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平成１９年２月４日（日）：於 長井記念ホール

教授就任記念講演

外科におけるイノベーション

丹黒 章（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部生体防御腫瘍医学講座病

態制御外科学分野）

外科における技術革新は患者の利益に直結し，低侵襲

という福音を与える。近代外科の夜明けは麻酔法と滅菌

法の開発により始まる。患者は痛みから解放され，術後

感染は減り，手術死亡も減少した。J’urgen Thorwaldは

１９５６年“Das Jahrhundert der Chirurgen”邦題「外科

の夜明け」を発表し１８４６年ボストンで初めて行われた

エーテル麻酔の公開手術から１８９６年にドイツで行なわれ

た最初の心臓外科手術成功まで約半世紀にわたる外科手

術の進歩を描いている。１９世紀当時の乳癌手術は手術死

亡も多かったが局所再発が多く，治療成績は惨憺たるも

のであった。１８９４年にWilliam Stewart Halsted（１８５２‐

１９２２）は英国の Charles H. Moore（１８２１‐１８７０）の提唱し

た en bloc切除の概念を取り入れ，乳腺，リンパ節を胸

筋もろとも切除する手術を考案して驚異的な治療成績を

示し，近年に至るまでこの手術が継承されることとなる。

（１８０４年，華岡青洲（１７６０‐１８３５）はすでに世界に先駆け

て全身麻酔と消毒による乳癌手術を行っていたのだが。）

ところが１９８３年イタリアと米国の無作為比較試験の結

果から小さな乳癌では乳房を温存しても放射線を併用す

れば Halsted手術と治療成績に差がないことが証明され，

この手術は廃れる。

１９６０年の内視鏡の開発により外科治療は大きく転換す

る。１９８７年フランスのMouretが初めて腹腔鏡下胆嚢切

除術を発表すると１９９０年には日本でも第１例目が行われ，

１９９２年には保険適応となるほど瞬く間に普及した。癌に

対する内視鏡手術も急速に普及・発展した。

１９９２年Mortonが悪性黒色腫で癌が最初に転移するリ

ンパ節（センチネルリンパ節）（SLN）の同定を行いリ

ンパ節郭清が省略できる可能性を示唆した。乳癌手術に

おいてはリンパ節転移個数により予後と術後治療が決ま

るため郭清が必須であっが，腋窩の変形や知覚，運動障

害，腕の浮腫を惹起する腋窩郭清を省略すれば術後のリ

ンパ液ドレナージも不要で在院日数も短縮できることか

ら多くの施設で受け入れられた。１９９３年 Kragは放射性

同位元素（RI）を注入し，RIの測定により SLNを同定

するガンマプローブ法を開発し，１９９４年 Giulianoは青色

色素を用いてSLNを同定する色素法を開発し，両者が推

奨されている。しかし，RI使用がに厳しいわが国にお

いては RI法を施行できる施設が限られているため，術

前診断が出来ず，同定が難しい色素法が広く行われてい

る。そこで精度の優れた SLNナビゲーションシステム

を構築すべく水溶性造影剤を用いたCT scanによるSLN

同定システムを開発した。この方法は微小粒子である通

常の経静脈的造影剤を腫瘍周囲に注入し，リンパ管と

SLNを描出することが可能でありCT scanの普及が世界

一であるわが国発の画期的な SLN同定法である。われ

われの開発した日本発の新しい癌に対する内視鏡治療に

ついても紹介する。

セッション１：シンポジウム

徳島大学の医学教育を考える

座長 泉 啓介（徳島大学大学院ヘルスバイオ

サイエンス研究部生体防御腫

瘍医学講座環境病理学分野）

桜井 えつ（徳島県医師会女性医師部会）

１．基礎医学教育

泉 啓介（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部生体防御腫瘍医学講座環

境病理学分野）

日本の医学教育の方向の一つは米国式の「医学専門学

校」化に向かおうとしている。しかし，米国の多くの大

学は決して医師養成校ではなく，８年制のMD-PhDプ

ログラムを用意して「医学知識を持った研究者」の育成

に力を入れている。本学でも導入している９年制のMD-

PhDコースと異なっているところは研究と並行して基

礎医学・臨床医学を学ぶところや奨学金制度の充実など

である。平成１６年度から始まった初期臨床研修制度はこ

のコースへの進学を困難にしている。徳島大学の医学教
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育は優秀な医師の養成を目指して行われているが，それ

以上に，基礎研究・臨床研究志向を持った医師の養成を

見据えて医学教育が行われるべきである。そういう視点

に立って，医学部教務委員会では平成１９年度から学年進

行で開始する新カリキュラムを作成中である。１年次を

教養教育に，２‐３年次を基礎医学教育に充てる。３年

次は午前中は講義・実習に充て，午後は１年を通じて蔵

本地区の各研究室で過ごしてもらう。語学力と研究能力

を身につけた学生の短期海外留学は可能である。さらに

平成１８年度から開始した医学英語教育の充実を図る。医

学入門（医学概論，医学心理学など）の内容の充実も重

要である。３年次３学期から臨床医学教育を開始する。

２．臨床医学教育

赤池 雅史（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部生体制御医学講座生体情

報内科学分野）

近年の医学教育では，生命科学の著しい進歩による医

学の知識・技術量の著しい増大化に対応して，知識詰め

込み教育から自己決定型学習への転換が進められている。

一方，社会的ニーズとして，安全かつ安心な医療，患者

中心医療，チーム医療の提供がますます求められ，診療

技能・態度教育，危機・安全管理教育，コミュニケー

ション能力やプレゼンテーション能力の養成が重視され

るようになった。PBLチュートリアル教育ならびにク

リニカルクラークシップ（診療参加型臨床実習）はこの

ような医学教育改革の“目玉”として，欧米から導入さ

れた手法である。

PBLチュートリアル教育とは，小グループ討論の中

で，シナリオから学習者自らが問題を発見し，それを解

決するために必要な学習課題を考え，それについて自己

学習を進める学習法である。クリニカルクラークシップ

とは，診療チームの一員として実際の診療の中で臨床実

習を行うものである。両者に共通する教育理論は「成人

学習理論」であり，これによると，成人は身近な現実の

問題を解決する必要性が生じた時に学習意欲が増し，自

己決定学習により問題解決へと学習を進め，受動的講義

と比較してより多くの知識が残り，現代医療，チーム医

療，患者中心医療に対応できる深いレベルである問題解

決レベルの知識や基本的臨床能力を身につけることがで

きる。しかし，これらの教育方法は想起・解釈レベルの

知識の系統的学習には適しておらず，また，一定以上の

知識レベルがないと有効に機能し難い。また，自己決定

型学習はしばしば「自習」と混同されるが，この教育方

法では，教員は学生に全ての知識を一方的に教える必要

がないかわりに，「解決する必要性のある身近な現実の

問題」と学習環境，学習資源を学生に提供し，「コーチ」

として学習へのアドバイスを行い，さらに学生の学習到

達度を正しく評価し，それに応じて適切に介入しなけれ

ばならない。つまり，この教育手法には教員と学生の交

流・メンターシップが基盤として存在することが必須で

ある。また，このような実践的教育は安易な「マニュア

ル臨床教育」へ流れていく危険性も孕んでいる。わが国

では米国の医学教育に関して目新しい教育手法のみが注

目される風潮にあるが，米国ではMD／PhDコースへの

巨額な投資に象徴されるように，translational research

のリーダーとなるmedical scientistあるいは scientific

physicianの養成など，サイエンスの重要性を意識した

オーソドックスな教育が同時に推進されている。

このようにこれらの新しい教育手法をわが国で有効に

機能させるためには，その特徴・目的を理解するととも

に，今も昔も医学教育の根底に流れる基本，特に教員・

学生のメンターシップや医学教育の生命線である研究・

診療活動と一体で進めていく必要がある。

２年次 ３年次

４月‐７月
（１５週）

医学入門

生理学

組織学

解剖学

医学入門
生理学
薬理学

病理学

研
究
室
配
属

９月‐１２月
（１６週）

医学入門
生理学
解剖学

生化学
免疫／寄生虫学
細胞学
ウイルス学
薬理学

病理学

医学英語

法医学

衛生学

公衆衛生学

人類遺伝学

実験動物学

研
究
室
配
属

１月‐３月
（１１週）

生化学
免疫／寄生虫学
細胞学
ウイルス学
薬理学

臨床検査学

画像診断学

研
究
室

配
属

研究室配属
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３．医学教育における e-Learningの活用

