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第２３２回徳島医学会学術集会（平成１７年度冬期）

平成１８年２月５日（日）：於 長井記念ホール

教授就任記念講演

肝不全に対する外科的アプローチ：

徳島での生体肝移植の進捗報告と新たな戦略

島田 光生（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

臓器病態外科学分野）

徳島での肝不全治療センター創設を目指し，これまで，

�生体肝移植の確立，�肝移植以外の外科的アプローチ
確立，�．新たな肝不全治療法の開発を行ってきた。本
記念講演では，これらの進捗と今後の展望につき紹介す

る。

�生体肝移植の確立：病院内のインフラ整備に関して，
適応や説明と同意が外科医（移植医）と独立して行われ

るように，外部専門医を含む肝臓移植適応評価委員会と

インフォームドコンセント委員会を院内に設置，また肝

移植に関して組織横断的な意思疎通をはかるため院内各

部署（麻酔科，集中治療部，薬剤部，検査部など）と定

期的な勉強会の開催を行った。また赴任後最初の生体肝

移植手術の前には，麻酔科と集中治療部の医師と看護士，

手術部看護士と外科医局員のチームで九州大学での実際

の肝移植手術と術後管理の見学（研修）を行った。院外

に関しては，医師会などを通じ，徳島各地で肝移植の講

演を行い地域の医師の皆さんに啓発活動ならびに肝臓移

植適応患者の紹介お願いを行った。本年（２００５年）２月

に B型肝硬変症例に息子よりの生体肝移植を施行し，

これまでに５例（B型肝硬変，B型肝硬変合併肝癌，劇

症肝炎，B型肝炎キャリアーの急性増悪（遅発性肝不全），

C型肝硬変合併肝癌）の生体肝移植を行った。劇症肝炎

の１例を術後原因不明の肝不全で失ったが他の症例は健

在である。講演では個々の症例につき詳細に報告する。

�肝移植以外の外科的アプローチ確立：肝硬変に伴う脾
腫が肝硬変の病態をさらに増悪させていることが知られ

ており，肝硬変（肝不全）症例に対して現在積極的に，

脾臓摘出＋側副血行路廓清術（and/orシャント結紮）

を施行している。本術式により，肝機能の改善（ビリル

ビン値の低下，アシアロシンチ指標の改善，呼吸商（RQ）

や ICG値の改善など），脾機能亢進症（血小板低下，白

血球低下）や食道・胃静脈瘤の改善（治療）が得られる

ことが明らかとなった。本治療法は，肝移植適応にも関

わらずドナーがいない症例や，脾機能亢進症のため肝癌

あるいは肝炎の治療が困難な肝硬変（肝不全）症例に有

益である。

�新たな肝不全治療法の開発：ハイブリッド型人工肝臓
や細胞を用いない人工肝補助装置（持続濾過透析や血漿

交換）が急性肝不全治療や肝移植までの橋渡し“bridge

use”として期待されてきたが，ヒト肝細胞の供給がネッ

クとなりハイブリッド型人工肝の開発は進んでいない。

講演では，現在我々が行っているチタンの光触媒効果を

利用した人工肝補助装置（血液浄化装置）の開発の進捗

について紹介する。

近い将来，徳島がこの３つを軸とした肝不全治療の

メッカとなるよう一層努力したい。

Welcome to ambitious young doctors !

セッションⅠ

アスベストの健康被害を考える

座長 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）

大塚 明廣（徳島県医師会環境保健委員会）

１．アスベスト健康被害の状況とその対応

斎藤 義郎（徳島県医師会産業医部会）

平成１６年６月２９日に㈱クボタが石綿関連疾患の発生状

況を公表したことに端を発し石綿関連疾患が大きな社会

問題としてクローズアップされました。又，文京区の保

育園の改修工事に際し園児がアスベストに曝露されると

いう事態も報告され，まさに環境，公害の大問題となっ

ています。
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我が国の石綿の輸入量は１９７４年（昭和４９年）の３５万トン

