していると推察しています。近年では、サイトカイ
ンを産生する末梢血液中の細胞が脳血液関門を通過
して中枢神経系に侵入し、てんかんの病態に関与し
ていることが報告されています。そこで、今回我々

は末梢血のフローサイトメトリー解析を行い、West
症候群患児の末梢血単球の細胞内サイトカインを測
定して、過去にもけいれんとの関連性が示唆されて
いた IL-1βが高値であったことを本学会にて報告致
しました。また、てんかんの病態には、血液脳関門
のタイトジャンクションを担うペリサイト（血管周
皮細胞）の機能不全とも関連性が示唆されています。
我々は今回、West症候群患児の末梢血液中のペリ
サイトマーカーが変動していたことを見出しまし
た。このことはWest症候群の病態にもペリサイト
が関与している可能性を示しており、West症候群
の新たな治療戦略を提示できたと考えております。
今後も神経炎症の観点からてんかんの病態について
検討していき、中枢神経系に侵入する末梢血細胞を
ブロックすることができるかといった治療戦略も含
めて、様々な角度から研究に取り組んでいく所存で
す。まだまだ道半ばの研究ですが、諸先生方のご指
導・ご協力を頂きながら地道に進めて参ります。
学会の概要についてですが、NEURO2022は神経
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科学大会、神経化学大会、神経回路学会大会の合同
大会であり、かなり規模の大きな学会となりました。
本学会は、私たちがこれまでに参加してきた臨床研
究を主とした学会とは異なり基礎研究の発表を主と
した会であるため、実験方法や機材など聞き馴染み
がない単語も多かったことから他演者の発表を理解
するには苦労致しました。しかしシンポジウムや講
演の中には、神経損傷に対する機能回復に対してミ
クログリアが発現する転写因子に注目し、脳梗塞治
療の新たな治療戦略を検討するような病態に介入し

た発表もあれば、全反射照明蛍光顕微鏡を用いてシ
ナプスの神経伝達物質の動きを評価するような生体
メカニズム解明を試みた発表、我々臨床家には馴染
みのない線虫を実験モデルとした講演などもあり、
大変興味深く拝聴しました。普段から臨床医学に携
わっていると思考がその枠から飛び出すことが難し
く、本大会のような基礎医学研究を目の当たりにす
ることは自身の視野を広げる一助にもなり、大変有
意義な時間となりました。今回の経験を今後の研究
に生かせるよう精進して参ります。

2



─ ─336

（　　）

日本神経科学学会 
（The Japan Neuroscience Society （JNS））

NEURO2022 in 沖縄に参加して 
～ゆいまーる精神で脳を理解する～

東京医科大学組織・神経解剖学分野　　権　田　裕　子

1

東医大誌　80（4）: 336, 2022

今年 6月末より 7月上旬にかけて、神経科学学会、
神経化学会、神経回路学会の 3学会合同大会が、沖
縄で初めて開催されるということで参加してきた。
各大会長の顔ぶれ（神経科学学会 : 沖縄科学技術大
学院大学 銅谷先生、神経化学会 : 横浜市立大学 竹
居先生、神経回路学会 : 奈良先端科学技術大学院大
学 池田先生）から、数理モデルやコンピュータサ
イエンス、神経再生といった分野が色濃くなりそう
な大会と予測していたが、さらにパーキンソン病や
アルツハイマー病などの臨床研究も加わった幅広い
大会となり、神経科学研究には「ゆいまーる（沖縄
の方言で「助け合い」の意味）」が必要であること
を体感する場となった。
ここ最近の神経発生分野でのトピックスは何か ?
と問われたら、脳の進化、サブプレート、グリア細
胞といえると思う。特に、大脳新皮質研究につなが
りの深い「脳の進化」における研究は、哺乳類の脳
がどのようにして拡大し、複雑化してきたのか ?　
ということを明らかにする研究分野であるが、2010
年にカリフォルニア大学 Arnold Kriegstein博士の研
究室がヒト大脳新皮質の脳室下帯（subventricular 
zone ; SVZ）に存在する新しい神経前駆細胞 basal 
radial glial cell （bRGC）を報告したことで、ここ約
10年で研究が活発に行われるようになってきた分
野である。
大脳新皮質には、胎生期に主に 2種類の神経前駆

細胞が存在する。1つは、脳室帯（ventricular zone ; 
VZ）に存在する頂端側神経前駆細胞（apical pro-
genitor ; AP）、もう 1つは、SVZに存在する基底側

神経前駆細胞（basal progenitor ; BP）である。齧歯
類では、VZが主な神経細胞の産生の場であるのに
対し、霊長類では、SVZが拡大して、そこで主に
神経細胞を産生している。霊長類の SVZには、様々
な BPが存在し、その 1種である bRGCは、当初マ
ウスには存在しないと考えられていた。しかし、現
在では、マウス脳にもわずかに bRGCが存在し、ヒ
トでは、outer SVZ （oSVZ）に存在する BPの半数
以上を bRGCが占め、その高い増殖能がヒトの脳
拡大へとつながっていると考えられている。
そのため、今回の会議でも、oSVZや bRGCをター
ゲットとして、マウスとは異なる生物（サル、フェ
レット、ニワトリ、トカゲ等）を使用した進化発生
生物学 （Evo-Devo）を取り入れた研究発表が国内外
の研究者により活発に行われていた。大脳新皮質の
発生と進化のメカニズムの一端が明らかになれば、
脳の先天性疾患などの原因解明や傷害脳の治療へと
つながることが期待される。

本学会会場の沖縄コンベンションセンターにて
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消化器外科学会 
（Japanese Society of Gastroenterological Surgery）

─ 第 77回日本消化器外科学会総会に現地参加して 
「夢を語ろう」のテーマのもとで ─

東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　日　高　英　二

1

東医大誌　80（4）: 337, 2022

2022年 7月 20日から 22日までの 3日間、第 77
回日本消化器外科学会総会がパシフィコ横浜で開催
されました。コロナ感染が拡大している中、主題演
題、特別演題は現地または web発表、一般演題は
web発表、参加者は現地または web参加というハ
イブリッド形式で行われました。私は、発表は web
でさらに現地にも行ってきました。本学会のメイン
テーマは「夢を語ろう」で様々な夢のあるプログラ
ムがありました。
私の専門としている大腸外科領域では、Robotic 

Surgery、遠隔医療が大きなトピックだと思われます。
ロボット手術が保険収載され、日本でのロボット手
術件数が飛躍的に伸びてきています。ロボットによ
る精緻な手術、直腸癌のみならず結腸癌にも適応が
広がってきて、開腹手術や腹腔鏡手術よりさらに進
歩した手術手技映像やロボット手術のコツ、さらに
は術後成績などが発表され外科手術がさらに進歩し
ているのが感じられました。また若手外科医への手
術教育法もロボット手術の普及により大きく変わっ
てきていました。ロボット手術のデュアルコンソー
ルシステムにより、まさに手取り足取りの細かい手
術指導が可能になってきていると実感しました。ま
た遠隔医療の分野では、遠隔地で行われている手術
画像をスペシャリストが自分の病院で同時に見て
色々と手術指導をする発表があり、遠隔手術指導が
いよいよ現実のものになりつつあると感じました。
さらに通信回線の進歩により、手術画像がほとんど
タイムラグなしで遠隔地の病院でみられるように
なってきており、ロボット手術の進歩とともにいよ

いよ “遠隔手術”というものが夢でなくなりつつある
と思われました。倫理面でまだまだハードルがあり
ますが、ハード面では確実に進歩しており、まさに
夢が現実になる日もそう遠くないと思われました。
最先端の夢のある発表のみならずまさに現実を直
視したテーマである高齢者大腸癌治療や縫合不全に
関する発表も数多くみられました。また外科医が減
少している現実を受け止め、医学部生や研修医にど
うやって消化器外科の魅力を伝えるか、さらに消化
器外科専門医を目指す若手医師をどのように育てて
いくかに関しての発表も数多くありました。
コロナ禍で現地参加者は少なかったですが、非常
に勉強になる発表も多く実際現地参加して良かった
と思います。来年は函館で開催されるようですが、
来年こそは現地でいろいろな議論ができることを
願っています。
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第 77回日本消化器外科学会総会　レポート 
─ 外科医の夢 ─

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　真　崎　純　一

1

東医大誌　80（4）: 338, 2022

2022年 7月、本年度の第 77回日本消化器外科学
会総会は「夢を語ろう」をテーマに開催された。感
染状況がにわかに厳しくなってきた中での開催で
あったが、晴天の横浜において、現地来場者も多く、
活発な議論がなされたと思う。日本消化器外科学会
総会は、我々消化器外科医にとっては最も大事な学
会の一つである。当科からも上級演題や後期研修医
の演題を含む多数の演題が発表されたし、座長など
でも役割を果たした。
近年からの傾向であるが、スライドが全て英語化
され、多くの演題が発表やディスカッションも英語
であった。日本からのエビデンスを発信する責務が
当学会にはあると思うし、そういった気概を感じた。
全体としては、腹腔鏡下手術からロボット支援手術
へと急速に変化している低侵襲手術の時代の流れの
中で、やはり低侵襲手術に関連した演題が多数散見
された。当科も低侵襲手術の中心的役割を果たすべ
く、発表を行っている。そのような中で、人工知能
や遠隔医療などと消化器外科との融合といった観点
で、以前であれば「夢」であったことが、もはやか
なりの現実味を帯びて進んできていることを強く感

じた。ロボット手術に代表されるような低侵襲術は、
単に低侵襲なだけではなく、AIや最先端の様々な
技術と融合して、いわゆる「Digital Surgery」へと
進化をとげる。昨今の学会で感じたそのような流れ
が、今回の消化器外科学会でも感じ取れたことで、
その方向性を強く内外に印象づけたことと思う。当
科においても、従来から中心的に施行している低侵
襲手術や、新たな人工知能を用いた研究をより活発
化させている。一方で、ダイバーシティや働き方改
革、病院経営など、これからの時代における、また
別の「夢」を抱かせるテーマも散見された。今や「古
き良き外科医」は通用せず、全ての人が平等に「夢」
をみて、総じて活躍することができる消化器外科分
野である必要性を強く感じた。
今まで我々がみていた「夢」の実現の過程、そし
てこれからみるべき「夢」がどういったものである
かを、強く感じさせられるまさに「夢」のある学会
となった。当科においても、大きな「夢」を語るべ
く、低侵襲手術から「Digital Surgery」を目指して、
さらに邁進していく気持ちを新たにさせられた第
77回消化器外科学会総会であった。
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第 505回東京医科大学臨床懇話会

深部静脈血栓症・卵巣腫瘍に合併した脳主幹動脈閉塞症

Large vessel occlusion stroke associated with 
deep vein thrombosis and ovarian tumor

司　　　会 : 橋本　孝朗　准教授
担　　　当 : 東京医科大学脳神経外科学分野
関連診療科 : 東京医科大学病院心臓血管外科
　　　　　　東京医科大学病院産科・婦人科
　　　　　　東京医科大学病院循環器内科

1
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臨床懇話会

橋本（司会）: 時間になりましたので、第 505回
東京医科大学臨床懇話会を始めさせていただきま
す。
今回は脳神経外科が担当で「深部静脈血栓症・卵
巣腫瘍に合併した脳主幹動脈閉塞症」をテーマとさ
せていただきました。脳主幹動脈閉塞症の原因とし
て、心房細動からの心原性脳塞栓症、脳動脈硬化に
伴うアテローム血栓性の閉塞が思い浮かぶと思いま
すが、今回の症例は深部静脈血栓症から卵円孔を介
した脳塞栓症、いわゆる奇異性塞栓症と、悪性腫瘍
に関連した脳梗塞である Trousseau症候群の 2つの
病態を持った症例です。
非常に多くの病態が絡んでおり、どのように診断
し治療していくのかを、ご発表いただく 4人の先生
方とディスカッションしていきたいと思います。
まず初めに深部静脈血栓症に関して、診断と治療
その経過に関して、心臓血管外科の神谷先生からお
願いいたします。
神谷（心臓血管外科）: 深部静脈血栓症の発症、

診断と治療、そして脳梗塞の発症までを発表させて
いただきます。
症例は 68歳の女性で、2020年 1月に右下肢痛が
出現し、近医を受診しています。その後心臓血管外
科に紹介受診となりました。右下肢の浮腫および熱
感を認めており、右下肢の深部静脈血栓症の診断で

緊急入院となりました。
脂質異常症、高血圧、網膜静脈切迫閉塞症、子宮
筋腫の既往歴があります。
入院時検査所見では、白血球が 12,900/μl、CRP
が 3.08 mg/dlと炎症所見が上昇していました。また、
D-dimerが 34 μg/mlと高度に上昇した状態で、深部
静脈血栓症（DVT）と矛盾はありませんでした。
遺伝的要因について、自己免疫を含めて精査して
いますが問題はなく、腫瘍マーカーに関しても陰性
でした。
造影 CT検査では、下大静脈（IVC）は開存、両
側の大腿静脈まで開存しています。右大腿静脈から
下腿にかけて血栓を認めています。左右の下肢を比
較すると太さが若干違うことが分かります。
より詳細に見ると、右膝窩静脈の限局性の拡張を
認め、内腔が閉塞しています。この段階で、右膝窩
静脈の静脈性血管瘤と診断をしています（図 1A）。
肺動脈塞栓症（PE）に関してもチェックをして
います。造影 CT上右下葉に非常に小さな血栓を認
めましたが、呼吸症状もなく臨床上は問題ないと判
断しています。
エコーで右下腿静脈は血栓で閉塞、左側にも下腿
に血栓がありました。症状は右側のみでしたので、
今回は右側の治療を行っています。
入院時の造影 CTで両側の卵巣腫瘍を認めていま
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す。右側に 7 cm、左側に 4 cmの大きさの腫瘍を認め、
腹水は認めていませんでした（図 1B）。
まとめますと、当院に来られたときに両側の下肢
の深部静脈血栓症（DVT）を認め、右側は大腿静
脈までありましたので中枢性、左側は末梢性と診断
しています。肺動脈に関しては、問題となる PEは
ありませんでした。血栓性素因はありませんでした。
右膝窩静脈の静脈性血管瘤は 16 mmであり、内

部に血栓があり、DVTもありましたので、手術適
応と判断しています。
原因疾患として卵巣腫瘍がありますが、詳細がこ
の時点では分かりませんでした。悪性の可能性はこ
の段階で考えてはいますが、静脈性血管瘤に対して
の手術を先に行うべきと判断しています。
静脈性血管瘤は下肢に孤立性に起きることが多

く、血栓がある場合には手術適応とされています。
今回は DVTの診断がつきまして、エコーではっき
りと静脈性血管瘤があり、大きさが 20 mm弱とい
うことなので、何もなければ経過観察ですが、血栓
がありますので、手術の適応と判断して手術を行っ
ています。
ただ、同部位の手術だけを行いますと血栓が飛び
ますので、手術前に下大静脈（IVC）フィルターを
留置し、血栓が肺動脈に行くことを予防する前処置
をした後に右の膝窩静脈瘤を開け血栓を除去し、瘤
を小さく縫縮します。
術中所見では拡張した部分があり、その中に中枢
側と末梢側に充満した血栓がありました（図 2）。
術後経過は特に問題なく、脳梗塞もこの段階では
ありませんでした。PEもありませんでした。