森川 富昭（徳島大学医学部・歯学部附属病院医

療情報部）

【背景】医学の発達に伴い，学生に詰め込まれる知識は

増加の一途をたどっているが，教育方法についてはま

だまだ模索中である。徳島大学医学部においては PBL

（Problem Based Learning）の導入や CBT（Computer

Based Testing）などによりコンピュータを活用した教育

が行われている。しかし，現在の教育用コンテンツ（教

育用資料）に関してはすべて教員任せになっている。そ

のため，授業中のスライドなどのデータを再度，学生が

閲覧することは不可能である。そこで授業の補完が可能

な e-Learningシステムを開発のコンセプトとし，対面

学習を考慮した教育システムMLS（Medical Learning

System）を構築した。

【方法】システムはASP（Application Service Provider）

方式を採用し，利用者である，教員・学生・事務員は

WWWブラウザのみで稼働するシステムを構築した。

また，閲覧履歴などもデータとして取得できるために学

生評価，および教員評価に利用可能である。

【結果】本システムは，徳島大学医学部および，徳島大

学病院の安全管理室，看護実践型教育で活用されており，

現状では，多くのコンテンツが集まりつつある。利用者

側からは，システムの利用に関する質問はほとんどなく，

できればすべての授業をビデオ化してほしいとの要望が

あった。また教員側からは，すべて対面教育ではなくて

e-Learning化して欲しいとの要望があった。

【考察】e-Learningに向けてのシステム構築に関しては，

ほぼ完了した。今後は，e-Learningの体制を強化し，

組織的対応を行う必要がある。また，コンテンツに関し

ては著作権の問題を考慮した作成が望まれる。そのため

には著作権に関する教育が教員および学生にとって必要

となる。

４．MD-PhDコースについて

坂根亜由子（徳島大学医学部医学科５年）

MD-PhDコースは，早期に高度な研究環境を学生に

与えることを目的として平成１５年度春より本学で新たに

設立された。このコースでは，医学部を４年次修了時点

で一度途中退学して大学院に入学し，３または４年間の

研究期間を経て学位（医学博士）が授与される。大学院

を卒業した後は，医学部５年次に再入学し，２年間の臨

床実習を受けて医師国家試験に臨む。

私を含めた３人がMD-PhDコース第１期生となり，

現在まで第２，３期生が後に続いている。退学や再入学

などリスクを伴うが，卒後臨床研修が必修化された現状

を考えると，まとまった時間をかけてじっくりと研究に

取り組むことができるこのコースは，基礎または臨床の

どちらに進むとしても，将来研究に従事したいと考える

学生にとっては非常に魅力的な選択肢であると思われる。

本シンポジウムでは，MD-PhDコース卒業生として

本コースを紹介し，３年間の体験から私が感じたことを

お話したい。

医学部入学

６年間 ４年間

医師国家試験 ４年次退学／大学院入学

３（４）年間

臨床研修 大学院卒業／学位修得

５年次復学
２年間

２年間
大学院入学

医師国家試験
４年間

大学院卒業／学位修得
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５．女性医師と生涯教育

福島 泰江（徳島県医師会女性医師部会）

近年，医学部に入学する女子学生が著しく増加し，そ

の結果として医師国家試験合格者の約１／３を占めるよ

うになりました。彼女達は３年前に導入された研修医制

度により自らで研修先を選択し医師としての新しい一歩

を踏み出しております。ただこの研修医制度の導入が決

まった時，女子研修医が妊娠，出産，育児等で研修を中

断する際の研修期間の取り扱いについては，何ら検討さ

れておりませんでした。女子学生からの問い合わせによ

り始めて研修期間の延長の対応策が組み込まれた経緯が

ありました。

最近，各科の中堅勤務医が離職し特に小児科，産婦人

科，麻酔科等では医師不足が大きな問題となり，地域医

療の崩壊が迫っております。この様ななかで安心，安全

な医療を提供していくためには，勤務医の過重労働の改

善対策とともに，女性医師の就労継続への期待が高まっ

ております。しかし女性医師の就労継続や再就労には多

くの障害があります。現実に徳島大学においても，平成

１年から１６年に卒業した女性医師の約１８％が離職してい

ます。

徳島県医師会女性医師部会は平成１４年６月に「女性医

師の働きやすい環境づくり」を最大の目標として設立さ

れました。平成１８年１１月には「生涯いかそうあなたの才

能，キャリア」と題してロールモデルの紹介と医療機関

の上司，責任者の方々に様々な支援体制の進ちょく状況

を説明していただきました。

医師という職業は，終わりのない一生の仕事です。男

性，女性をとわず，常に相手（患者さん）と向き合い，

自己研鑽に務めるべきものです。女性医師が医師として

経験を積み重ねていく過程で同時並行して生じるに妊娠，

出産，育児という負担をどのようにしてのり越えていく

かが大変重要であり，また大きな問題であると考えます。

女性医師の就業継続は，この生涯教育の理念を実現して

いくうえでも大切なことと思います。

具体的には，スキルアップの方策としては e‐ラーニン

グ，また以前に所属していた医局での再研修等が考えら

れます。更に求職方法としてはドクターバンク制度があ

ります。日本医師会では女性医師専用のドクターバンク

の設立に向けて取り組んでおります。徳島県医師会では

既存のドクターバンク制度の充実をはかり，今後は女性

医師の復職や地域医療への医師派遣に貢献していくつも

りです。また社会的支援として時間外保育，病児保育の

充実，女性医師の家族を中心としたサポート隊の設立も

考えております。

そして最後に，女性医師が仕事を続けていくには，何

よりパートナーの理解と本人の強い意志が必要です。生

涯教育は女性医師だけでなく医師１人１人の課題です。

周囲の理解と協力で女性医師が一人でも多く仕事を続け

られるように期待します。女性医師の皆さん生涯勉強を

続けて，医師という仕事をやり遂げましょう。

６．医師研修必修化時代の卒後医学教育

北川 哲也（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部器官病態修復医学講座循

環機能制御外科学分野）

数年前に，日本経済新聞社が「医療再生」のテーマで

「医療制度改革に何を求めるか？」と一般社会を対象に

アンケート調査すると，半数が，“医師の質的向上”を，

３人に一人が“医療事故対策”をあげた。そのような，

社会情勢の変化が今日の社会が医師に求めるものの根底

となり，新医師臨床研修制度への移行のドライビング

フォースになってきた。

しかし，平成１６年に始まった新医師臨床研修制度も３

年目を迎え，地域医療を担う医師の偏在，診療科間の医

師の偏在化，そして予想もしなかったほどの基礎医学に

進む人材不足など，様々の功罪が指摘されているが，そ

の影響の最終的な評価にはもうしばらくの時間が必要で

あろう。今春に初期研修を修了した方達の帰学状況調査

では，大都市のない都道府県での帰学者の減少が顕著で

あること，診療科別では産婦人科，小児科はもとより外

科系救急担当科の減少が顕著であることが明らかになっ

ている。この新制度も，５年後の平成２１年を目処に見直

しすることになっており，昨秋から問題点等の検討に

入っているが，直近に２年間の研修が１年に短縮される

等の大幅な見直しは期待されそうもない。

今も昔も，一人の医師，研究者が育っていく過程を考

えると，general physicianを含めて自らの専門性，iden-

tityを確立するには，おおよそ医学部卒業後１０年の期間

が必要である。その最初にあたる研修医時代に，まず医

師としての人格を涵養し，基礎的診療能力を獲得し，

各々が目指す医療人へと巣立っていくために必要な基盤

となるノウハウや知識を身につける。そして，なにより
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も多くの医師，研究者にとって重要なことは，３年目以