余りをピークとし，その前後の２６年間（１９６９～１９９４年）

は２０万トン以上の大量輸入となっています。肺がん，中

皮腫については２０～５０年の長い潜伏期間があることから，

今後多数の患者発生が予想されます。四国のアスベスト

疾患の労災認定は平成１６年まで徳島，高知：労災認定な

し，愛媛：１６年度まで１０件，香川：平成７年度～平成１６

年度 肺がん６人，中皮腫１１人です。国内においては労

災補償の認定状況は平成５年：肺がん１１件，中皮腫１０件，

平成１５年：肺がん３８件，中皮腫８３件と増加傾向にあると

はいえ想定の範囲内であると見られていたと思います。

しかし，従業員家族や工場などの周辺地域住民にも被害

者が出たことにより，状況は一変しました。

アスベストは軽く，綿状の性質であることは，様々な

形に加工しやすく，吸音や吸着性，引っ張る力に強く，

また石である性質は，断熱性，耐火性，電気絶縁性，耐

酸性，耐アルカリ性という点において，安価であること

も含めて工業化においてなくてはならぬものとなっただ

けに，アスベスト対策が後手にまわった感はぬぐえません。

石綿を吸入して起きる健康障害の予防対策は昭和４６年

（１９７１年）特定化学物質等障害予防規則等により石綿曝

露防止措置が講じられたのに始まり，昭和５０年（１９７５年）

建築物への石綿吹き付けが原則禁止。平成７年（１９９５年）

労働安全衛生施行令改正：有害性の高いアモサイト（褐

石綿，茶石綿）及びクロシドライト（青石綿）を１％以

上含有する製品の製造，輸入，使用禁止。平成１６年１０月

１日（２００４年）クリソタル（温石綿，白石綿）も含みす

べての石綿および石綿製品の製造，使用の禁止。平成１７

年２月２４日石綿障害予防規則制定され７月１日より施行

されたことにより，石綿の新たな製造，使用による曝露

労働者はきわめて一部に止まることになりますが，新規

使用の問題が一切なくなるのではないという認識のもと，

建築物解体作業におけるアスベスト飛散による健康障害

の予防対策を進める必要があると考えます。

実際に解体作業をする労働者の多くは５０人以下の事業

所と思われます。今こそ地域産業保健センター，産業保

健推進センターを利用した産業医の働き時です。産業医

の仕事は１．健康管理 ２．作業環境管理 ３．作業管

理 ４．労働衛生教育です。現場に出て行って，労働者

並びに周辺住民にも医学的アドバイスをしなければと思

いますが，それには，厚生労働省，文部科学省，環境省，

国土交通省，経済産業省等縦割り行政の壁を乗り越えた

理解と協力が必要と思います。

２．徳島県におけるアスベスト健康被害対策

－健康相談の現状－

佐野 雄二（徳島県保健福祉部健康増進課）

１．徳島県の中皮種死亡数

「人口動態統計」では，平成７年から平成１６年までの

徳島県の「中皮種死亡数」は総数３４人で，内訳は男性２６

人，女性８人である。毎年１～５人の死亡数である。な

お「人口動態統計」には，性別以外の情報はなく，職歴，

居住歴等の情報は含まれていない。

２．徳島県におけるアスベスト相談窓口

本年，７月２５日に「アスベスト」に関する相談窓口を

設置した。建築資材については「徳島県開発指導課」，

環境一般については「徳島県環境管理課」，一般県民の

健康相談については「徳島県健康増進課と保健所」，ア

スベストを扱う職業に従事していた方については国の

「徳島労働局や労働基準監督署」で対応している。

建築資材関係の相談件数が最も多い状況にある。

３．健康相談の状況

一般県民からの健康相談は，７月２５日の開設から１２月

２日までで１４８件あり，約６割は健康診断に関するもの

で，その他はアスベスト関係疾患の説明を求めるもの等

だった。相談者にアスベスト曝露のリスクがあれば，徳

島大学医学部を中心とした「診療ネットワーク」に紹介

状をもとに紹介している。

４．診療ネットワーク

８月１０日に徳島大学を中心に「徳島県アスベスト健康

被害対策協議会」が設立され，保健所等からの紹介に対

応する呼吸器医療機関からなる「診療ネットワーク」が

形成された。

更に中皮種が疑われた場合は，徳島大学分子制御内科

学に紹介され，環境病理学での病理診断を含めた精査を

行うというシステムが確認された。

１０月１８日に，県医師会の参加も得て第２回会議が開催

された。そのおりの各施設からの報告では，９月末まで

に健康増進課・保健所には１０３件の健康相談がよせられ

たが，医療機関に紹介された件数は１１件だった。その中

で大学に紹介された例はなかった。

５．結語

徳島県では，徳島大学を中心に県医師会，保健所等の

連携によって，アスベスト曝露のリスクを評価して，必

要に応じて対象者を専門医療機関につなげていくシステ

ムが構築されている。
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中皮腫については，アスベスト曝露後の長期間のフォ