図 1

図 2

2

除去された静脈性血管瘤内の血栓（黄矢印）
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術直後からすぐに抗凝固療法、つまり血が固まら
ないような療法を行い、持続のヘパリンで固まらな
いようにして、すぐに内服へ移行しています。
術後に血栓が全部なくなるまで待つことをせず、
抗凝固が十分入った段階で、前処置で留置した IVC
フィルターを抜いています。
卵巣腫瘍については、婦人科でフォローをいただ
き退院の予定となりました。退院当日の朝 7時に発
語障害、右不全片麻痺が出現したため脳神経外科を
コールし緊急カテーテル治療を開始していただいた
という経過です。
橋本 : 深部静脈血栓症、静脈性血管瘤の診断と治
療を解説いただきましたが、右下肢の血栓量は多い
ようですが、静脈性血管瘤が血栓をつくっていった
という解釈でよろしいのでしょうか。
神谷 : 最初の段階での診断は深部静脈血栓症

（DVT）であり、DVTの原因と考えられるのが血管
瘤と考えていました。実際には左側にもあって、そ
の部分は末梢性ではあるのですが、全身性、両下肢
の DVTと診断しています。この場合、がん性もし
くは悪性の何かに伴う血栓を少し疑ってはいまし
た。右下肢の DVTについては 2つの原因になる疾
患があったので、手術で 1つは除去できたことにな
ります。
橋本 : ありがとうございます。
卵巣腫瘍はある程度の大きさがありますが、腫瘍
マーカーが上昇していない状況での静脈血栓は can-
cer associated thrombosisの可能性を考慮すべきなの
でしょうか。
神谷 : 実臨床では DVTを初診で診た人の 4人に

1人はがんに起因しています。今までの報告でも同
様なデータです。DVTを初診で診た場合は全身ス
クリーニングをかけています。今回の症例は画像で
卵巣腫瘍が指摘されていましたので、悪性の可能性
を疑っていました。また、両側下肢に血栓があり血
管瘤だけが原因とは考えにくいなと思っていまし
た。
橋本 : 4分の 1ですか。結構高率なのですね。
神谷 : 当院で私が 4～ 5年前に調べたときにも、

やはり同じように 4分の 1でした。日本の DVTの
レジストリーあるいは世界中のデータでも 4分の 1
ぐらいはがんが原因で血栓ができていると言われて
います。
橋本 : ありがとうございます。

続きまして、退院当日の朝に右片麻痺など神経症
状が出現し、脳外科をすぐにコールされて診断をつ
けていったわけですけれども、診断と治療に関して
脳神経外科の菊野先生からお願いいたします。
菊野（脳神経外科）: 症例は 68歳女性で、心臓血
管外科に両下肢静脈血栓で緊急入院となり、血栓摘
除術が施行され退院予定でした。
退院予定日の朝、起床時に発語のない患者を看護
師が発見し、主治医に報告、頭部 CTでは脳出血は
なく、当科コンサルトとなっております。
診察時、血圧は 182/98と高値であり、神経学的

所見としては、意識レベルが JCS I-3、運動性の失
語を認め、右上下肢に不全麻痺を認めました。
また、診察時の NIHSSは、失語と右不全麻痺で

10点と評価しております。
緊急で頭部MRI/Aを撮影しております。
MRAでは、左の中大脳動脈遠位部の前方枝に閉

塞を認め、同部位は FLAIR画像で血流うっ滞を示
唆する hyperintense vessel signを認めております。
ASPECTS+Wは DWIで 7点であり梗塞範囲は比較
的限局していると評価しております。また、対側の
右側にも少し時相の異なる DWI高信号を認め、塞
栓性の脳梗塞を繰り返している病態が示唆されまし
た（図 3A）。
また、入院中の検査では、前述の下肢の DVTを
認めております。
発症時の血液検査では、D-dimerが 4.9 μg/mlと
高値を認め、腫瘍マーカー、自己抗体、凝固因子な
どは正常域でした。
左中大脳動脈前方枝の遠位部の閉塞に対して診断
の脳血管撮影を行っております。側面像では左中大
脳動脈前方枝（M2 portion）で閉塞し（図 3B）、前
大脳動脈からの側副血行を認めました。
左M2閉塞に対して血栓回収療法を企図しており
ます。
当初は、吸引のカテーテルで血栓吸引を考えまし
たが、閉塞部が末梢であるために、吸引カテーテル
を上げようとするとデバイスが滑落してしまいまし
た。次に、マイクロワイヤーで血栓を機械的に破砕
することを試みましたが再開通が得られず、マイク
ロカテーテルをM2前方枝に誘導し、ウロキナーゼ
を緩徐に 6万単位投与を行い、徐々に再開通の所見
を認めるようになりました。
最終的には、閉塞していた部位の遠位部は緩徐な

3
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血流が再開し、TICI2Aの部分再開通で手技を終了
としております（図 3B）。
術後、MRAでは閉塞していたM2前方枝の末梢
の描出が見られるようになり、FLAIR画像では血
流うっ滞を示唆する hyperintense vessel signは消失
しております。DWIでは、最初に梗塞があった部
位以上には梗塞範囲は拡大なく経過することができ
ました。
塞栓性の脳梗塞であると考えられましたので、塞
栓源の検索を各種検査で行っております。
まず、経胸壁心エコーでは、EFは 60%と、心臓

の収縮能は良好で、壁運動の異常なども見られませ
んでした。
また、Holter心電図では、心房細動の検出も認め

ませんでした。
そのため、経食道心エコーまで精査として行って
おりますが、左心耳内の血栓や大動脈プラークなど
は認めておりませんでした。しかし、microbubble 
testで卵円孔開存を認め、今回の塞栓性脳梗塞の発
症機序として奇異性脳塞栓症が疑われました。
橋本 : 脳主幹動脈が閉塞し、超急性期の再開通療
法を行い、部分再開通でしたけれども、脳梗塞とし
ては最小限にとどめられたということです。今回の
脳梗塞は、深部静脈血栓からの卵円孔を介した奇異
性脳塞栓症という診断でありますが、卵円孔開存の
画像診断、治療に関して循環器内科の武井先生から
お願いしたいと思います。
武井（循環器内科）: それでは、今回の症例と少

し絡めて、一般的なところも含めてお話しさせてい

ただきます。
卵円孔の開存は、健常人の約 25%から 30%にあ
ると言われています。いわゆる Cryptogenicなスト
ロークの約半数に、この卵円孔の開存があると言わ
れております。
卵円孔はもともと、出生前では開通していますけ
れども、出生直後に自然閉鎖します。そこが閉鎖せ
ず残存した場合に卵円孔開存となります。
卵円孔開存は経胸壁心エコーでも分かることもあ
りますが、本症例では分からず、経食道心エコーを
行っています（図 4）。
マイクロバブルが右心房に入っていると同時に、
左心房の中にもちらちらとマイクロバブルが入りま
す。
よく我々も塞栓源精査のために対診依頼を受けま
すけれども、卵円孔開存というのは直接的な所見で
はなく、間接的な塞栓源の観察ということになりま
す。
その中で、卵円孔開存と心房中隔瘤を合併する方
がときどきおります。心房中隔瘤単独でも塞栓源の
原因因子にもなりますし、卵円孔開存を高率に合併
していると言われています。
卵円孔開存はマイクロバブルを使わなくても十分
にカラードップラーで見ることができます。
マイクロバブルは、基本的に生理食塩水を攪拌し
て使っていきます。肘静脈にラインをとって攪拌し
ていきます。ちょっと血液を入れると蛋白成分が入
りますので、バブルがより細かくなると言われてい
ます。

図 3
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本症例の場合は Grade 2になります。バルサルバ
負荷をして、その解除後、3心拍以内に画像で評価
します。
卵円孔の開存に関してですが、これまでの報告で
は、右房内の胎生期遺残物と心房中隔瘤がある方は、
比較的塞栓率が高いというデータがあります。
胎生期の、特に下大静脈から入ってくる Eusta-

chian valve、あるいは冠静脈洞の入口部にある The-
besian valveがある場合というのは、比較的卵円孔
の開存に関係していると言われています。
心房中隔瘤は収縮期・拡張期によって、この瘤が
形を変えていくわけですけれども、このような形の
場合は、やはり卵円孔開存の率が高いのと、これ自
体も血栓形成の原因になり得ると言われています。
昨今、卵円孔のクロージャーが臨床で使用される
ようになりました。もともとは心房中隔欠損症の治
療法として開発されていた、商品名は「Amplatzer」
というものですけれども、それが卵円孔開存にも適
応になりました（図 5）。
問題になるのは術後の抗血栓薬をどうするかとい
うことですが、術前抗血栓薬の内服がない方は、1
か月は DAPT（抗血小板薬 2剤）、その後は SAPT（抗
血小板薬 1剤）です。術前から SAPTの方は、1か
月は DAPT、その後は SAPT。1か月間は DAPTが
多いということです。術前 DOAC、抗凝固薬を飲
まれている方は、1か月間は DOACと単剤の抗血
小板薬、その後は DOACという形で、1か月間は

抗血小板薬を内膜が張ってくるまで内服するという
ことだと思います。

Cryptogenicの脳梗塞における Amplatzerの卵円孔
開存に対する閉鎖術の手引というものがあり、これ
は約 5年前に作成されていますが、原則としては
60歳未満の患者さんが適応になります。
推奨基準としては、シャント量が多い場合、心房
中隔瘤を合併、胎生期遺残の合併、長いトンネルを
有する卵円孔開存という場合は推奨ということにな

図 4

図 5
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りますが、基本的にこの手技は認定施設でないとで
きないというところがありますので、今は、こちら
の認定を取れるように、我々の東京医大病院でも申
請の準備をしているというところであります。
また、塞栓源の検索として左心耳も大切です。本
症例では左心耳血栓はありませんでしたが、多くは
左心耳の中の櫛状筋（pectinate muscle）の間から出
てくることがありまして、小さい血栓は造影 CTの
時間分解能だけでは分かりづらく、スタンダードは
経食道心エコーで診断となります。
また、CHADS2あるいは CHA2DS2-VAScでハイ
リスクと診断された症例のうち、いわゆる HAS-

BLED、出血スコアが高いような場合には、基本的
には、WATCHMANデバイスという左心耳閉鎖術が
適応になってくると思います。
東京医大病院でもWATCHMANができるように、

我々の科を含めて関連科で協力して申請の準備をし
ているところであります。
左心耳閉鎖のフォローアップに関しては、基本的
には約 45日間はワルファリンを内服していただき、
その後 2剤の抗血小板薬、6か月を過ぎたらアスピ
リンというように添付文書上に記載されています。
出血ハイリスクであっても 45日間は抗凝固薬の内
服をしなければなりません。
また、腫瘍に関連したものとして非感染性の血栓
性心内膜炎（NBTE : non- bacterial thrombotic endo-
carditis）という徴候があり、文献上 Trousseau徴候
に関連していると言われています。
弁が少し障害を受けたところに非感染性の血栓が
できて、それが飛んで体循環系の塞栓を起こすとい
う報告があります。本症例では弁の異常はありませ
んでしたが、心エコーの検査ではそこまで注意を
払って観察を行っております。
橋本 : 脳塞栓症を来し得る卵円孔開存、左心耳、

NBTEまで含めてお話をいただきましたが、何かご
質問はございますか。
神谷 : どういう状況になると右左シャントとな
り血栓が移動していくのでしょうか。
武井 : その場を見ていないというのもあるので
すけれども、バルサルバ負荷をかけて、一時的に一
過性に右心圧を少し上げて開通させるというところ
で見ているのですけれども、咳をしたりあるいは少
しおなかを力ませたりとか、文献では臥位から座位
にするときに出るとか幾つかあるのですけれども、

これというエビデンスはないというのが実情です。
やはり力みとか咳こらえ、横隔膜が急に上下すると
きとか、そういうときに起きるのではないかという
推測は、今までの報告ではあります。
橋本 : デバイスを用いて卵円孔を閉鎖した場合、
閉鎖術後 1か月は DAPT、その後は SAPTを継続と
いうことでしたけれども、SAPTは中止できるので
すか。
武井 : 長期成績は分からないのですが、基本的に
は SAPTを継続するということが多いとは思いま
す。
橋本 : 分かりました。ありがとうございます。
続きまして、奇異性塞栓症の再発予防と経過を脳
神経外科の菊野先生からお願いしたいと思います。
菊野 : 症例の経過をまとめると、脳梗塞を発症し
再開通療法を行った後はまずヘパリンで二次予防を
行いました。
その後、下肢の静脈血栓と卵円孔開存による奇異
性脳塞栓症の診断で、リバーロキサバンの内服を再
開しています。
リハビリテーションも速やかに開始し右不全麻
痺、運動性失語、いずれも徐々に改善を認め、DVT
の入院から第 55病日に modified Rankin Scale 3、日
常労作に軽介助を要するレベルでリハビリ病院に転
院となっております。
今回の脳梗塞の発症機序と考えられた奇異性脳塞
栓症についてですが、もともとは 1877年にドイツ
の病理学者の Cohnheimが重症脳梗塞患者に見られ
た下肢静脈の長大な血栓と 3横指もある大きな卵円
孔開存から、下肢静脈の血栓が卵円孔を通過し脳梗
塞を来したと、奇異性脳塞栓症の機序を初めて報告
しております。
胎生循環の遺存である卵円孔開存症は、健常成人
でも 25%に見られますが、潜因性脳梗塞患者では
より高率に見られるとされます。
そして、近年の大規模試験で卵円孔閉鎖術の有用
性も指摘されております。
本症例に関しては、奇異性脳塞栓症の機序以外に、
卵巣腫瘍が存在していたため、腫瘍関連の脳梗塞に
ついても文献的な考察を行いました。
悪性腫瘍を有する患者では、脳血管障害を 15%

程度に合併し、一般人口よりも高率であるとされま
す。
その発症機序は多様で、腫瘍の直接浸潤や心房細
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動の合併、動脈硬化など危険因子に伴う発症のほか、
Trousseau症候群による凝固異常など、さまざまな
病態が関与します。
悪性腫瘍関連の脳梗塞として有名な Trousseau症

候群ですが、もともと 1865年に胃がん患者の遊走
性血栓性静脈炎を Trousseau博士が報告したのが最
初です。
今日では NBTEを含め、あらゆる腫瘍に関連す

るあらゆる凝固異常症を指す言葉となっておりま
す。
特に D-dimerや腫瘍マーカーの高値、進行がんや
腺がん、3血管領域以上の多発病変が Trousseau症
候群による脳梗塞の特徴として指摘されます。
また、奇異性脳塞栓症と担がん患者にも関連性が
あることが指摘されております。

184例の急性期の脳梗塞患者を対象とした研究で
は、右左シャントは悪性腫瘍の患者で有意に多く認
め、病前の ADLの悪い患者では、全員、DVTか肺
塞栓を伴っていたとされます。