降の専門医研修を経て，やがて“考える力（問題を解決

する力）と自立できる技術”を獲得することである。

卒後１０年生の頃になると，誰しもその１０年を振り返り，

自らの希望，適性を考えて，このまま進んでいくべきか，

進路変更すべきかについて考える。その時点で，自らに

“考える力と技術”があれば，GP，専門医，研究者と，

いずれの道へ帆を進めようとも前途は洋々としている。

このまばゆいかけがえのない時代に，大学院にすすむの

もいいし，是非，楽しい留学もしてみてください。信頼

できる指導者と仲間を得て，目標とする医師，研究者像

をかかげて切磋琢磨し，“考える力と技術”を身につけ

ようではありませんか。

現時点では，本学医学科卒業生の９９％が初期臨床研修

への道を歩み，昨春の徳大病院の研修修了者は１名を除

いて専門医研修への道を選択している。卒後の医師教育

は生涯教育であり，“考える力と技術”を，何時，どの

ようにして身につけるかが重要であることを考えると，

今のように卒後の進路選択が一様である必要はなく，一

人一人が将来は何をしたくてどのように歩みたいのか，

在学時から漠然とでもイメージできる卒前－卒後の連続

性のある教育体制の確立が必要である。

セッション２：公開シンポジウム

メタボリックシンドロームの克服をめざして

座長 松本 俊夫（徳島大学大学院ヘルスバイオ

サイエンス研究部生体制御医

学講座生体情報内科学分野）

片岡 善彦（徳島県医師会生涯教育委員会）

１．メタボリックシンドロームと肥満

藤中 雄一（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部生体制御医学講座生体情

報内科学分野）

以前より肥満，耐糖能異常，高血圧，高脂血症の合併

は動脈硬化性疾患を発症しやすい状態として知られてお

り，「シンドローム X」や「死の四重奏」と言われた。

これらの共通する病因としてはインスリン抵抗性が挙げ

られて，「インスリン抵抗性症候群」とも呼ばれること

もあったが，必ずしもインスリン抵抗性が肥満を伴わな

いことからインスリン抵抗性を一義的病因とすることに

は問題があった。しかしアディポサイトカインの発見に

より脂肪細胞が能動的にエネルギー代謝を制御している

ことが判明し，肥満，特に内臓脂肪の蓄積が種々のア

ディポサイトカイン放出を生じインスリン抵抗性や脂質

代謝異常などの動脈硬化のリスクファクターを惹起する

ことが知られるようになった。これらのことより松澤ら

は「内臓脂肪症候群」を提唱したが，この概念が広く世

界的にも認められ，今日のメタボリックシンドロームの

診断基準では内臓脂肪型肥満が必須項目となっている。

２００４年に設定された本邦の診断基準では臍高でのウエス

ト周囲径が男性で８５cm以上，女性で９０cm以上とされ

ているが，これらの数値は CTスキャンによる臍高での

内臓脂肪面積が１００cm２以上となる平均値として算出さ

れている。

このメタボリックシンドロームの病態には内臓脂肪か

ら分泌されるアディポサイトカインの関与が指摘されて

おり，脂肪細胞は種々のアディポサイトカインを分泌し

ているが，その中で最も大量に分泌されているアディポ

ネクチンは肝臓，骨格筋でインスリン感受性を改善する。

また血管内皮では接着分子の発現を制御して単球接着を

抑制することなどにより動脈硬化進展を抑制することが

示唆されている。このアディポネクチンは小型脂肪細胞

で主に分泌されているが，脂肪細胞の大型化とともに分

泌が低下し，代わって TNFαなどのインスリン抵抗性

を惹起する炎症性サイトカインが分泌されるようになる。

血清アディポネクチン濃度は内臓脂肪型肥満者では低下

していることが知られており，メタボリックシンドロー

ムの進展・増悪に一致する。事実，脂肪細胞の分化・増

殖を誘導する核内受容体であるペルオキシゾーム増殖因

子活性化受容体 γ（Peroxisome Proliferated-Activated

Receptor：PPARγ）のアゴニストはインスリン抵抗性

を改善することから糖尿病治療薬として臨床の場で既に

使用されているが，その機序としては脂肪細胞を分化・

増殖させることにより細胞周期を短くして大型脂肪細胞

を小型脂肪細胞に置換することが考えられている。また，

その薬剤の一つであるピオグリタゾンでは，糖尿病患者

への投与に於いて大血管障害を予防する効果が確認され

ており，メタボリックシンドロームで推定されている発

症機序との関連性からも興味深い。

肥満，特に内臓脂肪型肥満がメタボリックシンドロー

ムにおいて重要な因子であることは確かであり，内臓脂

肪をコントロールすることは動脈硬化の一次予防に重要
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である。その意味で腹囲は測定が簡便であり，利用価値

の高いマーカーである。

２．メタボリックシンドロームと糖尿病

新谷 保実（徳島赤十字病院内科）

糖尿病患者数は世界中で増えているが，日本での増加

速度は突出しており，２００２年に７４０万人であった推定患

者数は，２０１０年には１，０８０万人に達すると予測されてい

る。２型糖尿病は「インスリン分泌不全」と「インスリ

ン抵抗性」の総和として発症するが，日本人にはインス

リン分泌不全の遺伝素因が備わっており，近年の脂肪摂

取増加と運動不足による体脂肪の僅かな増加がインスリ

ン抵抗性の増大を惹起し，糖尿病が飛躍的に増加してい

ると考えられる。すなわち，メタボリックシンドローム

の源流となる「内臓脂肪蓄積」によるインスリン抵抗性

の増大は，糖尿病の急増ときわめて密接な関係にあり，

その予防・治療の対象や対策は共通する部分が多い。

徳島県の糖尿病の状況は深刻で，罹患率や肥満比率は

全国平均を上回り，特に，糖尿病死亡率は１９９３年以来，

１３年連続１位を続けている。このため徳島県では，２００５

年１１月に「糖尿病緊急事態宣言」が出された。徳島県の

糖尿病統計が悪い理由は十分に解明されていないが，栄

養摂取状況は全国平均と比較して大差なく，運動量不足

の関与が指摘されている。実際，徳島県民の１日あたり

の歩数は全国平均に比して１日あたり１，２００歩程度少な

いことや，交通手段としてのマイカー利用率が極端に高

いことなども報告されている。

実際の糖尿病診療では，複数の経口薬やインスリン治

療を用いても血糖コントロールに難渋するインスリン分

泌不全の高度な患者が多数存在するため，軽症の糖尿病

患者への対応は簡単な生活習慣改善の指導と経過観察だ

けになりがちである。しかし，近年，急増している２型

糖尿病患者の多くは，メタボリックシンドロームと共通

の「内臓脂肪蓄積によるインスリン抵抗性」を背景とし

ており，そのため糖尿病自体は重症でなくても他の危険

因子は容易に重積し，動脈硬化リスクは甚大である。

UKPDSなどにより，HbA１cを指標とした強化療法に

よる血糖コントロールの改善は細小血管症を減少させる

が，大血管障害の抑制には十分でないことが明らかに

なった。

従ってこれからの糖尿病治療では，厳格な血糖・血

圧・脂質のコントロールに加え，少しでもインスリン抵

抗性を軽減できる治療を選択する必要がある。すなわち，

内臓脂肪を減らすための食事・運動療法の継続は言うま

でもなく，インスリン抵抗性を改善できる薬剤（チアゾ

リジン薬，レニン・アンギオテンシン系抑制薬，フィブ

ラートなど）を積極的に活用することの重要性が増して

いる。また，メタボリックシンドロームを背景とする糖

尿病・耐糖能障害を有し，早期の治療介入を要する患者

は，長年治療中の糖尿病患者よりも，高血圧や虚血性心

疾患で治療中だが，意外に糖尿病とは気付かれていない

患者であることが多いことにも留意する必要がある。

３．高血圧とメタボリックシンドローム

中屋 豊（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部医療栄養科学講座代謝栄

養学分野）

メタボリック症候群は生活習慣の偏りと関わりが深く，

内臓脂肪蓄積が進む４０から５０歳代に高頻度に発症する。

その結果，インスリン抵抗性が進み，糖尿病，高血圧，

高脂血症さらには動脈硬化疾患を高率に発症する。この

ため，高血圧の治療に関しては糖，脂質代謝に悪影響を

及ぼさない降圧薬の選択が必要で，また降圧目標も１３０／

８０mmHg未満に厳格にコントロールする必要がある。

メタボリック症候群を示すような高血圧患者において

は，内臓脂肪蓄積がありインスリン抵抗性を示し，高脂

血症，糖尿病の合併が多い。実際に既知の糖尿病合併症

を除いた高血圧集団では，糖負荷試験で境界型，あるい

は糖尿病型を示す例が多いことが報告されている。こ

のため，高血圧の患者では，これらの指標を定期的に

チェックする必要がある。

このように高血圧の治療においてインスリン抵抗性は

大きな問題であり，治療にもインスリン抵抗性について

考える必要がある。インスリン抵抗性を改善する薬剤と

しては，ACE阻害薬，アンジオテンシン受容体拮抗薬

（ARB）が，逆に低下する薬剤としては利尿薬，β遮断

薬が知られている。糖尿病の新たな発症は ACE阻害薬，

ARBが利尿薬，β遮断薬，Ca拮抗薬に比し有意に抑制

している。

高血圧患者全体をみた場合に，降圧薬の選択では，

ARBとカルシウム拮抗薬あるいは利尿薬間で心血管イ

ベント発症において有意な差を認めていないものが多い。
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しかしながら，メタボリック症候群を対象とした高血圧