ローが必要なことから，毎年の放射線被爆や費用対効果

の面からも，一律の検診ではなく，リスク評価に基づい

た相談・診療体制が重要である。

３．労働分野における健康被害対策（労災補償制度）

菊池 宏二（徳島労働局労働基準部労災補償課）

１ 労災補償制度の趣旨

労災補償制度は，労働基準法で定められた事業主の災

害補償責任を担保する保険制度として，労働者が職場で

負傷し，又は業務により疾病を患ったこと等により，当

該労働者及びその遺族の保護を図るための補償を行う。

中皮腫や原発性肺がん等を発症しており，それが業務

により石綿にさらされたことが原因であると認められた

場合は，労災補償の対象となる。

２ 労災認定の手続き

労働者又はその遺族が労働基準監督署長に労災保険給

付を請求し，署長は必要な調査等を行った上で「労災認

定基準」に基づき業務上外の判断を行い，業務上と認定

されれば次のような補償を行う。

・療養補償給付（疾病の治療に必要な補償）

・休業補償給付（賃金を受けられない場合の補償）

・遺族補償給付（死亡した場合の遺族に対する補償）

３ 石綿による疾病の認定基準のポイント

� 石綿肺（石綿によって生じたじん肺）

①じん肺症（管理区分管理４に該当する石綿肺）

②じん肺症の合併症（管理２，管理３若しくは管理

４に該当する石綿肺の合併症（肺結核，結核性胸

膜炎，続発性気管支炎，続発性気管支拡張症，続

発性気胸））

� 中皮腫又は原発性肺がん

以下の①又は②のいずれかに該当する場合

①明らかな石綿肺所見が認められ，かつ，石綿にさ

らされる作業に従事した（期間の長短は問わな

い）と認められる場合

②胸膜プラーク（胸膜肥厚斑）又は石綿小体等の存

在が認められ，かつ，石綿にさらされる作業に

・中皮腫の場合はおおむね１年以上従事したと認

められる場合

・原発性肺がんの場合はおおむね１０年以上従事し

たと認められる場合

※胸膜プラーク・石綿小体等の存在又は従事期間

のどちらか一方が該当しない場合は個別判断

� 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚

個別判断

４．胸膜中皮腫の組織診断における問題点

泉 啓介，坂東 良美（徳島大学大学院ヘルスバイオ

サイエンス研究部生態防御腫

瘍医学講座環境病理学分野）

胸腔を占拠する悪性腫瘍には肺癌，他臓器の腫瘍の胸

腔転移，悪性中皮腫などがあるが，上皮型悪性中皮腫の

場合は肺腺癌と，肉腫型悪性中皮腫の場合は他の軟部腫

瘍との鑑別が必要とされ，時として困難なことがある。

的確な遺伝子診断ができるようになれば細胞診や組織診

断は補助診断になると思うが，今のところはそこまでは

至っていない。しばしば問題になるのは上皮型悪性中皮

腫の組織診断であり，腺癌と同じように乳頭状ないし管

状の構造を示すことがある。ルーチンの HE染色に加え

ていくつかの抗体を組み合わせた免疫組織化学によって，

末梢部から発生して早期に胸腔内に拡大する肺腺癌との

鑑別がなされる。最近は sensitivityと specificityが高

い抗体が多く開発され，適切な抗体パネルでもってかな

り診断できるようになってきた。たとえば，カルシウム

結合蛋白の calretinin陽性，高分子サイトケラチンの

cytokeratin５／６陽性，CEA陰性，糖蛋白のMOC‐３１陰

性の場合は強く中皮腫を示唆するといった具合である。

Ordonez，A.G．は上述のような上皮型悪性中皮腫に陽

性の抗体２つ，腺癌に陽性の抗体２つのパネルを推奨し

ていて我々もよく用いている。しかし，分化度が低い場

合はやはり診断を確定することは容易ではない。肉腫型

悪性中皮腫の場合は中皮腫のマーカーである pancy-