Trousseau症候群同様、奇異性脳塞栓症も悪性腫
瘍患者の脳梗塞において重要な機序と考えられま
す。
本症例の脳梗塞の発症機序ですが、DVTと卵円
孔開存を認めていた一方で、この時点では、卵巣腫
瘍は少なくとも進行がんではないと考えられ、
D-dimerは軽度の上昇にとどまり、腫瘍マーカーが
陰性であったこと、複数の血管領域に多発していま
すが、2血管領域までにとどまるといったことなど
から、この時点での発症機序としては、Trousseau
症候群よりも奇異性脳塞栓症の関与がより大きいと
考えました。
本症例のその後の経過ですが、リハビリテーショ
ン病院に転院後に行った骨盤MRIで卵巣腫瘍の増
大が指摘されました。また、リハビリ病院退院後に
行った PET/CTでは卵巣腫瘍への集積を認め、腫瘍
マーカーも経時的に上昇し、悪性腫瘍が示唆された
ため婦人科で早期手術が勧められましたが、本人の
強い希望で、まずは経過観察を行う方針となりまし
た。しかし、その 2か月後、脳梗塞を再発してしま
いました。
再発時の現症ですが、意識レベルは JCSI-1、前
回の脳梗塞で発症した運動性失語については、語健
忘を主体としたものが軽度残存する程度で、新たな
症状として、鍵がうまく使えない、カレンダーの日

めくりができないといった観念性失行を認めており
ました。
また、右不全麻痺は、着衣などに一部介助を要す
るような巧緻性の低下が残存しておりました。
診察時の NIHSSは 2点と評価しております。
再発時の頭部MRI/Aでは、DWI及び FLAIR画像
で左の頭頂後頭葉に新規の梗塞を認め、右の前頭葉
にも少し時間が経過していると考えられる新たな脳
梗塞巣が存在し、塞栓性脳梗塞を繰り返している病
態が示唆されました。MRAでは特に主幹動脈の閉
塞などは認めておりません（図 6）。
再発時の血液検査では、白血球 14,000/μl、CRP

が 7.0 mg/dl と炎症の上昇を認め、また、NT-

proBNPが 321 pg/mlと、やや高値でした。
D-dimerは前回の 4 μg/ml台から 19 μg/ml台まで
著明に上昇を認めております。
腫 瘍 マ ー カ ー に つ い て は、CEA、CA19-9、

CA125の腺がん系のマーカーが高値となっていま
した。
下肢の DVTについては Xa阻害薬の内服で消失
していることがフォローの超音波検査で確認されて
おり、複数の脳梗塞は 3血管領域以上に多発する形
で認めていること、腫瘍マーカーの上昇より、脳梗
塞の再発の発症機序としては、より Trousseau症候
群の関与が大きいのではないかと考えております。
橋本 : 卵巣腫瘍が増大し、腫瘍マーカーが上昇し
た状況での脳梗塞の再発であり、Trousseau症候群

図 6
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を強く疑いますが、卵巣腫瘍の診断と治療に関して
産科・婦人科の林先生からお願いしたいと思います。
林（産科・婦人科）: 先ほど菊野先生から入院中
の経過を話していただきましたので、婦人科の視点
からの経過と、悪性腫瘍に対しての一般的な話をさ
せていただきます。
初回入院時のMRIで両側の卵巣腫瘍を認めまし
た。左付属器領域に 77 mm、右付属器に 44 mmの
充実性腫瘍を認め、造影効果もありましたので悪性
の可能性が示唆されました。
その後の PET/CTで両側付属器に異常集積を認
め、右の付属器領域の腫瘍が 66 mmに増大してい
たこと、さらに腫瘍マーカーの上昇もあり、悪性の
可能性が高くなりました。
そのため、ご本人ご家族に手術を提示させていた
だきましたが、経過観察を強く希望されましたので
経過観察となりました。
その後、脳梗塞を再発し、腫瘍マーカーの上昇、

D-dimerの上昇もあったため、Trousseau症候群に
対して手術加療となっております。
卵巣悪性腫瘍の一般的な話になりますが、卵巣腫
瘍は、表層上皮性・間質性腫瘍、性索間質性腫瘍、
胚細胞性腫瘍の 3つに大きく分類されます。
そのうち、さらに上皮性の中で漿液性や明細胞腺
がんなど、細かく分類されております。

1年間で約 1万人が発症しており 4,700人が死亡
しております。罹患率は年々上昇しており、死亡数
は横ばいとなっております。
卵巣がんの進行期別の 5年生存率は、I期だと約

90%ですが、IV期では約 30%と低くなります。
卵巣がんの症状は早期では無症状で、III期以上

で卵巣を超え腹膜播種や転移などをきたした場合に
初めて、腹部膨満感や下腹部痛、倦怠感、頻尿、便
秘など種々の症状を呈します。
無症状の患者から卵巣がんが発見される頻度は非
常に低く、いまだ有効なスクリーニングは確立され
ておりません。
そのため、卵巣がんの早期発見・治療は困難と言
われ、診断時には III期・IV期が 4割を超えている
のが現状です。
卵巣腫瘍の良性悪性の診断、確定診断を含めて有
用な検査は以下のようになります。

MRIや CTは、感度・特異度が 90%と言われて
おり、PET/CTの感度は 50%、特異度は 75%程度と

言われております。
腫瘍マーカーは組織型によって変わりますが、漿
液性などの場合には CA125、それらの感度・特異
度は 80%程度になります。後ほど説明しますが明
細胞がんの場合には、腫瘍マーカーは感度・特異度
は低くなってしまいます。
それらのような検査もありますが、良性悪性の確
定診断に必須なのは、細胞を採ってくることであり
腹水細胞診あるいは付属器摘出術で組織診断を行う
ことです。
卵巣がんと Trousseau症候群に関してですが、卵
巣がん以外も含めて、担がん患者の静脈血栓症の発
症リスクは、健常人と比べて 4～5倍と報告されて
います。
また、静脈血栓症の発症は、担がん患者の 4～

20%程度に起こるとも言われています。
卵巣がんの約 5%で診断時に静脈血栓症を合併し

ていて、そのうちの 6割程度が無症候性であると報
告されています。
卵巣がんの中でも特に明細胞がんが静脈血栓症を
高頻度に合併すると言われており、その頻度は 18
～42%とも報告されています。
ここで、明細胞がんに関しての話になりますが、
明細胞がんは本邦では比較的頻度が高く 20%程度
と言われております。
子宮内膜症が発生母地と考えられており、難しい
点としては明細胞がんに特異的な画像所見や腫瘍
マーカーがなく、CA125の感度・特異度も 6割を
切り、早期発見が難しい卵巣がんの中でもさらに発
見が難しいものであります。
臨床的特徴としては、腹腔内に播種をしにくく、
局所発育をしやすいため、I期が半分を占めると言
われています。
しかし、化学療法の奏効率がかなり悪く、2割程

度と言われているため、進行症例では予後が悪くな
ります。
また、血栓症や高カルシウム血症などの腫瘍随伴
症候群を伴うことがあります。
漿液性や類内膜がんのような化学療法に奏効率が
高いものと比べて、明細胞がんは 5年生存率が低い
と言われています。

I期もしくは卵巣がんを疑う場合には、付属器摘
出術を施行し病理診断を行います。悪性の場合には
標準術式として子宮と両側付属器、大網切除と後腹
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膜リンパ節郭清を行い、必要に応じて化学療法を追
加します（図 7）。
卵巣がんと Trousseau症候群に関してですが、

Trousseau症候群の治療法には、原疾患の治療が必
要となります。

10年間で婦人科悪性腫瘍の患者の 1018名の中で
静脈血栓症を発症した患者と Trousseau症候群を発
症した患者で予後を比較したところ、Trousseau症
候群を発症した患者の生命予後は悪かったという報
告、全てのがん種において Trousseau症候群を発症
した患者は、脳梗塞発症から死亡するまでの平均日
数が 82日であり予後が悪いとの報告があります。
したがって Trousseau症候群は可及的速やかに原
疾患の治療が必要となります。

本症例の経過は、ご本人ご家族のご理解をいただ
き手術を行いました。既往の手術で子宮は摘出済み
であったため両側の付属器摘出と大網切除を施行し
ました。
病理所見としては、卵巣がんの明細胞がんで、

pT1C2でした。リンパ節は採っておりません。また、
遠隔転移も認めませんでした。
術後化学療法として、TC（パクリタキセル+カル
ボプラチン）療法を 6コース施行しております。

CA125と CA19-9の腫瘍マーカー、D-dimerの推
移ですが、初診時には低かった腫瘍マーカーは脳梗
塞再発時に D-dimerと共に上昇し、手術と化学療法
で正常化しております（図 8）。
以降は外来でフォローしていますが、今のところ

図 7

図 8
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2年間再発は認めておりません。
橋本 : Trousseau症候群は原疾患の治療が非常に
大切だということですが、最初の深部静脈血栓症で
入院したとき、卵巣腫瘍が発見されましたが腫瘍
マーカーが上昇していない。この段階でどこまで悪
性ということを考えなければいけないのでしょう
か。
林 : 初発のときにがんだったかどうかは難しい
ところではあるのですけれども、MRIの感度・特
異度が 9割ぐらいありますので、そこでがんの可能
性があるというふうに指摘はされていましたので、
がんの可能性も少なからずあったのかなとは考えま
す。
卵巣腫瘍の 7 cmという大きさは、正直そこまで
大きくはありません。良性でも 6 cmぐらいから手
術適応となってきますので、7 cmという大きさは
決して大きくはありません。良性腫瘍で 6～7 cmで
圧排されてというよりは、悪性腫瘍によって血栓が
起きていたというふうにも考えられるかもしれませ
ん。
橋本 : ありがとうございます。
最後にその後の経過とまとめを脳神経外科の菊野
先生からお願いいたします。
菊野 : 再発時の経過については、婦人科で両側付
属器の摘出術を行い、術後速やかにヘパリンによる
治療を行っております。ヘパリンは第 15病日から
は皮下注射に切り替えておりますが、D-dimerは経
時的に低下し、脳梗塞再発から第 21病日に modi-
fied Rankin Scale 3で自宅退院しております。

Trousseau症候群に対するヘパリンは、もとは悪
性腫瘍を伴う症候性の静脈血栓塞栓症の患者を対象
として低分子ヘパリンの皮下注射が出血を増やすこ
となく血栓塞栓症の再発を有意に抑制したことから
用いられるようになりました。
しかしその後、ヘパリンはムチンとセレクチンの
結合を妨げ、血小板凝集能を抑制する、インテグリ
ンを介したがん転移を抑制する、抗血管新生作用な
ど、抗凝固以外にも多様な機序を介して作用するこ
とが分かってきております。
担がん患者の脳梗塞発症機序は多様です。今回の
患者で特に関与したと考えられる Trousseau症候群
と奇異性脳塞栓症、その 2つについても、有効な治
療法はそれぞれ異なります。

Trousseau症候群であれば低分子ヘパリンの皮下

注射のほか、腫瘍切除といった原疾患の治療が重要
となりますし、奇異性脳塞栓症に対しては、がん関
連の血栓塞栓症として Xa阻害薬が有効であると考
えられますし、経皮的な卵円孔閉鎖などが有用な可
能性もあるかと考えられます。
がん関連の脳梗塞では、発症機序ごとにテーラー
メイドの二次予防を適切に行うことが重要かと考え
ます。
また、担がん患者に対する血栓回収療法の有用性
も近年さまざまな研究で指摘されております。
再灌流療法が施行された脳主幹動脈閉塞症 1,338
人を対象とした研究で、活動性の悪性腫瘍患者 62
名について、手技的成功率や短期の予後は、非がん
患者と遜色ないという結果でした。

3か月後以降の転帰は原疾患のために不良となり
ますが、それでも 36.4%が 3か月後も自立してい
たというのは重要な研究結果だと思います。
また、血栓回収の手技については、吸引カテーテ
ルの単独かもしくはステントリトリーバーとの併用
が、ステントリトリーバー単独に比べて有効再開通
率が高く、手技時間も短くなるという報告がありま
す。これは、がん関連の血栓が非常に固い性質を持
つために、ステントリトリーバーではそれを回収す
ることが難しく、固い血栓を吸引カテーテルによっ
て吸引したほうが有効再開通をより得られやすいと
いう特徴と考えられます。
深部静脈血栓症、卵巣腫瘍に伴って脳梗塞を繰り
返した一例を経験しました。
初回は、卵巣腫瘍の圧迫で生じた深部静脈血栓が
卵円孔を介して脳梗塞を来たす奇異性脳塞栓症に対
し、経皮的再開通療法、Xa阻害薬による二次予防
を行いました。
再発時は、悪性の卵巣腫瘍の進行に伴う凝固障害
を基盤とした Trousseau症候群と考えられ、腫瘍摘
出術とヘパリン皮下注射による二次予防が有用でし
た。
悪性腫瘍に伴う脳梗塞患者の発症機序は多様で、
適切な病態診断と二次予防の選択が重要となりま
す。
悪性腫瘍に伴う脳主幹動脈閉塞症についても血栓
回収療法は有用であり、院内発症のがん患者の脳梗
塞についても、本症例のように早期に脳卒中関連科
にコンサルトすることが極めて重要であると考えら
れます。

10
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橋本 : 非常に複雑な病態が絡んでおり、最初は奇
異性脳塞栓症であろうと考えていて、経過を見てい
る間に卵巣腫瘍が大きくなり悪性の診断がついて、
最終的に Trousseau症候群で脳梗塞の再発を起こし
た症例ですが、最初の奇異性脳塞栓症は狭義の意味
での診断で、広義の意味では Trousseau症候群と考
えても良いのでしょうか。菊野先生、いかがですか。
菊野 : 実際の臨床では、やはり両者の病態がかな
りオーバーラップしてくる症例というのもあるので
はないかと考えます。Trousseau症候群を基盤とし
た凝固異常症によって下肢の静脈血栓が形成されや
すくなって、それが卵円孔を介して奇異性脳塞栓症
を誘発しやすくなる、Trousseau症候群を基盤に奇
異性脳塞栓症が誘発されやすくなるケースというの
も大いにあると考えますし、本症例についても初回
の脳梗塞に関しては、そうした関与があった可能性

というのは否定し得ないと考えます。
橋本 : ありがとうございました。
全体を通してチャットでの質問等もないようで
す。4人の先生に参加していただきディスカッショ
ンを行い、本症例はいろいろな病態が絡んでおり、
それぞれの病態を一つ一つしっかりと把握して診断
し、それを見極めての治療が非常に大切だというこ
とがよく分かりました。一口に脳主幹動脈閉塞もし
くは脳梗塞といっても、いろいろな原因が複合的に
絡んでいますので、その辺をしっかりと原因検索す
ることが大切ということが今回の症例を通じてよく
理解できたと思います。
それでは、時間になりましたので今回の臨床懇話
会を終了させていただきます。ご参加いただきまし
た先生方、ありがとうございました。

 （及川哲郎編集委員査読）
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第 189回東京医科大学医学会総会

日　　時 : 2022年 6月 18日（土）12時 00分～
開　　催 : ウェビナー開催
当番分野 : 免疫学分野、腎臓内科学分野

1

総 会 記 事

ポスター発表（Zoom開催）: 1-1～1-5、2-1～2-6、3-1～3-4、4-1～4-4、 
　　　　　　　　　　　　　   5-1～5-5、6-1～6-5、7-1～7-6、8-1～8-4

1-1.
Resilience moderates the association of sleep dis-
turbance and sleep reactivity with depressive 
symptoms in adult volunteers

（社会人大学院博士課程 2年精神医学）
○寺尾　　樹
（Department of Psychiatry, Tokyo Medical University）
　Masuya Jiro, Morishita Chihiro, Higashiyama Motoki,
　Shimura Akiyoshi, Tamada Yu, Inoue Takeshi,
　Fujimura Yota
（Department of Psychiatry, Toranomon Hospital Kajiga-
ya）
　Tamada Yu

【Purpose】　Depression poses a substantial burden 
worldwide.　Therefore, elucidating the pathophysiologi-
cal mechanism of depression is important.　Sleep distur-
bance and sleep reactivity are symptoms of depression, 
and are also known to exacerbate depressive symptoms.　
On the other hand, it is well known that resilience ame-
liorates depressive symptoms.　To our knowledge, there 
have been no reports to date regarding the interaction ef-
fects among sleep disturbance, sleep reactivity, and resil-
ience on depressive symptoms.　We hypothesized that 
resilience buffers the aggravating effects of sleep distur-
bance and sleep reactivity on depressive symptoms.　To 
test this hypothesis, we conducted hierarchical multiple 

regression analyses.
【Participants and methods】　A total of 584 Japanese 
adult volunteers were recruited between April 2017 and 
April 2018 by convenience sampling.　Their demo-
graphic characteristics, sleep disturbance, sleep reactivi-
ty, resilience, and depressive symptoms were investigated 
using self-administered questionnaires.　The data were 
analyzed using hierarchical multiple regression analyses.
【Results】　Sleep disturbance and sleep reactivity were 
significantly positively associated with depressive symp-
toms, whereas resilience was significantly negatively as-
sociated with depressive symptoms.　Moreover, there 
was a significant interaction between sleep disturbance or 
sleep reactivity and resilience on depressive symptoms.　
Resilience significantly alleviated the aggravating effect 
of sleep disturbance and sleep reactivity on depressive 
symptoms.
【Conclusion】　Our results indicate that people with 
lower resilience have more severe depressive symptoms 
that are associated with sleep disturbance and sleep 
reactivity.　Therefore, there is a possibility that the en-
hancement of resilience will buffer the aggravating ef-
fects of sleep disturbance and sleep reactivity on depres-
sive symptoms, and that improving sleep quality might 
alleviate the negative effect of low resilience on depres-
sive symptoms.
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IES-R or K-10 scores after disaster-relief activities.