治療の大規模試験は少ない。最近 ARBがメタボリック

症候群の降圧療法において有用であるとする結果が得ら

れており，今後，メタボリック症候群における降圧療法

が確立されるものと思われる。

高血圧はメタボリック症候群の中の一つの症状と考え

て治療を進めていくべきであり，単に血圧のコントロー

ルだけでなく，生活習慣の改善を行うことが第一で，薬

物の選択においても，インスリン抵抗性による耐糖能異

常，脂質代謝異常などの改善も目指し治療を行うべきで

ある。

４．高脂血症・動脈硬化とメタボリックシンドローム

粟飯原賢一（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ

ンス研究部生体制御医学講座生体情

報内科学分野）

近年の厚生労働省の死因統計では，脳血管疾患と心臓

疾患を含む動脈硬化性疾患は全死亡の約３０％を占めてい

ることが報告されている。これは我が国において癌死と

同等の最大死因である。また過栄養と運動不足を基盤と

したメタボリックシンドロームは動脈硬化疾患の発症に

大きく関わることが明らかになってきており，その病態

の理解と予防介入は重要な課題である。

メタボリックシンドロームにおける脂質代謝異常は，

高トリグリセライド（TG）血症と低 HDLコレステロー

ル血症が特徴的であり，その診断基準の骨子となってい

る。高 TG血症はレムナントリポ蛋白の増加，アポ B

増加，small dense LDL増加などを伴っており，蓄積し

た腹腔内脂肪に由来する遊離脂肪酸の肝臓内流入増加や

高インスリン血症による超低比重リポ蛋白（VLDL）の

合成増加，インスリン抵抗性によるリポ蛋白リパーゼ

（LPL）活性の低下が原因とされる。また LPL活性の

低下は HDL生成を減少させ，低 HDL血症を来たすと

考えられている。高脂血症治療薬であるフィブラート系

薬剤は高 TG血症，低 HDL血症を是正する効果があり，

メタボリックシンドローム患者におけるフィブラート薬

介入を行なった大規模臨床試験では，心筋梗塞を含む心

臓死が減少することが報告されている。このことはメタ

ボリックシンドロームにおける脂質代謝異常是正の重要

性を示している。

一方，高コレステロール血症はメタボリックシンド

ロームの診断基準項目には含まれていないが，喫煙・高

血圧・糖尿病とならぶ重要な心血管イベントのリスク因

子であり，その治療目標は日本動脈硬化学会が提唱する

動脈硬化疾患診療ガイドラインに記載されている。メタ

ボリックシンドローム患者の多くに高コレステロール血

症の合併もみられることから，脂質代謝異常は包括的に

治療することが，動脈硬化性疾患発症の予防に不可欠で

ある。

またこれらの脂質代謝の異常の発見・是正とともに動

脈硬化病変の有無を早期にスクリーニングすることは，

メタボリックシンドローム患者個々の心血管死を避ける

予防対策として極めて重要である。我々は理学所見や血

液データだけでなく，脈派伝播速度，血管内皮機能，血

管超音波検査，冠動脈 CT検査，MRI検査等を駆使し

て，メタボリックシンドロームによって生じる初期の動

脈硬化病変を可能な限り非侵襲的・簡便かつ高感度で拾

い上げることの出来る検診システムの構築を進めている。

完成した動脈硬化病変の治療を行なうよりも，初期段階

の動脈硬化病変を検出し，積極的にその進展予防を介入

して行なうことはメタボリックシンドローム患者個人に

とっても，さらには医療経済の面でも大きなメリットが

ある。また患者や検診受診者がこれらの検診システムに

て自分の血管年齢を把握することは，メタボリックシン

ドロームの予防と治療を行なう上で大きな動機付けにな

るものと考えている。

５．食生活とメタボリックシンドローム

～食事療法は難しくない～

高橋 保子（徳島大学病院栄養管理室）

「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）」

（H１２～）の中間評価で，糖尿病有病者・予備群の増加，

肥満者の増加（２０～６０歳代男性）や野菜摂取量の不足，

日常生活における歩数の減少などから健康状態及び生活

習慣への改善が見られなかった。さらに「医療制度改革

大綱」（H１７．１２）では生活習慣病改善を図るために健診・

保健指導の実施が義務づけられた。目標は，平成２０年と

比べ平成２７年度には糖尿病等の生活習慣病有病者・予備

群を２５％減少させ，医療費の伸びを適正化することにあ

る。

日常生活から来る疲労，ストレス，飲みすぎ，食べす

ぎ，喫煙，運動不足など小さな生活習慣の乱れが重なり
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合って発症，進行するメタボリックシンドロームは，

「糖尿病・高血圧症・高脂血症・脳卒中・心臓病・動脈

硬化」という大きな病気の予告，危険信号となる。「何

だか，最近ウエストが窮屈になった」「体が動きにくい」

などの些細な信号から始まる。対策は，早期に目標を立

て，改善し，健康な寿命を全うすることにある。

毎日の食生活で①高脂肪食（脂っこい）②高ショ糖食

（甘いもの）③高カロリー食（食べ過ぎ）④低繊維食

（緑黄色野菜の不足）⑤濃い味付⑥早食い⑦朝食の欠食

（２食制）⑧むら食い・どか食い・ながら食い⑨夜食・

週末の過食⑩つき合い方（酒）等を把握し，問題点を目

標として実践する。

食事療法は難しくない。些細な問題点を１つ１つ是正

し，評価し，継続することである。その機会は１日のう

ち何度もやってくる。しかし，一人で頑張っても挫折す

る。家族や友人らにサポートを求め，受診することや管

理栄養士のアドバイスを受け，継続させる体制を作るこ

とも重要なポイントである。

本院受診中の患者で，２年以上の栄養指導継続群と栄

養指導を中断した群の比較では，BMI（体重）の変化に

有意の差があり，食事記録をつけた群は聞き取り群に比

べ BMIや HbA１cの変化に差が見られた（図）。

メタボリックシンドロームの予防や治療には，食事療

法は大切な要素であるが，栄養指導を継続する事と食事

を記録することも大切なことである。

★至福のひととき… 日本茶に１切の羊羹も，毎日食べ

ると「山」となる。

練り羊羹は１切５０gで１４８kcal （砂糖に換算３８g，

ステック３gが約１３本）

１ヵ月で…４，４４０kcal，体脂肪約０．６kgに相当，

砂糖約１１．６kgに相当

１年間で…５４，０２０kcal，体脂肪約７．７kgに相当，

砂糖約１４０．７kgに相当

６．パネルディスカッション：メタボリックシンドローム

遠藤 彰良（四国放送）

遠藤彰良アナウンサーには，まず先頭に講演をお聞き

になった上での感想を含め，一言お話しをして頂き，そ

の後でパネルディスカッションに入って頂きます。シン

ポジウムの一般の参加者には質問用紙を入り口で入場の

際に配布させて頂き，遠藤彰良アナウンサーにこれらを

随時お渡し，その中からご自身の疑問点なども念頭にお

きながら，パネルディスカッションを進行して頂く予定

です。

ポスターセッション

１．川島ホスピタルグループにおける血液透析の治療成績

中村 雅将，土田 健司，水口 潤，川島 周

（川島病院）

西内 健（川島循環器クリニック）

水口 隆（鴨島川島クリニック）

香川 和夫（鳴門川島クリニック）

川島ホスピタルグループ（KHG）の治療成績と日本

透析医学会（JSDT）の統計調査結果を比較した。

対象：KHGで血液透析中の８３１名。

方法：祖死亡率ならびに患者予後に関与する因子（体重

増加率，収縮期血圧，KT／V，PCR，血清アルブミン値，

ヘマトクリット値，Ca値，P値，intact-PTH値）に関

して JSDTの統計調査結果と比較した。

結果：祖死亡率は KHG６，２％に対し，JSDT９，４％。体重

増加率５％以下の症例は KHG７５．３％に対し，JSDT６０，８

％。収縮期血圧１２０～１４０mmHgの症例は KHG４２，３％に

対し，JSDT１８，１％。KT／V１．３以上は KHG８０，１％に対
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し，JSDT（KT／V１．２以上）４１，５％。PCR０．９～１，４はKHG

７３．４％に対し，JSDT（PCR１，０～１．４）３４．９％。血清ア

ルブミン値３．７g／dl以上は KHG３９％に対し，JSDT（４．０

g／dl以上）３３．６％。ヘマトクリット値３０％以上は KHG

８１．７％に対し，JSDT６３．３％。Ca値８～１０mg／dlは KHG

８１．１％に対し，JSDT７３．６％。P値５，５mg／dl以下は KHG

６７．４％に対し，JSDT（６，０mg／dl以下）。intact-PTH３００

pg／ml以下は KHG７８．９％に対し，JSDT（２００pg／ml以

下）６６．０％と良好な治療成績であった。

２．B細胞性非ホジキンリンパ腫に対する自家末梢血幹

細胞移植の治療成績

三木 浩和，田中 修，藤井 志朗，長樂 雅仁，

賀川久美子，浅野 仁，竹内 恭子，北添 健一，

橋本 年弘，安倍 正博，松本 俊夫（徳島大学大学

院ヘルスバイオサイエンス研究部生体制御医学講座生

体情報内科学）

尾崎 修治（徳島大学病院血液内科）

【目的】１９９０～２００５年に自家末梢血幹細胞移植を施行し

た B細胞性非ホジキンリンパ腫４２症例の治療成績を後

方視的に検討した。【患者】男性２６例，女性１６例。年齢

１７～６５歳（平均４７．４歳）。組織型は DLBCL２３例，FL１０

例，MCL２例，その他７例。臨床病期は II５例，III１４

例，IV２３例。IPI High５例，H-I１９例，L-I１６例，Low２例。

移植時病期は第１寛解期１８例，第２寛解期４例，部分寛

解期１３例，再発期７例であった。【方法】CHOP（±ri-

tuximab）療法などで寛解導入を行い，大量 ETP療法で

PBSCHを施行。移植前処置は，主にMCEC療法（MCNU,

CBDCA, ETP, CY）を行った。【結果】移植後４０例が生

着し，移植後観察期間３～１２４ヶ月（平均３６．１ヶ月）で

あった。全症例の４年生存率は６８％であり，初回治療に

rituximabを併用していない症例�の４年生存率は４５％
であったのに対し，rituximabを併用した症例�の４年
生存率は８８％と有意に優れていた（p＜０．０５）。全症例

の４年無再発生存率は４７％であり，A群は４４％，B群は

５５％であった。【結論】rituximabを初回治療から併用

することにより，自家末梢血幹細胞移植の治療成績も向

上することが期待される。

３．慢性呼吸不全患者に対する NPPV下の呼吸リハビ

リテーション

浅香 一馬，斎村 玉緒，西谷 理沙，高田 妙子，

鶴尾 美穂，工藤美千代，北添 健一，寺澤 敏秀

（寺沢病院）

金川 泰彦（阿波病院）

【目的】慢性呼吸不全患者に対して呼吸リハビリテー

ションを行うことは，呼吸困難感や ADLの改善につな

がる。当院では呼吸困難感の強い慢性Ⅱ型呼吸不全患者

に対して，NPPV下に呼吸リハビリテーションを行っ

ているので報告する。

【方法】当院で NPPV下に呼吸リハビリテーションを

行った１０名の慢性Ⅱ型呼吸不全患者について以下の項目

について検討した。１．疾患名，一秒率，Hugh-Jones分

類２．NPPV下呼吸リハビリテーション施行前後の ADL，

呼吸困難感，運動持続時間の変化３．呼吸困難感の程度

に応じて呼吸リハビリテーションを段階的に分類し，各

段階におけるプログラム内容の変化【結果】１．NPPV

下呼吸リハビリテーション施行例は，呼吸困難度の強い

患者が多かった。２．リハビリテーション施行後，ADL

と呼吸困難感が改善し運動持続時間が延長した。３．呼

吸困難度の強い順に呼吸リハビリテーションの内容は４

段階に分けられた。【結論】慢性呼吸不全患者に対する

NPPV下の呼吸リハビリテーションは，呼吸困難の軽

減に有効であった。これからも個々の患者の状態に応じ

て呼吸リハビリテーションを実施していきたい。

４．回復期リハビリテーション病棟の取り組み

～レクリエーションによる癒し～

川人 彩加，藤井 和美，塩田 絵理，土井池暢夫，

武田奈央子，大島 京子，石井真理子（医療法人 芳

越会 ホウエツ病院リハビリテーション科）

《はじめに》

平成１６年９月より回復期リハビリテーション病棟，２８

床（以下，回復期リハビリ病棟）を開始した。回復期リ

ハビリ病棟では，家庭・社会復帰を目指したリハビリ

テーションを行っている。入院生活が長期にわたるため，

楽しみを取り入れ，リハビリへの意欲向上につなげよう

と，同年１２月より，レクリエーション・季節行事を実施

することとした。これまでの取り組みについて報告する。
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《取り組み》

①ひな祭り，花見，七夕，阿波踊り，運動会，クリスマ

ス会と年６回の行事を企画している。

②医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護

師・看護補助者の回復期リハビリ病棟スタッフ全員で

運営している。

③栄養科の協力の下，行事食やレクリエーション中のお

やつにも工夫している。

④レクリエーション終了後には参加スタッフで反省会を

行い，次回レクリエーションに生かしている。

《おわりに》

・行事へ参加される患者様の機能をリハビリスタッフで

話し合い，ゲームの内容やチーム分けを行い，参加さ

れる方全員が楽しめるように工夫している。

・患者様のご家族の参加も促し，普段のリハビリ中には

見せない患者様の違った一面，表情や行動を見て，一

緒に楽しむことにより，リハビリへの意欲，家庭復帰

への受け入れの動機付けとなればと考えている。

５．糖尿病ケアのリスクマネージメントについて

笠原 正臣，堀筋富士子，沢井 敏子，奥村 滋子，

岩谷 沙紀，伊澤 真弓，森岡 隆子，片田 英子，

藤島 周子，高田 妙子，秋田 賢子，山口 恵子，

鶴尾 美穂，工藤美千代，北添 健一，湯浅 智之，

寺澤 敏秀（寺沢病院）

糖尿病患者数は増加し，糖尿病の治療内容も，生活習

慣の改善からインスリン注射を用いた薬物療法まで幅広

い。当院では糖尿病専門医と糖尿病療養指導士（CDE）

１０名が糖尿病ケアチームを作って糖尿病治療にあたって

いる。CDEは専門的な知識と技術を持って患者に接し

ているが，多数の糖尿病患者のケアには，CDE以外の

看護師も携わっているのが現状である。

当院の院内医療事故対策委員会が調べたところ，全体

のヒアリハット件数のうち糖尿病に関連するものは約

３％であり，CDE以外のスタッフによるものであった。

そこで，全看護スタッフに対して，糖尿病ケアに関する

アンケートを行い，その結果をもとに，院内リスクマ

ネージャーと CDEが共同で，糖尿病ケアのリスクマネ

ジメントに関するマニュアルを作成した。さらに，CDE

が手分けをして，院内，在宅看護スタッフ全てに対して

説明や手技の習得などの指導を行ったところ，良い結果

が得られたので，その結果を報告する。

６．外来健診における HBA１c５．４～５．７％の臨床的意義

－メタボリックシンドロームとインスリン抵抗性に

ついて－

三谷 裕昭（三谷内科）

近年，メタボリックシンドローム（MetS）が注目を

あびている。外来健診集団でその頻度と，HbA１c（Hb）

５．４～５．７％群において，７５gOGTTを施行して臨床的意

味を検討した。＜対象＞外来健診者３６７名のうち，Hb

５．４～５．７％を示した９６例中７６例において GTTを行い，

BMI，ウエスト周囲径，アディポネクチン（Ad），レプ

チン（Lp），hs-CRP，PWVと IRI，FFAを検索した。

＜成績＞母集団における BMIとウエスト径は r＝＋

０．８５６を示し，MetSの診断基準での頻度は４．５％，Hb

（５．５％≦）を耐糖能異常（IGT）とすると１４．７％，GTT

によると３３．８％を示した。GTTとHbとの関係をみると，

Hb５．４％で IGTは３３．３％，DMは１４．８％，５．５％で各々

７６．５，５．９％，５．６％で４５．５，１８．２％，５．７％で６２．５，

１２．５％と Hb５．４％で１／２，５．５～５．７％で３／４に IGT

が認められ，高血圧合併率は５４％であった。次に，イン

スリン抵抗性について検討した。HOMAとウエスト径

は r＝＋０．４２８（p＜０．００１），Adと r＝－０．４９０，Lpと＝

＋０．５５９（Ad と Lp は r＝－０．３６４），FFA１２０とは r＝

０．２９８と各々有意の相関を示し，ウエスト径と FFA３０は

r＝＋０．３７３，％FFA３０とは r＝－０．２７４また Ad と％

FFA３０は r＝＋０．４２５，IRI０とは r＝－０．３１８の関係を認

めた。＜まとめ＞FPG１１０≦ではMetSにおける IGTを

見落としている可能性があり，Hbさらに GTTの感度

が高かった。また。Ad，Lpおよび FFAなどもインス

リン抵抗性の解析に重要であると推察された。

７．当科における全身性エリテマトーデスの臨床的検討

冨岡 麗子，谷 憲治，古川 千幸，中島 猛，

住友 賢哉，青野 純典，矢野 聖二，西岡 安彦，

曽根 三郎（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス

研究部先端医療創生科学講座分子制御内科学分野）

【背景】全身性エリテマトーデス（SLE）は，自己免疫

の関与する慢性の炎症性疾患であり，多臓器病変を伴う
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全身性の疾患である。病因は未だ不明とされているが，