1-3.
Metabolite biomarker of intraocular lymphoma

（大学院博士課程 4年眼科）
○清水　広之
（東京医科大学　眼科）
　臼井　嘉彦、脇田　　遼、後藤　　浩
（東京医科大学　低侵襲医療開発総合センター）
　杉本　昌弘

　※抄録の掲載を辞退する。

1-4.
ステロイド治療中に COVID-19を発症した
Vogt-小柳-原田病の 1例

（眼科）
○新留翔一朗、臼井　嘉彦、後藤　　浩

【緒言】　Vogt-小柳-原田（VKH）病はメラノサイト
を標的とした全身性の自己免疫疾患であり、治療に
は副腎皮質ステロイドの全身投与が行われる。一方、
ステロイドの副作用として易感染性が知られている
が、Coronavirus disease 2019 （COVID-19）に対して
は治療薬としての側面も併せ持つ。今回、VKH病
に対してステロイドの全身投与中に COVID-19を
発症した 1例を経験したので、臨床経過を中心に報
告する。
【症例】　43歳、女性。両眼の歪視を自覚したため、
近医を受診。両眼に漿液性網膜剥離と乳頭発赤がみ
られたため、東京医科大学病院眼科を紹介受診と
なった。初診時の矯正視力は右眼（0.9）、左眼（0.8）
で、VKH病の診断のもとステロイドパルス療法を
施行、引き続きプレドニゾロン（60 mg/日）の内服
とし、50 mgに減量したところ咳嗽が出現した。自
宅で経過観察していたが咳嗽出現から 2週間後に頻
呼吸となり、当院の救命救急科へ搬送された。重症
呼吸不全と多臓器不全を伴う COVID-19感染の診
断のもと、再度ステロイドパルス療法が開始された。
その後、呼吸状態の改善とともにステロイドは減量
していった。入院 72日目には両眼の SRDも消失し、
矯正視力は両眼 1.2に回復、その後はリハビリ病院

1-2.
Psychological and traumatic stress and the risk of 
developing diabetes and psychiatric disorders af-
ter a disaster-relief mission

（社会人大学院博士課程 2年精神医学、自衛隊横須
賀病院　精神科）
○田中　徹平
（防衛医科大学校　精神科学講座）
　竹下　昇吾、吉野　相英、戸田　裕之
（東京医科大学　精神科学講座）
　井上　　猛
（自衛隊中央病院　精神科）
　澤村　岳人

　The Great East Japan Earthquake caused unprecedent-
ed scale of distraction and disaster-relief workers suf-
fered various degrees of psychological stress, which is 
associated with psychiatric as well as physical disorders, 
such as diabetes.　This study aimed to assess the effect 
of mission-related stress on the development of diabetes 
and psychiatric disorders in these personnel using annual 
physical check-up data of Maritime Self-Defense Force 
personnel, Impact of Events Scale-Revised （IES-R）, 
and Kessler Psychological Distress Scale （K-10） ques-
tionnaire data.　Cox proportional hazard models were 
used to assess the hazard ratios （HRs） of developing dia-
betes and psychiatric disorders in the dispatched 
（N=3,686） vs.　non-dispatched （N=13,953） groups and 
high IES-R （score ≧ 25） vs.　low IES-R score and 
high K-10 （score ≧ 25） vs .　 low K-10 score 
subgroups.　We found a significantly higher HR of de-
veloping diabetes in the high IES-R score subgroup 
（2.02 ; 95% confidence interval ［CI］, 1.08～3.80）.　
However, the HRs were not significant when comparing 
dispatched vs.　non-dispatched groups and high vs.　
low K-10 score subgroups.　Although the HR of devel-
oping psychiatric disorders was significantly lower in the 
dispatched group （0.64 ; 95% CI, 0.48～0.84）, it was 
significantly higher in the high IES-R （7.95 ; 95% CI, 
3.38～18.74） and high K-10 （8.76 ; 95% CI, 4.34～
17.68） score subgroups.　Thus, this study indicates the 
importance of paying closer attention to the risk of diabe-
tes and psychiatric disorders in individuals with high 



東　京　医　科　大　学　雑　誌─ ─ 第 80巻　第 4号352

（　　）3

に転院となった。
【結論】　VKH病に対するステロイド治療中に CO-

VID-19を発症した 1例を経験した。一時、COV-
ID-19は重症化したが諸治療によって改善し、CO-
VID-19に対する治療の一環としてステロイドが使
用されたことがVKH病にも奏功したと考えられた。

1-5.
細径ファイバーを用いた Talaporfin sodium投与
下 組織内光線力学療法の in vivo研究

（脳神経外科）
○永井　健太、深見真二郎、秋元　治朗、
　斎藤　佑樹
（北里大学 : 医療衛生学部　医療電子工学研究室）
　小川恵美悠
（分子病理学）
　高梨　正勝、黒田　雅彦、河野　道宏

　悪性脳腫瘍に対する光線力学療法 photodynamic 
therapy （PDT）は 2014年に保険承認され、当施設
でも現在 100例以上に施行してきたが、eloquent 
areaなど摘出が困難な症例に施行できない問題が
あった。近年ドイツより、5-ALA投与下で細径光
ファイバーを腫瘍内に穿刺し、内部でレーザーを照
射する組織内 PDT（interstitial PDT : i-PDT）の臨床
試験が行われ、良好な結果を得たとの報告があった。
本邦では組織移行性がより高い Talaporfin sodium 
（NPe6）が使用でき、より高い PDT効果が得られ
ることが予想されるが、基礎実験データが皆無なた
め治験を開始できない状態となっている。そこで
我々は脳腫瘍皮下移植マウスモデルを作成し、
NPe6を用いた i-PDTの基礎実験を行い、良好な結
果を得たため報告する。
【方法】　胸腺欠損ヌードマウスの両側大腿皮下に
C6 glioma cellを移植しモデルを作成した。2週間ほ
ど飼育し腫瘍径が 15 mm程度になった時点で実験
を行った。10 mg/kgで NPe6を腹腔内投与、90分後
に光ファイバー（φ0.8 mm、発光長 2.0 mm）を腫瘍
中心部に穿刺し種々のエネルギー密度で i-PDTを
行った。照射 24時間後に sacrificeし病理学的評価
を行った。
【結果】　穿刺部先端より半径 4 mmの範囲で PDT
の反応が認められた。同一パワー密度の場合、エネ

ルギー密度を下げ長時間暴露にしたグループの方が
PDTの効果が強かった。経時的観察すると直後よ
り 24時間経過時の方がより効果範囲が拡大した。
HE染色では核の濃縮、破砕象、TUNEL陽性など
apoptosisの所見が認められた。PDT効果範囲で
ghost cell、血管内皮の欠落とフィブリン血栓が多数
認められた。電顕像では核のクロマチン凝集や断片
化、細胞膜の blebingなどが認められ、血管内皮細
胞にも核の凝集や小胞形成等の変性を認めた。

2-1.
真菌感染症の重症化メカニズムの解明─Growth 
arrest-specific 6 （Gas6）/Axl に着目して─

（医学部医学科 4年微生物学分野）
○近藤庄太郎、大脇　恵人
（微生物学分野）
　柴田　岳彦、犬飼　達也、中村　茂樹

　これまでに我々は、Growth arrest-specific 6 （Gas6）/
Axlシグナルが侵襲性肺アスペルギルス症の誘導に
関与することをマウスモデルにより示した。しかし、
その他の真菌感染症の発症に Gas6/Axlシグナルが
関与するか不明のままだった。そこで深在性真菌感
染症の一つである肺ムーコル症に注目し、本症にも 
Gas6 が関与している可能性があると考え、その検
証と産生機構および重症化機構の解明を本研究の目
的とした。
　まず、抗 Gr-1 抗体を腹腔内投与することにより
好中球を枯渇させたマウスに肺ムーコル症原因真菌
の一つである Cunninghamella bertholletiaeを経鼻投
与により感染させ、肺ムーコル症マウスモデルを作
製した。感染後経時的にサンプルを回収したところ、
感染ごく初期（6時間後）において全肺中の Gas6 
の転写およびタンパク質レベルでの上昇がみられ
た。次に、Gas6 産生細胞を同定するためにマウス
由来マクロファージ細胞株 J774.1と肺胞上皮細胞
株 MLE-12 に C.　bertholletiaeを接種して解析を
行った。その結果、Gas6の転写レベルでの上昇が
マクロファージではみられなかったが肺胞上皮では
みられた。以上の結果より、C.　bertholletiae感染
は感染ごく初期において上皮細胞の Gas6産生を誘
導する可能性が示唆された。
　興味深いことに、真菌感染の軽症非致死モデルで
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の Gas6 産生のピークは感染後期であったのに対し
て、今回作製した重症致死モデルでは初期にピーク
がみられた。つまり、感染後期の Gas6 は炎症応答
の終息に作用するが、感染初期の Gas6 は正常な免
疫応答を抑制し重症感染に至らしめると予想され
る。今後、in vivoでの Gas6産生細胞の同定、病原
体の種類、量などの条件を変えて解析し、重症化メ
カニズムの解明を試みる。真菌のみならず重症感染
症一般において感染初期の Gas6 産生と重症化との
関連を示すことができれば、将来的に新たな感染症
重症化概念の提唱が期待される。

2-2.
Topical application of tyrosine kinase inhibitor 
imatinib mesylate suppresses angiogenesis in im-
iquimod induced Psoriasis-like mouse model

（大学院博士課程 3年皮膚科）
○早川　数馬
（皮膚科学）
　前田　龍郎、江草　智津、原田　和俊

　Psoriasis is a chronic inflammatory disease character-
ized mainly by skin inflammation and overgrowth of ke-
ratinocytes, scales and erythema, increased dilatation and 
tortuosity of dermal papillary blood vessels.　On the 
other hand, PDGF, known as platelet-derived growth fac-
tor, is upregulated in psoriatic skin lesions, but its accu-
rate role is unclear.　In this study, we investigated the 
effect of topical application of imatinib mesylate （IMT）, 
one of the PDGFR signal inhibitors, on the lesions of im-
iquimod （IMQ）-induced psoriasis-like mouse model.　
IMT improved skin lesions in mice and suppressed sple-
nomegaly and vascular permeability.　Histopathologi-
cally, the effect of suppressing inflammatory cell infiltra-
tion, epidermal thickening and vascular growth was 
observed.　We investigated the expression of cytokines 
involved in epidermal proliferation and angiogenesis us-
ing cultured cells （mouse 3T3 cells）.　IMT suppressed 
the expression of FGF1, FGF2, VEGFA in PDGF-stimu-
lated 3T3 cells.　Based on the above results, IMT may 
inhibit PDGFR in psoriasis lesions and suppress the ac-
tion of cytokines associated with the pathophysiology of 
psoriasis.　Topical application of imatinib mesylate can 

be a new treatment for psoriasis.

2-3.
Inflammatory bowel disease of children with 
MEFV gene variants

（大学院博士課程 4年小児科・思春期科学分野）
○長谷川里奈、西亦　繁雄、鈴木　慎二、
　柏木　保代、山崎　崇志、河島　尚志、
　山中　　岳

【Background】　The number of children with inflamma-
tory bowel disease （IBD） is increasing and IBD is con-
sidered a complex disorder due to genetic and environ-
mental factors.　Recently, monogenic IBD caused by a 
single responsible genetic mutation has been attracting 
attention as cause of childhood onset IBD.　One of the 
genes responsible for monogenic IBD is the MEFV gene, 
which causes familial Mediterranean fever （FMF）, an 
autoinflammatory disease characterized by periodic fe-
vers with serositis showing abdominal, chest, or joint 
pain.　Although intestinal involvement in FMF have 
been considered rare, recent studies have reported IBD 
cases with MEFV variant diagnosed as MEFV gene-asso-
ciated enterocolitis which has good response to colchi-
cine, the therapeutic agent of FMF.　However, there are 
few reports of children with MEFV gene-associated en-
terocolitis so far.
【Methods】　In this study, we examined the association 
between the presence of MEFV gene mutations and 
symptoms and endoscopic findings in 11 children with 
IBD.　In addition, cytokine profiles were analyzed for 5 
patients with MEFV mutations and 4 patients without 
mutations.
【Result】　There were no differences in symptoms and 

endoscopic findings between children with and without 
MEFV mutation.　It is difficult to show clear differences 
in cytokine profiles between the two groups, but there 
was a trend toward higher levels of IL-8, IL-17, and G-

CSF in the group with MEFV mutation.　
【Conclusion】　A high background carrier rate of MEFV 
mutation in IBD patients has been reported.　Although 
we consider the cases in our study to be different from 
MEFV gene-associated enterocolitis at this time, we plan 
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to confirm the clinical course of these cases to see wheth-
er they will develop FMF symptoms and whether colchi-
cine is effective against colitis.

2-4.
Cytokine profiling and MEFV gene analysis of 
Japanese patients with periodic fever, aphthous 
stomatitis, pharyngitis, and adenitis syndrome

（社会人大学院博士課程 4年小児科）
○税所　純也
（東京医科大学　小児科）
　鈴木　慎二、西亦　繁雄、山中　　岳、
　柏木　保代、河島　尚志

【Background】　Periodic fever, aphthous stomatitis, 
pharyngitis, and adenitis （PFAPA） syndrome is an auto-
inflammatory disease of unknown etiology.　In recent 
years, mutations in the MEFV gene, which is the caus-
ative gene for familial Mediterranean fever （FMF）, have 
been identified in patients with PFAPA, and the efficacy 
of colchicine as a therapeutic agent has been reported.　
To elucidate the pathophysiology of PFAPA and efficacy 
of colchicine, we analyzed the clinical data and genetic 
analysis data of PFAPA and FMF patients.　
【Material&Methods】　Ten patients of PFAPA syndrome 
and seven patients of FMF were analyzed.　Cytokine 
profiling and genomic study were performed on blood 
samples from patients with PFAPA and FMF.
【Results】　Serum levels of Interleukin （IL）-6 and In-
terferon-γ increased, but the levels of anti-inflammatory 
cytokines IL-4 did not increase in PFAPA patients.　
Similar cytokine profiles were found in patients with 
FMF.　There was no statistical difference in the levels of 
these molecules between patients with FMF and PFAPA.　
Mutations in exon 2 and 3 of the MEFV gene were iden-
tified in 4 PFAPA patients.　All patients were treated 
with histamine H2 receptor antagonists, but in 5 of the 
patients it was necessary to add colchicine, and in 2 pa-
tients the treatment was changed to colchicine due to in-
effectiveness.
　Treatment of colchicine prolongs the afebrile period in 
patients with PFAPA, irrespective of whether patients 
have MEFV mutations.

【Conclusions】　From reports in the literature and results 
of our studies, colchicine can be recommended for pa-
tients who are resistant to other treatments, irrespective 
of whether patients have MEFV mutations.

2-5.
Virologic Features and Clinical Presentation of RS 
Virus Infection in our hospital

（社会人大学院博士課程 4年小児科）
○笹本　武明
（北里生命科学研究所ウイルス感染制御部）
　澤田　成史
（東京医科大学病院小児科思春期科）
　柏木　保代、河島　尚志

【Objective】　RS virus is one of the major cause of re-
spiratory tract infections.　RS virus can be divided into 
two subtypes, type A and B.　The purpose of this study 
is to determine if there are differences in clinical presen-
tation and severity between Type A and B.
【Methods】　The study included 119 cases diagnosed 
with RS virus infection.　Nasal secretions was collected 
at the time of diagnosis, and virus subtypes were detected 
by genetic analysis.　We defined cases treated with ven-
tilator or CPAP management as severe.　 We compared 
the differences between type A and B in a total 80 cases 
（exclude cases with unknown subtype and underlying 
disease）.
【Results】　Type A : B=38 : 42 cases.　Median age was 
Type A : B=13.6 : 10.7 months.　Cases of less than 3 
months for 32% of Type A and 43% of Type B.　CPAP 
and ventilator use was 11% for Type A and 17% for Type 
B.　Type B was more likely to be infected at younger 
ages and to use a ventilator.　However, there were no 
statistically significant differences by viral subtype.　we 
examined severity factors by whether or not a ventilator 
was used, and found that 28% of cases under 3 months 
required a ventilator, while 11% of cases 4 months older, 
a significantly higher rate at younger ages （P=0.04）.
【Discussion】　There were no differences in severity by 
RS virus subtype in this study.　The risk of severe dis-
ease was found to be increased in cases younger than 3 
months.　However, since the genotype of the epidemic 
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is biased by the time of the epidemic and regional differ-
ences, it is necessary to expand the scope of research and 
accumulate more cases.

2-6.
Development of a novel alternative method for 
evaluation of respiratory and skin sensitizing po-
tential of chemicals by differential IL-4 up-regu-
lation in human T cells

（医学総合研究所　免疫制御研究部門）
○Mizoguchi Izuru, Katahira Yasuhiro,
　Furusaka Yuma, Sakamoto Eri, Watanabe Aruma,
　Sekine Ami, Hasegawa Hideaki, Yoshimoto Takayuki

　Several in vitro assays to predict the sensitizing poten-
tial of chemicals have been developed so far, whereas 
these animal testing alternatives utilize only the key 
events 1～3 in the adverse outcome pathway （AOP） for 
sensitization and cannot distinguish chemical respiratory 
sensitizers and skin sensitizers.　Therefore, we aimed at 
developing a novel in vitro assay, which can discriminate 
them by taking advantage of the fundamental differences 
between their modes of function ; development of helper 
T （Th） 2 immune responses, which are critically impor-
tant for respiratory sensitization.　To fulfil the purpose, 
we recently established a new 3-dimentional （3D） den-
dritic cell （DC） coculture system consisting of human 
airway epithelial cell line, immature DCs derived from 
human peripheral CD14+ monocytes.　In the present 
study, we have been trying to establish a new 2-step DC/
T coculture system by further introducing T cells in the 
DC coculture system, in which the key event 4, that is T 
cell, can be used as a marker.　First of all, when periph-
eral CD14+ monocyte-derived immature DCs or imma-
ture DCs derived from CD14+ monocyte cell lines estab-
lished by introducing genes related to the cell cycle and 
survival and primary allogenic naive CD4+ T cells were 
used, selective mRNA up-regulation of Th2 marker IL-4 
was observed by the stimulation with respiratory sensi-
tizers 5 days after the stimulation.　Finally, when allo-
genic Th2 cell lines established by repetitive stimulation 
of allogenic CD4+ T cells with DCs were used instead of 
primary naive CD4+ T cells, selective mRNA up-regula-

tion of IL-4 was observed by the stimulation with respi-
ratory sensitizers 24 hours after the stimulation.　Fur-
thermore, Up-regulation of IL-4 at protein level was 
detected by ELISA 48 hours after the stimulation.　Cur-
rently, we are still continuing to improve this 2-step DC/
T coculture system.

3-1.
Quality of Life Evaluation of Nivolumab in Recur-
rent and Metastatic Head and Neck Cancer

（東京医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科）
○藤井　翔太、岡本　伊作、岡田　拓朗、
　渡嘉敷邦彦、上田　百合、佐藤　宏樹、
　伊藤　達哉、塚原　清彰

【Objective】　Nivolumab, an immune checkpoint inhibi-
tor, became available in Japan on March 24, 2017, for 
head and neck cancer with recurrence or distant 
metastasis.　The global phase III Checkmate-141 trial 
showed a significant overall survival （OS） benefit in 
Nivolumab over the control arm of anticancer agents and 
Cetuximab in platinum-resistant recurrent or metastatic 
head and neck cancer.　Nivolumab is expected to further 
prolong survival in head and neck cancer patients with 
poor prognosis and improve Quality Of Life （QOL） 
compared with the traditional treatment.　However, few 
reports have investigated the QOL benefits of Nivolumab 
in recurrent or metastatic head and neck cancer.　There-
fore, we conducted a retrospective study of Nivolumab 
focusing on QOL in patients with recurrent or metastatic 
head and neck cancer.
【Patients and Methods】　From May 1, 2017, to Decem-
ber 31, 2021, we included 70 patients with recurrent met-
astatic head and neck cancer who received Nivolumab at 
the Department of Otolaryngology and Head and Neck 
Surgery, Tokyo Medical University Hospital.　The pri-
mary endpoint was the QOL score, and secondary end-
points were OS, progression-free survival （PFS）, and 
adverse events.　the Kaplan-Meier method.
【Results】　There was no significant decline in QOL be-

fore or after nivolumab treatment.　 Median OS was 
17.6 months and the 1-year OS rate was 77.3%.　Medi-
an PFS as 4.3 months and the 1-year PFS rate was 
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30.5%.
【Conclusion】　Nivolumab in recurrent or metastatic 
head and neck cancer has the potential to maintain good 
outcomes while preserving QOL.

3-2.
Infiltration of fibrosis- and tumor-associated mac-
rophages on lung cancer with idiopathic pulmo-
nary fibrosis

（社会人大学院博士課程 1年呼吸器・甲状腺外科）
○神澤　宏哉
（戸田中央総合病院　呼吸器外科）
　中嶋　英治
（茨城医療センター　病理診断科）
　森下由紀雄
（茨城医療センター　共同研究センター）
　宮﨑　照雄
（茨城医療センター　呼吸器外科）
　河口　洋平、小野祥太郎、古川　欣也
（東京医科大学病院　呼吸器・甲状腺外科）
　池田　徳彦

【Background】　Idiopathic pulmonary fibrosis （IPF） is 
associated with an increased risk of lung cancer, and lung 
cancer with IPF is poor prognosis.　The pathophysiolog-
ical mechanism is unknown that lung cancer and pulmo-
nary fibrosis coexist in the patients.　We investigated 
the pathophysiology with infiltration of fibrosis- and tu-
mor-associated macrophage （FAM and TAM） on lung 
cancer with IPF.　
【Method】　Among 175 primary lung cancer cases under 
surgery from 2016 to 2018, 26 cases were made histo-
pathological diagnosis as lung cancer with IPF.　Nine-
teen cases were enough areas for the interpretation of im-
munohistochemistry （IHC） staining between normal 
lung tissue, carcinoma and fibrosis areas.　IHC antibod-
ies were CD206, CD163, CD68, S100A4 and CD204 to 
evaluate infiltration of macrophages.　A case was simul-
taneous bilateral lung cancer with IPF, and each tumor 
with different progression was evaluated by infiltration of 
macrophages.　
【Result】　In CD206, S100A4 and CD204, the infiltra-
tion in fibrosis was high frequency than that in normal 

lung and carcinoma （FAM）.　The normal lung had 
higher infiltration than carcinoma in CD206 and CD204.　
The infiltration of CD206 and CD68 was 100% in carci-
noma （TAM）.　In normal lung, the advanced lung can-
cer cases had significant higher infiltration of FAM than 
the early stage cases.　In the case of simultaneous bilat-
eral lung cancer with IPF, the normal lung on the lobe 
with rapid growth cancer had FAM infiltration.
【Discussion】　It was suggested that the exacerbation of 
lung fibrosis as FAM infiltration influenced the progres-
sion of lung cancer.

3-3.
27-hydroxycholesterol promotes proliferation of 
non-small cell lung cancer as a selective estrogen 
receptor modulator

（社会人大学院博士課程 4年呼吸器甲状腺外科）
○高田　一樹
（茨城医療センター共同研究センター）
　宮﨑　照雄、本多　　彰
（茨城医療センター呼吸器外科）
　神澤　宏哉、小野祥太郎、古川　欣也
（大学病院呼吸器・甲状腺外科学）
　松原　泰輔、金井　晴佳、重福　俊祐、
　中嶋　英治、池田　徳彦
（茨城医療センター病理診断科）
　森下由紀雄

【Introduction】　An oxysterol, 27-hydroxycholesterol 
（27HC） has been reported to promote the proliferation 

of breast cancer cells as selective estrogen receptor mod-
ulator （SERM）.　We hypothesized that the 27HC may 
also promote the proliferation of lung cancer cells, be-
cause 27HC is mostly produced in alveolar macrophages 
by metabolizing of cholesterol through cytochrome P450 
27A1 （CYP27A1） in vivo.　This research evaluated the 
relationship between 27HC content and the pathology in 
lung cancer tissue, and the effect of 27HC on the prolif-
eration of cultured lung cancer cell line （H23）.
【Method】　In the tumor and nontumor regions of lung 

tissue collected from 25 patients with non-small cell lung 
cancer （NSCLC） who underwent surgery, we compared 
27HC content and its synthetic and catabolic enzyme ex-

7
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pressions （CYP27A1 and CYP7B1, respectively）, the 
expressions of estrogen receptor （ER） gene and its target 
gene c-Myc, using LC-MS/MS, RT-PCR, and immuno-
histochemical stain.　In addition, we evaluated the ef-
fects of 27HC and estradiol （E2） treatments on the pro-
liferation of H23 cell expressing ERβ.　
【Result】　The 27HC content was significantly higher in 
the tumor region than in the nontumor region in propor-
tion to the differentiation degree （Stages I-III）.　The 
accumulation of the CYP27A1-positive macrophages 
around the tumor region and the significantly increased 
gene expressions of ERβ, CYP7B1, and c-Myc as well 
as cancer proliferation factors （VEGF and HIF1） were 
observed in the tumor region.　In the cultured H23 cells, 
the proliferation was significantly increased by 27HC 
and E2 treatments for 48h.
【Conclusion】　Similar to breast cancer, the present re-

sults suggested that the 27HC promotes the proliferation 
of lung cancer cells through the SERM action and in-
volves in the exacerbation of the disease.

3-4.
Differentiation between abscess and unnecessary 
intervention fluid after pancreas surgery using 
dual energy CT

（社会人大学院博士課程 4年放射線科）
○田中　太郎
（東京医科大学病院放射線科）
　渋川　周平、田島　　祐、吉丸　大輔、
　齋藤　和博

　※抄録の掲載を辞退する。

4-1.
膵 high-grade solid-pseudopapillary neoplasm の
臨床・病理学的検討

（社会人大学院博士課程 4年人体病理学分野（東京
医科大学病院病理診断科））
○本多　将吾
（埼玉医科大学病理学・中央病理診断科）
　山口　　浩
（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科）
　安田　政実
（昭和大学病院臨床病理診断科）
　矢持　淑子、大池　信之
（川崎医科大学病理学）
　森谷　卓也
（京都大学医学部附属病院病理診断科）
　南口早智子
（呉医療センター・中国がんセンター病理診断科）
　倉岡　和矢
（神戸市立医療センター中央市民病院臨床病理科）
　原　　重雄
（東京医科大学病院病理診断科）
　長尾　俊孝

　Solid-pseudopapillary neoplasm （SPN） of the pancre-
as is a rare tumor that predominantly occurs in adolescent 
girls and young women, and most of these tumors have a 
favorable prognosis.　However, two cases of clinically 
aggressive SPN （hereafter referred to as high-grade 
SPN） were reported in 2005.　Regarding high-grade 
SPNs, the current WHO blue book （2019） states that 
“SPNs with foci of high-grade malignant transformation 
are considered a histological subtype”.　High-grade 
SPNs are assumed to require a different clinical approach 
from conventional SPNs.　Although clinicians and pa-
thologists need to know a disease entity of high-grade 
SPN, it is not well recognized at present because high-

grade SPNs are quite rare.　The definition and character-
istics of high-grade SPNs are still unclear.　including 
whether high-grade SPNs always develop from conven-
tional SPNs.　We examine the clinical and pathological 
features of high-grade SPNs to clarify their detailed 
characteristics.