遺伝的要因，免疫学的要因，環境要因が複雑に影響を及

ぼすと考えられている。その病態は非常に多彩であり，

治療は SLEの免疫異常，全身的な活動性および臓器病

変の有無などを総合的に判断して施行される。また，長

期にわたる免疫抑制療法が行われるため，予後規定因子

としては感染症に代表される治療に伴う副作用が挙げら

れる。

【目的・方法】２００６年１０月までに，当科において SLE

としての治療を受けた４８例について臨床的検討を行い，

重症度，臓器病変の有無および治療方法の違いによる予

後の比較を行った。

【結果・考察】SLE４８例の内訳は女性４５例，男性３例で，

発症平均年齢は３３．９歳であった。SLE単独症例が４４例，

Overlap症候群症例が４例（RA合併３例，MCTD合併

１例）であった。SLE全例にステロイド療法が行われ，２９

例にステロイドパルス療法が施行された。経過観察中１７

例に再燃がみられた。死亡例は１例であり，死因は悪性

腫瘍の併発であった。

８．術前化学療法により根治的切除が可能となった進行

胃癌の一例

大浦 涼子（徳島大学病院卒後臨床研修センター）

栗田 信浩，西岡 将規，宮本 英典，吉川 幸造，

東島 潤，宮谷 知彦，島田 光生（徳島大学大学

院器官病態修復医学講座臓器病態外科学分野）

［はじめに］腹膜播種や腹腔細胞診陽性を伴った進行胃

癌の予後は，極めて不良で有効な治療法は確立されてい

ない。我々は以前より Paclitaxelの腹腔内投与により，

高濃度の薬物が長時間にわたり腹腔内で維持されると報

告してきた。さらに TS‐１は腹膜播種病変やリンパ節

への薬剤移行性が良好であるという報告もある。このこ

とから今回我々は，これらの薬物動態の特徴を考慮し

TS‐１経口投与 Paclitaxel腹腔内投与併用化学療法を腹

腔細胞診陽性の進行胃癌患者に対して行い，良好な結果

を得たので報告する。

［症例］５７歳，男性。嘔気，食欲不振，体重減少を主訴

として受診。上部消化管内視鏡検査で幽門部を中心とし

体部，噴門部に広がる高分化腺癌と診断された。術前精

査で，漿膜外への浸潤を疑ったため，２００５年１１月２４日

Staging laparoscopy施行。腹腔内洗浄細胞診陽性，漿膜

外浸潤を認め，根治切除が不可能であった。このため術

前化学療法（TS‐１ １２０mg内服２週間と，Paclitaxel４０

mg／m２腹腔内投与）施行した。

２クール終了後，腹腔内洗浄細胞診は陰性化し，RE-

CISTによる効果判定は PRであった。２００６年１月２４日，

幽門側胃切除術（D２），Roux-enY再建施行した。

術後補助化学療法として前回と同じ化学療法（TS‐１

１２０mg 内服２週間と，Paclitaxel４０mgPaclitaxel４０mg／

m２腹腔内投与）を継続し，術後１０ヵ月無再発生存中で

ある。

［結語］腹腔内細胞診陽性であった StageⅣ胃癌に対し，

術前化学療法（TS‐１／Paclitaxel腹腔内投与併用療法）

は有効な治療法と考えられた。

９．QT延長から torsade de pointesを合併したたこつ

ぼ型心筋症の１例

長尾 紀昭，日浅 芳一，鈴木 直紀，陳 博敏，

馬原啓太郎，宮崎晋一郎，小倉 理代，宮島 等，

弓場健一郎，細川 忍，高橋 健文，岸 宏一，

大谷 龍治（徳島赤十字病院循環器科）

一般にたこつぼ型心筋症は予後良好と知られているが，

本症例では中等度の大動脈閉鎖不全症に伴う心機能低下

の状態に，重度のストレスからたこつぼ型心筋症を合併

し，経過中，たこつぼ型心筋症に伴い QTが延長し，tor-

sade de pointes（TdP）を合併，治療に難渋した。また，

QT延長・TdPに対して，頻拍ペーシング・β刺激薬の

持続投与を行なったところ有効で，意識消失発作を抑制

したという貴重な１症例を経験したので報告する。

症例は６７歳女性。既往歴で大動脈閉鎖不全症とWPW

症候群。２００６年９月，呼吸困難を主訴に受診した。受診

時，血液検査・心電図・心エコーよりたこつぼ型心筋症

に合併する急性心不全と診断し入院加療となった。第２

病日，QT延長・TdPに伴う意識消失を頻回に起こした

ため，気管挿管・人工呼吸器管理下にて，抗不整脈薬投

与，電解質補正をおこなった。第４病日，心不全改善し

血行動態安定を確認したため抜管のうえ上記治療継続し

たが，第７病日に頻回に出現する意識低下を伴う短時間

の心室頻拍を確認したため，虚血性心疾患に伴う心室頻

拍を疑い冠動脈造影を施行した。冠動脈造影では有意狭

窄は確認できず，QT延長に合併する心室頻拍と診断し，

頻拍ペーシングにて加療継続した。第８病日，頻拍ペー
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シング抜去し，β刺激薬，電解質補正による加療に変更

したところ，意識消失を伴う不整脈・心不全再発を伴う

ことなく経過した。

１０．脳梗塞を契機に発見された超高齢者心房中隔欠損症

の１例

濱口 隼人，藤永 裕之，原田 顕治，奥村 宇信，

蔭山 徳人，斎藤 彰浩，山本 隆，河原 啓治

（徳島県立中央病院循環器科）

真鍋 進治，本藤 秀樹（同脳神経外科）

脳梗塞を契機に発見された，非手術例の超高齢者心房

中隔欠損症の一例を経験したので，若干の文献的考察を

ふまえ報告する。

症例は，８１歳，女性。慢性心不全，脳梗塞後遺症にて

近医を受診されていた。平成１８年６月１５日，自宅で倒れ

ているところを発見され当院救命救急センターへ搬送さ

れた。意識はほぼ清明であったが，左片麻痺を認めた。

頭部 CTおよび頭部MRIにて右中大脳動脈領域に広範

な梗塞巣が認められた。心電図は心房細動であった。胸

部レントゲンでは心拡大および左第二弓の著明な突出を

認めた。脳塞栓症と診断され。脳神経外科に入院となり

薬物的加療が開始された。塞栓源として心原性が疑われ

当科紹介となった。経胸壁心エコー検査にて，右房・右

室は著明に拡大し，心房中隔に３cm程度の二次口欠損

を認め，左→右のシャント血流を認めた。また，主肺動

脈は４cmと拡大し，推定収縮期肺動脈圧は５９mmHgと

肺高血圧の所見を認めた。入院第１４病日に経食道心エ

コー検査を施行した。左房にモヤモヤエコーを認めたが

明らかな血栓像は認められなかった。６４列MDCTでは，

著明に拡張した肺動脈が描出された。今回，高齢でもあ

り外科的治療は希望されず内服薬による心不全のコント

ロールとした。入院後，左片麻痺は残存するも良好に経

過し，入院第２６病日，近医へ転院となった。

１１．呼吸停止を来たしたフグ中毒の１例

香川 聖子，三村 誠二，江西 孝仁，石橋 直子，

笠松 哲司，安田 理，本藤 秀樹（徳島県立中央

病院救命救急集中治療科）

フグ中毒はテトロドトキシンによる中毒であり，四肢

末梢の痺れから，呼吸筋麻痺にいたる完全運動麻痺まで

幅広い症状が見られる。短時間に急激に進行する神経麻

痺が特徴であるが，調理の免許制導入などにより症例は

減少している。

今回我々は，料理店で出されたフグ料理を摂取後，四

肢末梢の痺れがあり受診し，呼吸停止まで至った症例を

経験したので，文献的考察を加え報告する。

症例は５５歳，男性。１９時頃，料理店で出されたフグ料

理を食べて帰宅，１時間後より四肢末梢の痺れを自覚，

救急車にて当院救命救急センターに搬送された。来院時，

意識は清明であったが，構語障害を認めた。摂取８時間

後より血圧の低下を認め昇圧剤を開始，摂取後８時間に

あたる翌午前３時前より呼吸困難感出現，徐々に呼吸が

弱くなったため気管挿管を行った。以後，人工呼吸器に

よる管理を行い，同日午後には自発呼吸が再開し，摂取

２４時間後に人工呼吸器より離脱できた。経過中に行った

運動神経伝導速度（motor nerve conduction velocity：

MCV）および感覚神経伝導速度（sensory nerve conduc-

tion velocity：SCV）は著明に低下していた。経過は良

好で，神経学的異常を残すことなく退院した。

１２．Changes in serum levels of micronutrients and HIV-１

RNA viral load during treatment of tuberculosis

Afework Kassu，Nhien Nguyen，Fusao Ota（Depart-

ment of Preventive Environment and Nutrition, Institute

of Health Biosciences, The University of Tokushima

Graduate School）

Tomomi Yabutani，Junko Motonaka（Department of

Chemical Science and Technology, Institute of Socio-

Techno-Sciences, The University of Tokushima Gradu-

ate School）

Masayo Nakamori（Department of International Pub-

lic Health Nutrition, Institute of Health Biosciences,

The University of Tokushima Graduate School）

Masayuki Fujino，Masako Nishizawa，Wataru Sugiura

（AIDS Res. Ctr., Nat. Inst. Infect. Dis., Tokyo, Japan）

Micronutrient deficiency, tuberculosis（TB）and HIV/

AIDS are amongst the major causes of morbidity and

mortality in the world. TB and HIV co-infections have

been suggested to worsen outcome of the diseases. In a

semi-longitudinal study we analyzed serum concentra-
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tions of micronutrients in１５５TB patients with（n＝７４）

or without（n＝８１）HIV co-infection, and HIV-１RNA

viral load（VL） in the former group, at baseline and

two months after anti-TB chemotherapy（n＝４４）．Thirty

one HIV seronegative blood donors were included as

healthy controls. Serum levels of copper, zinc, selenium

and iron were determined using an inductively coupled

plasma mass spectrometer. The level of serum vitamin

A was analyzed by a high performance liquid chroma-

tography. VL was measured by an Amplicor HIV-１

Monitor RT-PCR assay. At baseline, the mean±SD se-

rum concentrations（µg/dl）of iron, zinc, selenium and

vitamin A were significantly lower（P＜０．０５）while that

of copper was significantly higher（P＜０．０５）in the

serum of TB patients with（２６５．９９±３６９．９１，７３．６５±

３７．６６,７．５５±２．６３,２２．２１±１４．９８,１７６．５９±６３．１９）or with-

out（２８０．８２±３１４．３１,８１．１４±１４．１６,８．８６±３．９３,２６．１３±

１４．１２,１８８．１９±５８．６５）HIV co-infection when compared

with those in healthy controls（３８５．６１±２７４．３１,８８．８５±

３４．１６,１０．７０±４．８１,３３．８２±１６．７７,１３２．１２±４１．８８）, re-

spectively. TB patients with HIV co-infection had signifi-

cantly lower serum zinc, selenium and vitamin A as

compared to those in patients without HIV co-infection

（P＜０．０５）. At the end of the intensive phase of anti-TB

therapy, the serum concentration of vitamin A rose sig-

nificantly（P＜０．０５）；zinc level increased significantly

in patients without HIV co-infection（P＜０．０５）；an in-

crease in selenium level was observed without statistical

significance ; copper and the copper to zinc ratio de-

clined significantly（P＜０．０５）；VL（log１０RNA copies／

ml）declined from４．８４±０．４５to４．５２±０．６６（P＝０．０７）．

The results indicate that TB patients have altered pro-

file of micronutrients in their sera, which tends to im-

prove with therapy. Further studies are required to

assess whether supplementation of micronutrients is

needed for TB patients.