8



東　京　医　科　大　学　雑　誌─ ─ 第 80巻　第 4号358

（　　）

4-2.
Salivary metabolomics with machine learning for 
colorectal cancer detection

（消化器・小児外科学分野）
○桑原　　寛、有働竜太郎、田子　友哉、
　笠原　健大、真崎　純一、榎本　正統、
　石﨑　哲央、勝又　健次、永川　裕一
（低侵襲医療開発総合センター）
　杉本　昌弘

　As the worldwide prevalence of colorectal cancer 
（CRC） increases, it is vital to reduce its morbidity and 
mortality by early detection.　The saliva-based test is an 
ideal noninvasive tool for CRC detection.　Here, we ex-
plored the salivary biomarkers to distinguish patients 
with CRC from those with adenoma （AD） and healthy 
controls （HC）.
【Methods】　Saliva samples were collected from CRC, 
AD, and HC subjects.　Untargeted salivary metabolite 
profiling was conducted using capillary electrophoresis 
and liquid chromatography-mass spectrometry.　An al-
ternative decision tree （ADTree）-based machine learn-
ing （ML） method was used to assess the discrimination 
abilities of the quantified metabolites.
【Results】　A total of 2,602 saliva samples were collect-
ed from subjects with CRC （m=231）, AD （n=54）, and 
HC （n=2,317）.　Data were randomly divided into train-
ing （n=1,301） and validation data （n=1,301）.　The 
clustering analysis showed a clear consistency of aber-
rant metabolites between the two groups.　ADTree 
model was optimized by cross-validation （CV） using 
training data, and the developed model was validated us-
ing validation datasets.　The model discriminating CRC 
+ AD from HC showed the area under the receiver oper-
ating curves （AUC） of 0.860 （95% confidential interval 
［CI］: 0.828-0.891） for CV and 0.870 （95% CI : 0.837-

0.903） for the validation dataset.　The other model dis-
criminating CRC from AD + HC showed 0.879 （95% 
CI : 0.851-0.907） and 0.870 （95% CI : 0.838-0.902）.
【Conclusions】　Salivary metabolomics with ML dem-
onstrated in this study showed high accuracy and versa-
tility to detect CRC.

4-3.
細胞内タンパク質分解系の同時阻害は NOXAの
分解を抑制することで骨髄腫における間質細胞
誘導性ボルテゾミブ耐性を克服する

（生化学分野）
○森谷　昇太、風間　宏美、高野　直治、
　平本　正樹、宮澤　啓介

　我々は clarithromycin（CAM）がオートファジー
の阻害作用を持つこと及び、プロテアソーム阻害剤
bortezomib（BZ）との併用で骨髄腫（MM）細胞株
に対して小胞体（ER）stress負荷を介した殺細胞増
強効果が生じることを報告してきた。BZと CAM
の併用投与はMMの治療抵抗性の原因となる間質
細胞の存在下においてもMM細胞株に強力な殺細
胞作用を示した（第 184回東京医科大学医学会総
会）。
　間質細胞誘導性薬剤耐性の分子機構を解明するた
めに、MM細胞株とヒト骨髄間質細胞株を共培養し
て BZを投与後、MM細胞株を分取して解析すると、
MM単独培養時に比べて、ROSや ER stressマーカー
ATF3および ER stress性細胞死促進タンパク質の
NOXAの減弱が生じていた。しかし、CAMの併用
添加は間質細胞株の存在下においても、これらを著
しく増大させた。
　両薬剤の併用は NOXAの転写を増大させたが、
cycloheximide添加実験によって NOXAの半減期を
解析したところ、BZ、CAM単独では、NOXAは 3
時間以内に減衰を認めたが、BZと CAMの併用は
NOXAの減衰を抑制したため、NOXAは ER stress
による転写制御のみならず、プロテアソーム系およ
びオートファジー系の両分解制御を受けていること
が示唆された。これを確認するために、内在性 pro-
moterの転写制御を受けない Flag-NOXAを導入し
て解析すると、過剰発現系にも関わらず、Flag-

NOXAのタンパク量は低く保たれていたが、オー
トファジー欠損細胞株では Flag-NOXAの発現量は
高く保たれており、BZ単剤投与のみで更なる蓄積
を認めた。NOXAを欠損した MM細胞株では BZ
と CAMによる殺細胞増強効果が大きく緩和され、
更に、MM細胞株への ROSの scavengerの添加は細
胞死を抑制し、BZと CAMによる ATF3や NOXA
の誘導を阻害した。
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　以上より、間質細胞によるMMの BZ耐性の原
因の一つに ROS-ER stress-NOXAの一連の経路の減
弱が考えられる。この克服に BZと CAMの併用に
よる細胞内タンパク質分解系の同時阻害の有用性が
示唆された。

4-4.
IgG4関連眼疾患の治療経過中に複数の悪性リン
パ腫を発症した 1例

（眼科）
○曽根久美子、馬詰和比古、後藤　　浩
（膠原病内科）
　林　　　映
（血液内科）
　片桐誠一郎

【緒言】　IgG4関連眼疾患の治療中に、頸部および
後腹膜リンパ節（LN）にびまん性大細胞型 B細胞
リンパ腫（DLBCL）および濾胞性リンパ腫（FL）
が発症した 1例を経験したので報告する。
【症例】　41歳、男性。2011年に他院で両側の涙腺
腫大を契機に IgG4関連眼疾患と診断され、しばら
くの間、ステロイドの内服治療が行われたが、自己
中断となった。4年間の未治療期間の後、症状の再
燃と悪化を認めたため、2017年に精査加療目的に
東京医大眼科を紹介受診した。両側の眼瞼腫脹と結
膜充血を認め、矯正視力は右眼 0.4、左眼 0.5であっ
た。限界中心フリッカーは測定不能、眼窩単純 CT
では両側涙腺の著しい腫大等を認めた。ベタメタゾ
ン 6 mgの点滴静注による治療を開始し、以後はプ
レドニゾロン（PSL）の内服に切り替え、視機能も
改善していったためPSLを減量していった。しかし、
15 mgまで減量した時点で増悪傾向を示した。また、
経過中に撮像した胸腹骨盤 CTで腹部大動脈周囲と
後腹膜の腫瘤と、左顎下 LNおよび両側外腸骨動脈
周囲の LN腫脹が確認されたため膠原病内科併診と
なり、PSLの増量とアザチオプリンが併用となった。
その後、頸部および後腹膜リンパ節の生検が行われ
たところ、前者は FL、後者は DLBCLと診断された。
その後は血液内科で R-CHOP療法が行われ、現在
に至っている。
【結論】　IgG4関連眼疾患ではその経過中に、MALT
リンパ腫以外の複数の組織型からなる悪性リンパ腫

を併発することがある。

5-1.
中長期的低栄養状態と加齢による骨格筋萎縮機
序の解明

（病態生理学分野）
○今村　拓磨、石田ひかる、内藤　英美、
　和田　英治、林　由起子

【背景】　短期的な絶食により骨格筋内のオートファ
ジーが亢進し、筋萎縮が生じることが知られている
が、中長期的な低栄養状態が骨格筋に与える影響は
十分に分かっていない。近年、加齢に伴う筋萎縮が
注目されている中、中長期的な低栄養状態と加齢に
よる筋萎縮過程の変化に着目した。
【目的】　加齢と中長期的低栄養状態がマウス骨格筋
に与える影響を明らかにする。
【方法】　野生型マウス（C57Bl/6J）を若齢（4ヶ月齢）
と初老齢（20ヶ月齢）まで通常飼育後、それぞれ
個別飼育に変更し、エサの減量負荷を 7日間行った。
エサの量は通常摂取量（平均 3～4 g）の 1/3程度と
なるよう、1日 1 gと設定した。コントロール群は
エサを自由摂取させ通常飼育した。減量負荷後、各
群のマウスから速筋である長指伸筋（EDL）と遅筋
であるヒラメ筋（SOL）を採取し筋重量を測定後、
免疫染色並びに定量的 PCR法を用いた用いた遺伝
子発現解析、Western Blot法によるタンパク質発現
解析を行った。
【結果・考察】　筋重量と組織学的解析から、低栄養
負荷により若齢と初老齢マウスで、また EDLと
SOLで同程度の筋萎縮が確認できた。興味深いこ
とに、低栄養 7日後の骨格筋では、オートファジー
関連分子の発現に大きな変化はなく、代わりにユビ
キチン―プロテアソーム系の遺伝子群が増加してい
た。この変化は特に若齢マウスで顕著であった。ま
た、若齢マウスでのみ顕著に増加している 2つの興
味深い遺伝子を見出した。以上の結果より、若齢と
初老齢マウスでは中期的低栄養による筋萎縮過程が
異なることが示唆された。今後、若齢マウスでのみ
著増した 2つの分子の経時的な発現変化を中心に、
中期的低栄養状態における骨格筋エネルギー代謝と
筋萎縮機序の変化について解析を進めていきたい。
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5-2.
シスプラチン投与による筋萎縮ゼブラフィッ
シュモデルを用いた治療薬探索

（医学部医学科 6年病態生理学分野）
○伊藤　　玲、伴野　千晴、原　　　遼
（病態生理学分野）
　中屋敷真未、川原　玄理、林　由起子

【目的】　がん患者において筋萎縮が引き起こされ、
筋力低下が起こることは広く知られているが、抗が
ん剤の副作用によっても筋萎縮が引き起こされるこ
とが報告されている。本研究は、抗がん剤として汎
用されている白金製剤、シスプラチンをゼブラ
フィッシュ幼魚に投与することで筋萎縮が引き起こ
されるかを検証し、さらにそのモデルフィッシュを
用いて筋萎縮治療薬の探索を行った。
【方法】　野生型、および muf1-EGFPトランスジェ
ニックゼブラフィッシュを用いて、異なる濃度のシ
スプラチンを加えた飼育水で、孵化後 5日目から
24時間飼育し、リアルタイム PCRによる遺伝子発
現解析とミオシン重鎖抗体を用いた免疫染色による
筋構造変化の観察を行った。
【結果】　リアルタイム PCRによる遺伝子発現解析
において、シスプラチン投与群で筋萎縮の分子マー
カーである murf1の発現亢進が確認され、免疫染色
の結果、筋線維の萎縮が確認された。そこで、これ
までの我々の研究で見出された murf1の発現を抑制
する薬剤をシスプラチンとともに同時投与したとこ
ろ、5つのうち 1つの薬剤の投与により、シスプラ
チン投与により亢進していた murf1遺伝子発現が抑
制された。
【考察】　本研究では、シスプラチン投与による筋萎
縮ゼブラフィッシュモデルを確立し、さらに murf1
遺伝子の発現亢進を抑制する薬剤を見出した。この
筋萎縮モデルフィッシュは、薬剤投与が簡便で短期
間で解析が可能で、筋萎縮の発生機序の解析及び、
筋萎縮を軽減する薬剤のさらなるスクリーニングに
利用可能であると考えられる。今回見出した murf1
の発現亢進を抑制する薬剤の作用機序について研究
を深めることで、化学療法を受けるがん患者の筋萎
縮の治療薬開発に繋がると考えられる。

5-3.
医療用 tattooによる乳頭・乳輪の再建における
色素の経時的変化についての検討

（形成外科）
○花野　　舞、小宮　貴子

　乳房再建において、乳頭・乳輪は最終の再建段階
であると言える。色素の再建として、医療用 tattoo
は有用な方法であり、合併症も少なく、世界的にも
一般的に行われている方法である。しかし欠点とし
て色素の退色が挙げられ、再染色が必要となる。色
の変化について、ある一時点における健側と比較し
た色のマッチ率を、画像編集ソフト Adobe Photo-
shopⓇで（以降 Adobe PhotoshopⓇ）解析している報
告はあるが、我々が渉猟し得た限りでは、経時的に
患側の乳頭・乳輪の色の変化について追い続けた報
告はない。
　退色しやすい色素を明らかにして、その色に考慮
した調色を可能にすることや、脱色が視覚的に明ら
かになっていく時期、安定する時期を明らかにする
ことで、再染色に適切な時期を見出すことや、医療
用 tattooで乳頭・乳輪再建をする方、再染色する方
により効果的な染色が行える可能性を示唆すること
を目的とする。
　今回我々は、当施設で乳頭・乳輪再建において医
療用 tattooでの再建を受けた患者について、カルテ
を用いて、年齢・使用したインクの色・およびキャ
スマッチシールを貼付した乳頭・乳輪の診察時のカ
ルテ内の経過写真を収集し、写真を Adobe Photo-
shopⓇを用いて、経時的な色素の変化を L*a*b*など
の表色系を用いて評価し、解析を行ったためその結
果を報告する。

5-4.
ゲルストマン症候群・失行性失書・失語症に対
する 50音表を用いた書字アプローチの一例

（リハビリテーションセンター）
○長谷川　直、上野　竜一、長田　卓也、
　杉森　紀与、久米　加浪、苫米地義和、
　卜部　　翼

【はじめに】　ゲルストマン症候群に対する書字機能
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のリハビリテーションにて、機能改善を認めた為報
告する。本症例は言語機能の初期評価にて喚語障害、
複雑な文章の理解障害、失行性失書、失算を認めた。
リハビリテーションでは失行性失書に対し。50音
表を使用することで書字機能の促進、改善を認めた。
【症例】　67歳、男性、右利き、大学教員、大学院卒。
【現病歴】　X日 : 狭心症に対し冠動脈造影検査施
行。施行直後に意識レベル低下、右上下肢麻痺が出
現。頭部MRIにて左角回～上頭頂小葉に急性期梗
塞巣認め t-PAを施行した。X+1日 : 右片麻痺、失
語症に対し PT・OT・STリハビリテーションを開
始した。
【神経学的所見】　JCS=I-2。右片麻痺（Br.stage : 下
肢 I、上肢 II、手指 III-IV）
【神経心理学的所見】　X+9～12日に施行した標準失
語症検査（SLTA）にて複雑な文章の聴覚的理解・
読解能力の低下、失行性失書、失算を認めた。また
その他高次脳評価にて認知機能低下、注意障害、構
成障害、左右失認、手指失認を認めた。
【経過】　訓練では X+9～79日に書字訓練、書称訓
練、計算訓練を実施した。書字訓練、書称訓練にて、
仮名の文字形態想起低下に対し、50音表を参照す
ることで書字機能の促進を認めた。SLTA再評価で
は言語機能全般、また失行性失書の改善を認めた。
【考察】　本症例はゲルストマン 4徴候に加え失名辞
と複雑な文章の理解障害を呈する「semantic apha-
sia」タイプの失語症、またその他種々の高次脳機
能障害の合併を認めた。本症例への書字訓練では、
機能再編成法の一つであるキーワード法の使用は、
語想起の低下により困難であったが、50音表の提
示とその写字により文字形態想起の改善・文字形態
の拙劣さの改善を認めた。これは、本症例の書字障
害が失行性失書に近い特徴を示しており、文字の視
覚提示により文字視覚心象が明確になり、文字視覚
心象から書字運動プログラムを導出するルートが強
化されたことが示唆される。

5-5.
糖尿病患者における COVID-19のワクチン接種
の有効性とブレイクスルー感染の単施設後ろ向
き研究

（大学院博士課程 2年糖尿病代謝内分泌内科）
○石井慶太朗、鈴木　　亮、諏訪内浩紹

　COVID-19 was first observed in Wuhan in December 
2019.　Due to its high infectivity and lethality, WHO is-
sued a global alert in January 2020 as new pneumonia 
COVID-19.　In Japan, the first cases of infection were 
reported in February 2020.　COVID-19 was the second 
most common infectious disease after Spanish flu, infect-
ing more than 250 million people worldwide and killing 
more than 4 million in November 2021.　In Japan, the 
cumulative number of infections was 1.7 million and the 
cumulative number of deaths 18,000 as of November 
2021.
　Because of the high morbidity and mortality rates, 
vaccine development was approved at an exceptionally 
rapid pace.　Although the opinions on the safety and ef-
fectiveness of vaccination vary, there are many data 
showing that vaccinators are less likely than non-vacci-
nators to prevent the onset of the disease or to cause se-
vere disease even if they do develop the disease.
　Several comorbidities were reported as risks for severe 
disease in COVID-19.　Diabetes was one of the most 
common chronic diseases.　There have been many re-
ports on the efficacy of vaccines for COVID-19, and the 
usefulness of vaccination has been reported.　However, 
few studies have focused on diabetes, and there are still 
no reports in Japan.　Therefore, we decided to analyze 
the efficacy of vaccination and breakthrough in diabetic 
patients.
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6-1.
Human leukocyte antigen ; as a predictor of type 
1 diabetes and pituitary dysfunction caused by 
immune check point inhibitors

（大学院博士課程 2年糖尿病・代謝・内分泌内科、
東京医科大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科）
○原　菜津子
（東京医科大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科）
　諏訪内浩紹、岩崎　　源、石井慶太朗、
　鈴木　　亮
（八王子医療センター　糖尿病・内分泌・代謝内科）
　谷古宇史芳

【Background】　Type1 diabetes （T1D） and pituitary 
dysfunction induced by immune checkpoint inhibitors 
（ICI） are life-threatening adverse events.　So far, no re-

liable method of predicting the onset of them has been 
identified.　There have been some reports of specific 
Human leukocyte antigen （HLA） alleles and haplotype 
associating with endocrine immune-related adverse 
events.
【Methods】　This is a single center and prospective 
study.　 We enrolled 5 patients who developed T1D and 
13 patients who developed pituitary dysfunction after re-
ceiving ICI therapy.　We collected clinical data of pa-
tients and extracted DNA data from their blood.　 HLA 
typing was performed using Next generation sequencing 
（NGS）.　We compared the serotypes and alleles of our 
cases with those of previously reported Japanese subjects 
as healthy controls and investigated their association with 
diseases.
【Results】　HLA-DR11 and HLA-B61 serotype fre-
quencies of our cases were significantly higher than those 
of the controls.　HLA-DR15 serotype frequency of our 
cases was significantly higher than that of the controls.　
The frequencies of HLA-DRB1*15 : 02 allele was sig-
nificantly higher than the controls.　 
【Conclusion】　We are the first to report a correlation 
between T1D induced by ICI and HLA-B61 serotype, 
which is known to correlate with classic T1D in 
Japanese.　An association between HLA-DR 15 sero-
type and pituitary dysfunction induced by ICI was 
demonstrated.　The result of our cases was consistent 

with the previous literature in the patients with pituitary 
dysfunction induced by ICI and strengthened the poten-
tial of HLA typing as a predictor in pituitary dysfunction.　
We consider HLA typing to be a useful predictor of both 
T1D and pituitary dysfunction and further analysis with a 
large number of cases is needed.

6-2.
Comparative study on the smooth muscle distri-
bution in mammalian lymph nodes

（大学院博士課程 3年人体構造学）
○石　　泰久
（人体構造学）
　表原　拓也、永堀　健太、呉　　　曦、
　河田　晋一、伊藤　正裕

【Introduction】　The contractility of lymph nodes con-
tributes to the lymph flow and is produced by the action 
of smooth muscles.　However, their distribution in the 
lymph node is less understood.　The relationship be-
tween the size of the animal and the distribution of 
smooth muscle in the lymph nodes is also unclear.　
Therefore, this study focuses on the appearance of the 
smooth muscle in the lymph nodes and aims to determine 
whether animal species and body size are involved in the 
difference.
【Materials and Methods】　Axillary, inguinal, and mes-
enteric lymph nodes were collected from 10-week-old 
C57BL/6J mice, 8-week-old Wister rats, and human 
cadavers.　In paraffin sections of the lymph nodes, al-
pha-smooth muscle actin, a smooth muscle cell marker, 
was detected by immunohistochemistry.
【Results】　In the mouse and rat, one to three layers of 
the smooth muscle were present in the capsule of the 
lymph node in the same direction.　The capsule of hu-
man lymph nodes had two types of smooth muscle 
layers : Inner layers showed a thin structure similar to 
that in the mouse and rat, and outer layers possessed 
thick smooth muscles in the orientation perpendicular to 
the inner layer.　The smooth muscle seems to be more 
on the contralateral side of the capsule.　Fat intruded in 
some human inguinal lymph nodes, and the capsule was 
not observed at the hilus side.
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【Discussion】　This study suggests that the muscle layer 
within the capsule becomes thick in the larger species, 
which increases the pumping action of the lymph node.　
In some human inguinal lymph nodes, the capsule is rup-
tured by the entry of fat, which may lead to age-related 
edema.

6-3.
Effect of Obstructive Sleep Apnea on Left Atrium 
Size and Left Atrial Low-voltage Area in Patients 
with Atrial Fibrillation

（循環器内科）
○高田　康之、椎名　一紀、矢崎　義直、
　楠目　宝大、寳田　　顕、里見　和浩、
　冨山　博史、近森大志郎

【Background】　While it has been noted that obstructive 
sleep apnea （OSA） is a risk for atrial fibrillation （AF）, 
its underlying mechanisms have not been clarified.　The 
aim of this study was to determine the relationship be-
tween OSA, left atrium （LA） size, and the low-voltage 
area （LVA） known as arrhythmogenic substrate for AF.
【Methods and Results】　We studied 22 patients who un-

derwent catheter ablation for AF （5 paroxysmal AF, 13 
persistent AF, 4 long standing persistent AF） and full 
polysomnography.　Patients were divided in two 
groups : 16 with severe OSA （apnea hypopnea index : 
AHI ≧ 30）, 6 with no severe OSA （AHI<30）.　In all 
cases, LA maps were created with 3-dimensional electro-
anatomical mapping system in sinus rhythm or pacing 
from right atrium.　LVA were defined as bipolar voltage 
<0.5 mV.　As a result, there was no difference in LA 
size between the two groups （P=0.967）.　On the other 
hand, LVA （%）, which is ratio of LVA to LA size, was 
larger in patients with severe OSA as compared to no se-
vere OSA （P=0.004）.
【Conclusion】　Thus, the widening of LVA may be one 
of underlying mechanisms for the association of OSA 
with AF.

7-1.
Comprehensive profiling of microRNAs present in 
vitreous and serum exosomes in ocular sarcoidosis

（大学院博士課程 3年眼科学分野）
○小松　紘之
（東京医科大学 : 眼科学分野）
　臼井　嘉彦、朝蔭　正樹、菅原　莉沙、
　後藤　　浩
（東京医科大学 : 医学総合研究所）
　吉岡　祐亮、落谷　孝広

【Background】　Exosomes are a class of endosomally 
derived extracellular vesicles around 100 nm in size.　
Exosomes are known to play various roles including acti-
vation of immune response in inflammatory diseases 
such as pulmonary sarcoidosis, but their roles in ocular 
sarcoidosis remain unknown.　This study investigated 
the profiles of microRNAs （miRNAs） isolated from vit-
reous and serum exosomes in ocular sarcoidosis.
【Methods】　Vitreous and serum samples from three pa-
tients diagnosed with ocular sarcoidosis at Tokyo Medi-
cal University Hospital were analyzed and compared 
with vitreous samples from patients with epiretinal mem-
brane and serum samples from healthy individuals as 
controls.　Vitreous and serum exosomes were isolated 
by ultracentrifugation, and the presence of exosomes was 
confirmed using NanoSight.　Then, miRNAs were ex-
tracted and subjected to comprehensive analyses.
【Results】　A total of 2565 and 2564 miRNAs were de-
tected in vitreous and serum exosomes, respectively, in 
ocular sarcoidosis.　Compared to controls, 30 miRNAs 
in vitreous and 24 miRNAs in serum were expressed dif-
ferentially in ocular sarcoidosis.　The expression of 25 
miRNAs in vitreous and 36 miRNAs in serum were sig-
nificantly altered compared to controls.　In addition, 13 
miRNAs present in both vitreous and serum showed sig-
nificantly decreased expression in ocular sarcoidosis 
compared to controls.
【Conclusions】　This study identified exosomes in vitre-
ous and serum containing various miRNAs with altered 
expression in ocular sarcoidosis.　These exosomes may 
be associated with the pathogenesis of ocular sarcoidosis.
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7-2.
Usefulness of human factor-based chromogenic 
substrate assay for evaluation of FVIII-equivalent 
activity of emicizumab

（大学院博士課程 3年臨床検査医学科）
○山口　知子、稲葉　　浩、篠澤　圭子、
　三橋　綾乃、原田　侑子、宮下　竜伊、
　上久保淑子、一木　昭人、近澤　悠志、
　備後　真登、関谷　綾子、村松　　崇、
　四本美保子、萩原　　剛、天野　景裕、
　木内　　英

【Background】　Emicizumab is a bispecific antibody 
mimicking activated factor VIII （FVIII） and increasingly 
used in prophylaxis against bleeding in hemophilia A.　
The activated partial thromboplastin time （aPTT） is 
markedly shortened in patients treated with emicizumab, 
highlighting the need for an appropriate and easy-to-ac-
cess test for emicizumab.
【Objectives】　To assess the usefulness of the human-

factor based chromogenic substrate assay （hCSA） with 
reference to the thrombin generation assay （TGA）, the 
standard coagulation assay, for measurement of emici-
zumab.
【Methods】　The coagulability of spiked emicizumab 

and recombinant FVIII （rFVIII） was measured and com-
pared with TGA using extrinsic and intrinsic pathway 
triggers, hCSA, one-stage clotting assay （OSA）, and 
clot waveform analysis （CWA）.　We also investigated 
the combined effect of 340 nM emicizumab and rFVIII 
using the same assays.
【Results】　The peak thrombin by TGA, FXa generation 
by hCSA and ad|min1| by CWA consistently showed lin-
ear relationship between emicizumab and FVIII at wide 
range of emicizumab concentrations.　FVIII-equivalent 
activity of emicizumab in hCSA can be approximated by 
halving that in TGA triggered by the extrinsic pathway 
reagent （27.3 IU/dL vs.　13.9 IU/dL） under steady-state 
（340 nM） of emicizumab.　Both in TGA and hCSA, the 
additive effect of added FVIII on therapeutic emicizumab 
concentration （340 nM） was maintained at low levels of 
FVIII but gradually decreased at higher levels.
【Conclusions】　FVIII-equivalent activity of emicizum-

ab in hCSA can be easily approximated to TGA, and the 
additive effect of FVIII on emicizumab is diminished at 
high concentrations.　Further studies are needed to de-
termine the clinical applicability of hCSA.

7-3.
Circadian clock gene BMAL1 positively correlates 
with genes regulating steroid biosynthesis in hu-
man granulosa cells

（社会人大学院博士課程 4年産科婦人科）
○河村ともみ、西　　洋孝
（東京医科大学　産科婦人科学教室）
　小野　政徳、上野　啓子、山中　紋奈、
　中崎　千明、山田　悦子、久慈　直昭

【Introduction】　Circadian clocks have an essential role 
in the daily physiological regulation.　The transcription 
factor brain and muscle arnt-like protein-1 （BMAL1） is 
a principal driver of a molecular clock in mammals.　
Importantly, disruption in circadian clock function have 
been implicated in reproductive physiology, including 
ovulation, embryonic implantation and parturition.　
Bmal1 knockout mice were found to have significantly 
reduced ovulation and be infertile.　Furthermore, granu-
losa cells proliferation, luteinization and steroid biosyn-
thesis are tightly related to oocyte maturation and follicu-
lar development.　In this study, we analyzed the 
circadian clock gene expression and its effect on genes 
regulating steroid biosynthesis in human granulosa cells.　
【Methods】　We analyzed BMAL1 and genes regulating 
steroid biosynthesis in human granulosa cells using RT-

qPCR.　Small interfering RNA was used to elucidate the 
activity and function of BMAL1 in KGN, a steroidogenic 
human ovarian granulosa cell line.
【Results】　We demonstrated that expression of BMAL1 
positively correlates genes regulating steroid biosynthe-
sis in human granulosa cells.　We found that circadian 
clock genes exhibited rhythmic change and were further 
enhanced by dexamethasone synchronization in granulo-
sa cells.
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7-4.
The burden of menstrual bleeding and use of the 
pictorial blood assessment chart in Japanese 
women and girls  with inherited bleeding 
disorders : a validation study

（専攻生 : 臨床検査科、荻窪病院 : 血液凝固科）
○長尾　　梓
（兵庫医科大学病院 : 血液内科）
　徳川多津子
（久留米大学医学部 : 小児科学教室）
　松尾　陽子
（金沢大学 : 医薬保健研究域（保健学系）病態検査
学）
　森下英理子
（荻窪病院 : 血液凝固科、東京医科大学 : 臨床検査
医学部分野）
　福武　勝幸
（大阪医療センター : 血友病科/感染症内科）
　西田　恭治
（東京医科大学 : 臨床検査医学部分野）
　木内　　英

【Introduction and Objectives】　Although a study dem-
onstrated that women and girls with inherited bleeding 
disorders （WGBDs） accounted for nearly 20% of cases 
of menorrhagia, their problems are ignored or not diag-
nosed due to lack of appropriate indicators.　The picto-
rial blood-loss assessment chart （PBAC）, a menstrual 
scoring system developed in 1990, is used to assess the 
possibility of menorrhagia.　However, the applicability 
and validity of PBAC among Japanese WGBDs who use 
modern sanitary items have not been investigated.　We 
aimed to provide a cut-off value of PBAC and evaluate 
the burden of menstrual bleeding in Japanese WGBDs.
【Materials and Methods】　A multicenter study was con-
ducted that enrolled WGBDs and controls, aged 20～45 
years, who were asked to fill out a PBAC for two consec-
utive menstrual cycles.　Persons with gynecological dis-
eases or those receiving treatment for menorrhagia were 
excluded.
【Results】　We analyzed the PBAC of 8 von Willebrand 
disease （VWD） patients, 23 hemophilia carriers, and 71 
controls.　The mean PBAC scores for each group are 

214, 137.9, and 139.1, respectively.　The score was sig-
nificantly higher in VWD patients.　In the analysis of 
the receiver-operating characteristics, the optimal cut-off 
for the diagnosis of VWD was a mean of 171 （sensitivity 
66%, specificity 72%）.　Multiple regression analysis 
showed that more frequent use of night-pads and thick-

pads was related to lower PBAC scores.　The use of 
longer sanitary napkins and more frequent use of night-
time sanitary napkins is burdensome for VWD patients 
and proves to be expensive.
【Conclusions】　In VWD patients, PBAC may be an 
ideal diagnostic modality.　PBAC and the originally rec-
ommended score of ≥ 100 or higher can be used to screen 
menorrhagia in Japanese women.　If nighttime and 
thicker pad are used, the recommendation must be com-
bined with the possibility of lower scores.　We also 
found that heavy menstrual bleeding puts a heavy burden 
on VWD patients.