１３．Dietary protein-fat- carbohydrate ratio and vegetable

effected glycemic response in Vietnamese females

of different ages

Pei-Ying Lin，Bui Thi Nhung，Masayo Nakamori，

Shigeru Yamamoto（Department of International Public

Health Nutrition, Institute of Health Biosciences, the

University of Tokushima Graduate School, Japan）

Nguyen Cong Khan（National Institute of Nutrition,

Vietnam）

Daisuke Kunii（Ministry of Education, Culture, Sports,

Science and Technology, Japan）

Tohru Sakai（Department of Clinical Nutrition, Osaka

Prefecture University, Japan）

Afework Kassu（Department of Preventive Environ-

ment and Nutrition, Institute of Health Biosciences,

the University of Tokushima Graduate School, Japan）

Objective : To compare the effect of dietary protein-fat-

carbohydrate（PFC）ratio and amount of carbohydrate

and vegetable on glycemic responses in females of

different ages.

Design : Thirty healthy female subjects were recruited

from Khanh Van Commune, Ninh Binh province, Viet-

nam. Four test meals（A, B, C and D）were designed as

an ordinary diet pattern using white rice as a staple food.

Meal A was as a reference and designed according to

the PFC ratio commonly consumed in Vietnam. PFC

ratios in test meals A and B were１５：１４：７１and１３：

３０：５７, respectively. Meal C was similar to meal A ex-

cept lacking vegetables and its PFC ratio was１４：１５：

７１. Energy of meal A, B and C were about５００kcal. Meal

D was designed to match the amount of carbohydrate

and lipid within A and B, respectively. The PFC ratio of

meal D was１３：２６：６１and energy was about５８０kcal.

Fasting blood glucose was measured before consump-

tion of a test meal. Postprandial blood glucose was meas-

ured every３０min for２hr. Areas under the curve（AUC）

were calculated to compare the glycemic response among

the four test meals.

Results : Glycemic responses were significantly corre-

lated with age（tau＝０．２０, p＜０．０１）. Fat ratios in the

test meals were inversely associated with glycemic re-

sponse（tau＝－０．２２, p＜０．０１，respectively）. Body fat

percentage was significantly correlated with age（tau＝

０．４７，p＜０．００１），but not with glycemic response.

Conclusion : Postprandial glycemic responses were dif-

ferent among three age groups, despite the consump-

tion of the same test meal. Dietary vegetable did not
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affect glycemic response except the subjects of forties.

The increased glycemic responses observed in the sub-

jects of sixties were due to low dietary fat ratio and

excessive carbohydrate intake.

１４．Cbl-b欠損によるマクロファージの活性化を介した

耐糖能異常

平坂 勝也，河野 尚平，岸 恭一，二川 健

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部栄養

医科学講座生体栄養学分野）

近年，肥満の脂肪組織ではマクロファージの浸潤が増

加することが報告されており，脂肪組織における炎症性

変化が糖代謝異常の原因の一つとして注目されている。

本研究では単球からマクロファージへと分化する際に関

与するアダプター蛋白質 Cbl-bの脂肪組織の炎症性変化

における役割ついて検討した。

２０週令以上の Cbl-b遺伝子欠損マウスは II型糖尿病

様の耐糖能異常を示すことを初めて見出した。Cbl-b遺

伝子欠損マウスの脂肪組織では，高度な肥満の脂肪組織

で観察されるようなマクロファージの著明な浸潤像が観

察された。この浸潤したマクロファージは TNF-αや IL-

６などの炎症性サイトカインの発現が増大していた。さ

らに，Cbl-b遺伝子欠損マウスおよび野生型マウス由来

の腹腔侵出性マクロファージと NIH-３T３-L１脂肪細胞の

共培養実験を行った結果，野生型マクロファージとの共

培養と比べ，Cbl-b遺伝子欠損マクロファージとの共培

養は脂肪細胞のレプチン発現を増大し，脂肪細胞のグル

コースの取込みを減少させることがわかった。興味深い

ことに，Cbl-b遺伝子欠損マクロファージでは Cbl-b結

合分子の一つであるVavシグナル分子のリン酸化が亢進

していた。以上の結果より，Cbl-bを介したマクロファー

ジの活性化がインスリン抵抗性の発現に重要な働きをし

ていることがわかった。Cbl-bは II型糖尿病治療の重要

なターゲットとなりうると考えられる。

１５．調節性 T細胞からみた immuno-augmentationに関

する研究

森根 裕二，池本 哲也，山口 剛，金本 真美，

森 大樹，三宅講太朗，居村 暁，吉住 朋晴，

島田 光生（徳島大学病院消化器・移植外科）

【目的】我々はこれまで進行膵癌患者の末梢血中の調節

性 T細胞が増加することを報告してきた（Pancreas．３３

�：３８６‐３９０，２００６）。今回，根治手術不能な進行膵癌や
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する集学的治療の１

つとして，簡便なimuno-augumentationとしてTJ‐４８（十

全大補湯）

投与を行っている。投与による末梢血の免疫学的変化に

ついて解析を行った。

【方法】平成１６年４月から平成１８年３月までに根治手術

不能と診断された膵癌患者１５名および大腸癌患者９名。

TJ‐４８７．５g／日の経口投与を行う前後で末梢血中調節性

T細胞

（Foxp３＋CD４＋CD２５＋Tcell）比率，CD４／CD８比，

CD５７細胞比率，NK細胞活性を検討した。

【結果】Foxp３＋CD４＋CD２５＋Tcell比率は投与前後

で膵癌患者において１．７±０．５％から０．６±０．０％に有意に

低下していた（p＜０．０５）。大腸癌患者でも有意な低下

を認めた。免疫能を反映する CD４／CD８比，NK細胞

を反映する CD５７細胞比率は，投与後でいずれも上昇す

る傾向が見られた。また NK細胞活性も活性上昇の傾向

が見られた。

【総括】切除不能進行膵癌患者および大腸癌患者に対す

る TJ‐４８投与は，腫瘍免疫に関与する調節性 T細胞を

減じ，細胞性免疫を増強し，放射線化学療法において簡

便で副作用ない有効な immuno-augumentationを誘導で

きる可能性がある。

１６．切迫早産管理が骨代謝に与える影響についての検討

加地 剛，安井 敏之，須藤 真功，森根 幹生，

前田 和寿，苛原 稔（徳島大学病院周産母子セン

ター）

（目的）正常妊婦の骨代謝マーカーの推移を確認すると

ともに，切迫早産のために入院安静となった妊婦と正常

妊婦の骨代謝マーカーの比較を行った。

（方法）正常妊婦２７例について妊娠１０，２６，３０，３６週，

産褥４日，１ヵ月に血清 BAP，尿および血清 NTXを

測定した。また，切迫早産のため妊娠３０週未満に入院し，

安静加療となり妊娠３４週以降に分娩となった妊婦（安静

群）１５例を対象とし，正常妊婦（コントロール）２２例と

比較した。骨代謝マーカーの測定は妊娠３０，３４週，産褥

４日，１ヵ月に行った。
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（結果）尿中 NTXは３６週，血清 NTXは３０，３６週にお