7-5.
ヒト PD-1/PD-L1抗体の T細胞疲弊解除機能を
評価する分子イメージングシステムの確立

（研究生 : 免疫学分野、熊本大学病院呼吸器外科）
○西　　　航、松島　遼平
（研究生 : 免疫学分野）
　若松　　英、豊田　博子、古畑　昌枝、
　町山　裕亮、西嶋　　仁、竹内　　新、
　横須賀　忠
（研究生 : 免疫学分野、東京医科大学皮膚科学分野）
　西川　哲史
（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）
　竹原　朋宏
（東京医科歯科大学大学院分子免疫学分野）
　東　みゆき
（熊本大学病院呼吸器外科）
　鈴木　　実

　免疫チェックポイント阻害剤（ICI）の登場により、
がん免疫療法は標準治療の 1つとなった。なかでも
抗 PD-1/PD-L1抗体は、本邦でも現在 5種類が承認
され一定の効果をあげている。抗体アイソフォーム
や結晶構造の違いなど、各社による特徴付けはなさ
れている一方、その適応や用法用量は抗体ごとに行
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われた臨床試験に基づいて定められており、各抗体
どうしの Head-to-headの機能の比較はほとんど行
われていない。適応基準に関しても、治験のデザイ
ンの結果がそのまま反映されるかたちで前治療や全
身状態等による ICI選択が決められ、投与量に関し
ても、体重換算、あるいは一定量が投与され絶対的
な必要量かは不明である。今回我々は、ヒト（h）
PD-1/hPD-L1/hPD-L2を可視化できる超解像イメー
ジングシステムを新たに構築し、実際に治療に使わ
れているものを含めた抗 hPD-1/hPD-L1/hPD-L2抗
体における阻害効果の直接的な比較を試みた。
hPD-1を導入した T細胞を hPD-L1/L2を導入した
SLB上で観察したところ、リガンド結合依存的に
hPD-1のクラスタリングとフォスファターゼ SHP2
の共局在を確認した。各抗体は hPD-1マイクロク
ラスターの形成を阻害し、また同条件で行った生化
学的および生理学的解析と相関する結果を得た。ま
た、予想以上に PD-1-PD-L1/L2結合阻害に必要と
する抗体濃度に抗体間の差があった。一方、異なる
エピトープの抗体どうしを低濃度で併用した場合に
は、単剤を高濃度で使用した場合と同等以上の効果
があった。これらの結果から、従来の解析に超解像
分子イメージングを組み合わせることで T細胞の
活性化および各 ICIのより実際的な機能を評価でき
る可能性が示唆された。近年は新たな ICIも続々と
研究・開発されており、それらとの併用や他のがん
治療との併用療法も多数検討されている。本研究は
これら次世代バイオ医薬品の開発、抗体医薬品の品
質管理など、幅広い創薬の分野へと応用できる可能
性があると考えている。

7-6.
キメラ抗原受容体 CAR-T細胞活性化における
共受容体 CD8の役割の分子生物学的機能解析

（免疫学）
○町山　裕亮、若松　　英、西嶋　　仁、
　竹内　　新、古畑　昌枝、豊田　博子、
　横須賀　忠
（Center for Cell and Gene Therapy, Baylor College of 
Medicine, USA.）
　Mamonkin Maksim, Brenner Malcom K

　CAR-T細胞の活性化は抗腫瘍免疫応答には必須

であるが、活性化に伴う過剰なサイトカイン放出や
疲弊化などの課題が残されており、活性化の分子基
盤を正しく理解する必要がある。T細胞受容体 TCR
と同様に、CARも Lckチロシンキナーゼによる細
胞内 CD3ζ鎖領域のリン酸化が契機となり、細胞内
シグナルのイニシエーションが起こる。コンベン
ショナル T細胞では、Lckは共受容体 CD4/CD8と
結合して、共受容体と抗原提示するMHCとの相互
作用により TCRにリクルートされると考えられて
いる。CARにも、CARの標的分子にも共受容体と
の結合部位は報告されておらず、Lckがどのように
CARにリクルートされるかという疑問が生じる。
我々は近年、抗原と強い親和性を示す TCRを発現
する T細胞では共受容体非依存的に Lckが TCRに
リクルートされることを見出した。さらに、CAR-T
細胞活性化時に CARを中心とするシグナル複合体
「CARマイクロクラスター」を形成してシグナル伝
達の「場」として機能することから、本研究では、
共受容体非依存的な CAR-T細胞の活性化が誘導で
きるか、さらに CAR-T細胞活性化における共受容
体の役割を調べることを目的とした。ヒト CD19-

CARを CD4neg CD8neg T細胞に導入した CAR-T細胞
を作成し、高感度分子イメージング法を用いて顕微
観察した。予測通り、hCD19刺激により CARマイ
クロクラスターの形成が確認できた。CARマイク
ロクラスターの大きさは活性化強度と相関を示す
が、共受容体、MHCの発現の有無による変化は観
察されなかった。次に、一分子蛍光イメージング法
を用いて、Lckの分子動態を解析したところ、CAR
マイクロクラスター内部で動きが停止する頻度が増
えた。共受容体 CD8とMHC分子の発現により活
性化強度と相関する Lckの運動停止時間が長くなっ
た。CD8やMHCの発現はCARマイクロクラスター
の大きさに影響はないため、CD8-MHC相互作用を
介した活性化経路が示唆され、CAR-T細胞療法に
おける新たな標的として期待される。
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8-1.
Robo1 controls the morphology of the leading 
process of pyramidal neurons during neocortical 
development

（組織・神経解剖学分野）
○権田　裕子
（Neuroscience Center, HiLIFE-Helsinki Institute of Life 
Science, University of Helsinki, Helsinki, Finland）
　難波　隆志

　The correct functions of the neocortex are served by 
two major classes of neurons, excitatory pyramidal neu-
rons and inhibitory interneurons.　During the develop-
ment of the neocortex, it is known that pyramidal neu-
rons are generated from progenitor cells in the local 
ventricular zone and migrate radially to their final posi-
tion in the cortical plate （CP）.　This process is guided 
by radial glial fibers and requires an expression of recep-
tors and ligands at the appropriate timing for correct neu-
ronal migration.　
　mRNA of Roundabout1 （Robo1）, a gene coding an 
axon guidance molecule, is expressed in layers 2/3, 5 and 
6 in the developing mouse neocortex.　We previously 
showed that the layers 2/3 neurons have entered in the 
CP at E18.5, while only a few neurons are entering the 
CP upon Robo1 knockdown （KD）.　These data indicate 
that Robo1 suppression causes a delay in layers 2/3 neu-
rons migration, by affecting the timing of entry into the 
CP.　Therefore, we examined how Robo1 regulates the 
migration of layers 2/3 neurons during development.　
To analyze the morphology in detail, we performed KD 
of Robo1 by RNA interfering along with EGFP expres-
sion in neurons.　We found that the number of neurons 
with two or more leading processes is increased upon 
Robo1 KD.　Since neurons need to determine one domi-
nant leading process for proper directional migration, 
having multiple leading processes might cause the stag-
nation of neurons in the subventricular zone and interme-
diate zone.　These findings suggest that Robo1 controls 
the migration of neurons by regulating the leading pro-
cess morphology.
　This research was supported by the Tokyo Medical 
University Research Grant （2021）.

8-2.
Establishment of chemically oligomerizable TAR 
DNA-binding protein-43 which mimics amyo-
trophic lateral sclerosis pathology in mammalian 
cells

（分子病理学分野）
○金蔵　孝介、山中　喜晃、黒田　雅彦

　One of the pathological hallmarks of amyotrophic lat-
eral sclerosis （ALS） is mislocalized, cytosolic aggrega-
tion of TAR DNA-Binding Protein-43 （TDP-43）.　Not 
only TDP-43 per se is a causative gene of ALS but also 
mislocalization and aggregation of TDP-43 seems to be a 
common pathological change in both sporadic and famil-
ial ALS.　The mechanism how nuclear TDP-43 trans-
forms into cytosolic aggregates remains elusive, but re-
cent studies using optogenetics have proposed that 
aberrant liquid-liquid phase separation （LLPS） of TDP-

43 links to the aggregation process, leading to cytosolic 
distribution.　Although LLPS plays an important role in 
the aggregate formation, there are still several technical 
problems in the optogenetic technique to be solved to 
progress further in vivo study.　Here we report a chemi-
cally-oligomerizable TDP-43 system.　Oligomerization 
of TDP-43 was achieved by a small compound AP20187, 
and oligomerized TDP-43 underwent aggregate forma-
tion, followed by cytosolic mislocalization and induction 
of cell toxicity.　The mislocalized TDP-43 co-aggregat-
ed with wt-TDP-43, Fused-in-sarcoma （FUS）, TIA1 
and sequestosome 1 （SQSTM1）/p62, mimicking ALS 
pathology.　The aggregate-prone properties of TDP-43 
were enhanced by a familial ALS-causative mutation.　
In conclusion, the chemically-oligomerizable TDP-43 
system could be useful to study the mechanisms underly-
ing the droplet-aggregation phase transition and cytosolic 
mislocalization of TDP-43 in ALS.　This study was 
supported by the Tokyo Medical University Research 
Grant （2021）.
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8-3.
メタバース空間を利用したオープンスペース
PBLの教育実践

（医学教育学分野）
○野平　知良、三苫　　博

【背景】　これまでの ZOOMによる PBLには時間制
限、議論の活性化の難しさ、学生の通信環境、ファ
シリテーターの移動に問題点が指摘された。その問
題を解決する目的で、メタバース空間における PBL
を行った。
【対象・方法】　本学 4-5学年の臨床実習において、
メタバース（oVice）を用いたオープンスペース
PBLを行った。PBLを行う上でのZOOMとメタバー
スん比較に関し、学習者、教育者の観点から比較・
検討した。
【結果】　メタバース空間におけるオープンスペース
PBLにより上述した 4つの問題点は解決された。
今後もメタバースウィ使用したオンライン学習を希
望する旨のコメントが多かった。
【考察】　新しい問題点は指摘されたが、メタバース
におけるオープンスペース PBLは PBLを円滑に行
いうる選択であり、今後の医学教育におけるメタ
バース空間の有用性を実感させた。

8-4.
性・年齢別に見た新型コロナワクチン忌避に影
響を与える心理的要因

（公衆衛生学分野、感染制御部）
○町田　征己
（公衆衛生学分野）
　菊池　宏幸、高宮　朋子、小田切優子、
　福島　教照、井上　　茂
（感染制御部）
　中村　　造、渡邉　秀裕

【目的】　新型コロナワクチン忌避は社会問題となっ
ている。ワクチン忌避は若年者で多く、性別や年齢
によってワクチンへの考え方が異なると報告されて
いる。ワクチン忌避に影響する心理的要因として、
Betschらは 5Cモデルを提唱しており、このモデル
に基づいた研究が国際的にも広く行われている。

5Cとは、ワクチンへの信頼（信頼）、認識されてい
る疾病危険性（無頓着）、接種の物理的・心理的ア
クセスのしにくさ（障壁）、情報収集へのエンゲー
ジメント（打算）、接種によって他者を守るという
意思（集団責任）のことである。そこで本研究はこ
れら 5つの心理的要因と新型コロナワクチン忌避の
関係を性・年齢別に明らかにすることを目的とした。
【方法】　本研究は令和 3年度東京医科大学研究助成
金を用いた研究である。ワクチン接種が本格化する
前の 2021年 4月 25日に 20-79歳の男女 3,000人に
対してインターネット調査を実施した。調査時点で
の接種対象者には、ワクチンを接種する予定かどう
かを、接種対象外の者には接種意向を尋ねた。接種
対象だが接種する予定がない者と、接種対象外で受
けたいとは思わない・わからないと答えた者をワク
チン忌避があると定義した。5つの心理的要因は先
行研究に基づいて調査票を翻訳し使用した。ロジス
ティック回帰分析を用いて、5つの心理的要因と忌
避の関係を性年齢別に明らかにした。
【結果】　回答に欠損のない 2,655人を解析対象者と
した。すべての性・年齢層において信頼と集団責任
はワクチン忌避と負の関係を、打算はワクチン忌避
と正の関係を認める一方、無頓着は関連を認めな
かった。障壁は男性でのみすべての年齢層において
ワクチン忌避と正の関係を認めた。
【結論】　啓発活動において、ワクチンへの信頼や集
団責任（予防接種によって他者を守るという意思）
を高めることが検討したすべての年代に効果的であ
り、男性ではさらに障壁を下げる（接種の利便性を
高める）ことが効果的と考えられた。
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　医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、医学研
究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果た
している。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容
に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシー保護に配慮し、患者が特定されないよう留意
しなければならない。
　平成 17年 4月 1日より個人情報保護関連 3法が施行されたことに伴い、東京医科大学雑誌に掲載される
症例報告を含む医学論文については、以下の指針を遵守し、患者プライバシー保護に努めるものとする。

　 1.　患者個人の特定が可能となる氏名、カルテ番号、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」等は記載しない。
　 2.　患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域 （神奈川県、横浜市

など） までに限定して記載することを可とする。
　 3.　日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年

月までは記載してもよい。
　 4.　既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。但し、救急

医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
　 5.　顔を含む写真を提示する際には個人が特定出来ないように目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分か

らないよう眼球部のみの拡大写真とする。
　 6.　症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
　 7.　以上について配慮することはもとより、個人の特定化の有無にかかわらず、発表に関する同意を患者

自身 （または遺族か代理人、小児では保護者等） から得る。
　 8.　前項の手続きが困難な場合は、筆頭著者の所属する施設における倫理委員会もしくは本学医学倫理委

員会の承認を得ることが望ましい。
　 9.　臨床研究など医学系研究の個人情報の取り扱いについては、「臨床研究に関する倫理指針」（厚生労働

省） （平成 20年 7月 31日改正） による規定を遵守する。
　10.　疫学研究に関しては、「疫学研究に関する倫理指針」（文部科学省・厚生労働省） （平成 19年 8月 16

日改正） による規定を遵守する。
　11.　遺伝子疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」（文部科学省・厚生労働省・経済産業省） （平成 16年 12月 28日改正） による規定を遵守する。

症例報告を含む医学論文における患者プライバシー保護に関する指針
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あとがき

　秋の深まりとともに新型コロナウイルス感染症も第 8波
にはいり、今冬はインフルエンザと新型コロナウイルス感
染症の同時流行が懸念されています。「ポストコロナの時代」
と社会・経済など耳にしますが、本号第 80巻 4号の森田公
一先生は、巻頭言「ポストコロナの感染症研究」において、
今後も新しい感染症のパンデミックに備えを抜きにしてポ
ストコロナを語ることはできないと述べられています。
　さて、本号は、東京医科大学の歴史を学び、今後の発展
と展望を見据える内容となりました。最終講義の 2編では、
土田明彦先生の 45年間の奇蹟から功績を元に本学の課題と
期待が示され、相澤仁志先生は筋萎縮性側索硬化症の病態
と治療・診療の課題、患者さんの QOLへの貢献に言及され

ています。第 189回東京医科大学医学会総会での特別講演 2
編および総会記事としてポスター発表 39題の抄録を掲載し
ています。ポスター発表が減少傾向にありますので、発表
のご参考になれば幸いです。
　また、前回からスタートしました Introducing My Articleで
の論文のご紹介、Pivotal Meeting Reportでは 2学会が紹介さ
れており、新企画も順調な滑り出しをしています。医学分
野のみならず看護学分野での研究や昨今の話題などご提供
いただけますとチーム医療、臨床倫理の課題解決の一助と
なることが期待できます。
 （鈴木祐子　記）
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