いて有意に増加したが，血中 BAPは産褥１ヵ月に有意

に増加した。コントロール群に比較し安静群では尿中

NTXが妊娠３０，３４週，血清 NTXが３４週において有意

に高かった。また，BAPは安静群では妊娠３４週で有意

に高く，産褥も高値であった。

（結論）妊婦・褥婦では骨代謝回転は亢進しているが，

安静により骨吸収・形成ともにさらに亢進する。また，

安静により骨吸収の亢進は速やかに認められるが，骨形

成の亢進は遅れて認められ，産褥期にも続くことが明ら

かとなった。

１７．徳島県における標準化死亡比：２０年間の年次推移お

よび保健所管内別の分析

武田 英雄，上村 浩一，日吉 峰麗，有澤 孝吉

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部社会

環境衛生学講座予防医学分野）

佐野 雄二（徳島県保健福祉部健康増進課）

徳島県の死亡構造の特徴を明らかにするために，死因

別および悪性腫瘍臓器別の標準化死亡比（Standardized

Mortality Ratio，SMR）について，２０年間の年次推移（１９８３‐

２００２年）および保健所管内別の分析（１９９３‐１９９８年，１９９９‐

２００２年）を行った。基準死亡率として，日本全国の当該

年の性・５歳年齢階級別死亡率を，徳島県の人口として，

国勢調査年の性・５歳年齢階級別人口を使用した。SMR

の９５％信頼区間は，死亡数がポアソン分布に従うとの仮

定のもとに，正確な方法を用いて推定した。１９８３‐２００２

年の１年ごとの分析において，糖尿病の SMRは１９９０年

代半ばから顕著な上昇傾向が認められ，何らかの環境要

因の変化があったことが示唆された。気管支炎，肺気腫

および喘息の死亡率については，２０年間を通じて有意に

高い年が多かった。保健所管内別の検討では，糖尿病の

SMRは，男女とも徳島，鴨島で高かった。悪性腫瘍に

ついては，食道がんの SMRは１００より低い年が多く，

一方，肝臓がんの SMRは有意に高い年が多かった。保

健所管内別の検討では，食道がんの SMRは，徳島，阿

南（男性），鴨島（女性）で低く，肝臓がんの SMRは，

徳島（男女），阿南（男性）で高かった。これらの地域

別の特徴は最近の１０年間で一定しており，地域特有の要

因の関与が考えられた。

１８．死因判定時に行った頭部 PMCTを用いた脳画像（死

後変化）の検討

曽我 哲朗（医療法人 有誠会 手束病院脳神経外科）

八木 恵子（同外科）

佐藤 浩充（同内科）

手束 典子（同女性科）

手束 昭胤（同整形外科）

【目的】近年，死後CT撮影（postmortem CT : PMCT）

が，医学的評価はもちろんのこと医療訴訟の証拠として

も重要視されつつある。今回我々は，死因判定時に行っ

た頭部 PMCTを用いて，脳 CT画像の死後変化を検討

したので報告する。【対象と方法】平成１５年１月から現

在までにほぼ心肺停止（CPA）で救急搬入されて急死

した患者の内，頭部 PMCTを行い，死因が脳疾患以外

であった成人例を対象とし，A群（心原性）と B群（非

心原性）に分類した。さらに，不可逆的な CPA時から

PMCT施行時までの時間間隔別に２分し（Ⅰ：２時間

未満例，Ⅱ：２時間以上例），死後脳 CT画像所見の変

化を比較検討した。【結果】対象例は４５例（平均６７±１６

才，男性２５例，女性２０例）であった。A群は３２例（AⅠ：

１８例，AⅡ：１４例）であり，B群は１３例（BⅠ：７例，

BⅡ：６例）であった。PMCT画像所見は，静脈洞 CT

値の上昇が AⅠ１例（６％）に対し AⅡ１１例（７９％）と

高頻度に認められた。B群ではⅠ・Ⅱ共に静脈洞 CT値

の上昇傾向はなかった。また，大脳半球の脳溝狭小化が

AⅠ８例（４４％），AⅡ１１例（７１％）に認められ，B群で

は BⅠ３例（４３％），BⅡ５例（８３％）であった。脳室系

の狭小化は認めなかった。【結論】PMCTの死後変化識

別には，静脈血の就下度を示す静脈洞 CT値の上昇と脳

浮腫性変化を示す脳溝狭小化などの解読がポイントと推

察された。頭部 PMCTは，死因判定に有効であると共

に死亡時間の推定にも有益であると考えられた。

１９．徳島県立中央病院の院外心肺停止症例（OHCPA）

上山奈津子，安田 理，石橋 直子，笠松 哲司，

三村 誠二，本藤 秀樹（徳島県立中央病院救命救急

集中治療科）

【はじめに】当院では，年間１００例以上の CPAOAを受

け入れている。今回，我々はこれらについてウツタイン

様式を用いて集計し種々の検討を加えてここに報告する。
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【対象】２００６年１月１日から２００６年１１月３０日までに当院

に搬送された OHCPA１２３例を対象とした。男性７１例，

女性５２例。

【結果】内因性 CPAOAは８４例でうち４３例が心原性で

あった。目撃された心原性 CPA２０例では心拍再開率

６５．０％（１３例），入院率４５．０％（９例），生存退院率５％

（１例）であった。この１例は心室頻拍／心室細動であっ

た。救急隊目撃心原性 CPAでは，心拍再開率６６．６％（２

例），入院率６６．６％（２例），生存退院率３３．３％（１例）

であった。目撃されなかった心原性 CPAでは，心拍再

開率２０％（４例），入院率１０％（２例），生存退院率０％

（０例）であった。

【考察】後遺症なく退院した２例のうち１例は心室細動

で，家族による bystanderCPRが行われ，救急隊による

除細動により心拍再開している。もう１例は，救急車内

で CPAとなり，CPR施行にて１‐２分で心拍再開して

いる。

徐々に早期 CPR開始・早期 DCの重要性についての

知識は周知されつつあるが，現時点では bystanderCPR

が行われている症例は少なく，多くの救命のためには，

CPRに関する市民教育や公共施設への AED設置などの

環境づくりが重要と考えられる。

２０．当院におけるセカンドオピニオン外来（神経・筋疾

患）の現況

足立 克仁，川井 尚臣（国立病院機構徳島病院）

当院では平成１７年１０月に主に神経・筋疾患についてセ

カンドオピニオン外来を開設した。本県には国立病院機

構が２つあること，また，当院の特徴からして筋萎縮性

側索硬化症（ALS）や筋ジストロフィーに代表される

神経・筋疾患に特化したものとした。相談費は地域性や

癌と異なり慢性に経過することが多いなど考慮して，他

地域に比べ低額の１回当たり５，２５０円とした。さらに神

経・筋疾患患者の多くは来院に付き添いを要することに

配慮し土曜日開設とした。これまでに対応したケースは

２３件で，内４件は再相談であった。年齢は４歳～７７歳，

男性９例，女性１４例であった。疾患では ALSなどの神

経変性疾患１１例，筋疾患１１例，膠原病１例であった。

神経・筋疾患のセカンドオピニオン外来を要約する

と，１）肢体不自由者が多いため，付き添いに配慮し休日

でも対応できることが望ましい。２）主治医とのつながり

が強いため，紹介状を持参できない例が多く，紹介状が

無くても受け付ける必要がある。３）長期にわたり相談す

る必要があるため，担当医の人選（可能なら複数の担当

医），料金の設定には配慮を要する。４）本疾患の専門施

設が少ないため，当院で精査の必要が生じることがある。

５）本疾患は慢性に経過することが多く，ややもすると放

置されることがあるため，機会ある毎に本外来をアピー

ルする必要がある。以上である。

２１．徳島治験ネットワークにおける食品の臨床試験の共

同実施に向けて

佐藤 千穂，蔭山千恵子，宮本登志子，高井 繁美，

中西 りか，明石 晃代，木宿 昌俊，山上真樹子，

浦川 典子，鈴木あかね，阿部 真治，伏谷 秀治，

久次米敏秀，高松 典通，松崎 健司，影治 照喜，

新井 英一，中屋 豊，楊河 宏章，苛原 稔

（徳島大学病院臨床試験管理センター）

新規薬剤の治験を初めとした各種臨床試験の実施は，

医師の医学的なモチベーションや社会的貢献度の向上，

加えて収益の向上につながる可能性が注目されており，

厚労省や日本医師会なども積極的な支援策を打ち出そう

としている。

なかでも，最近，健康増進や疾病予防に関する食品の

効能が注目され，ヒトを対象とした食品の臨床試験の必

要性が指摘されている。そのため，当院では，食品の効

能の科学的な評価を行うため，ヒトを対象とした食品の

臨床試験を実施する体制を構築してきた。また，一方，

薬剤に関する臨床試験について，「徳島治験ネットワー

ク」を立ち上げ，県下の多くの医療機関との共同実施の

活発化に向けて，支援体制の構築を図ってきた。そこで，

食品の臨床試験においても，「徳島治験ネットワーク」

での共同実施を念頭に，実施体制の構築を図りたいと考

えている。

そこで，当センターが中心となって，実施中の血清脂

質を評価項目としたある食品の臨床試験の実施経験をも

とに，食品の臨床試験の「徳島治験ネットワーク」での

共同実施の問題点と対応について検討した。その結果，

被験者の効果的な募集方法，担当診療科における診療体

制，基本となる栄養指導をいかに行っていくか，さらに

は費用の問題などがあげられた。

今回は，問題点と対応策について検討した結果を報告
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するとともに，徳島治験ネットワークでの食品の臨床試

験の共同実施をシュミレーションした実施計画を提示し

たい。
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