tokeratinや calretininとそれぞれの肉腫の特異抗体の

組み合わせが用いられる。

実際には生検でもって悪性中皮腫と確定できない症例

にしばしば遭遇する。分化度が低い場合に加えて，生検

材料が小さすぎる場合，採取時の組織の挫滅が著しい場

合もある。できるだけ良質の材料を提出して欲しい。ま

た剖検でも診断確定ができない場合もあり，更なる診断

技術の向上が望まれる。
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５．胸膜疾患の画像診断

辻川 哲也 （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

病態放射線医学分野）

胸膜は肺，胸壁，縦隔，横隔膜を取り囲んでおり，そ

の境界に位置する。胸部単純 X線写真では異常所見の

解釈に難渋する症例が多く，胸膜病変に特徴的な形態や

分布に注目することが重要である。しかし仮に異常が認

識できた場合でも胸部単純 X線写真での詳細な鑑別診

断には限界があり，CTによる精査が必要な場合が多い。

本講演ではまず胸膜の解剖と，胸膜病変において胸部単

純 X線診断に役立ついくつかのサインを確認したのち，

今回のテーマである石綿関連疾患（asbestos-related

disease）①肺実質病変（石綿肺，円形無気肺）②良性

胸膜病変（胸膜プラーク，びまん性胸膜肥厚，良性石綿

関連胸水）③悪性病変（肺癌，胸膜中皮腫）の X線写

真と CT画像を中心に呈示する。また，当院に１０月末よ

り導入された FDG-PET/CTの有用性と限界についても

自検例や過去の文献を併せてご紹介する予定である。

６．悪性胸膜中皮腫の治療

－新しい取り組みを交えて－

矢野 聖二（徳島大学病院呼吸器・膠原病内科）

アスベストには発がん性があり，人体に有害であるこ

とは３０年以上前から知られていたが，２００５年６月にアス

ベスト関連企業が中皮腫を発症した地域住民に見舞金を

支払ったことが報道されて以来，わが国で大きな社会問

題となっている。また，アスベスト暴露により発症する

悪性胸膜中皮腫の予後は非常に不良であることから住民

の不安も高まっている。

悪性（びまん性）胸膜中皮腫の治療は病期により異な

る。

腫瘍の進展が一側胸腔内に留まっている場合，胸膜肺

全摘術によって肉眼的には大部分の腫瘍を切除しうるこ

とがあり，積極的な外科治療が試みられているが，治癒

せしめることは困難である。

放射線照射は，胸腔全体に根治的にかけることは通常

困難であり，疼痛緩和の意味で姑息的に用いられること

がある。

進行期症例に対しては全身化学療法が試みられるが，

単剤で奏効率が２０％を超える薬剤はほとんどなく，複数

の薬剤による併用化学療法が選択される。わが国で使用

可能な薬剤としては，cisplatin+gemcitabineや cisplatin

+irinotecanであるが奏効率は報告により一定しておら

ず標準的治療はいまだ確立されていない。最近開発され

た pemetrexedは，cisplatinとの併用により生存期間中

央値１２．１ヶ月を示し，cisplatin単独の場合の９．３ヶ月に

比べ生存期間の延長したことが報告され，米国 FDAで

しかし，２００４年２月に認可された。現在，pemetrexed

は悪性中皮腫に対し cisplatinとの併用で日本において

も治験が進行中である。

近年，慢性骨髄性白血病や非小細胞肺癌，乳癌，悪性

リンパ腫に対する有効な分子標的薬が臨床の場に登場し

ており，悪性胸膜中皮腫に対しても分子標的薬の開発が

切望されている。悪性胸膜中皮腫は上皮成長因子受容体

（EGFR）や血小板由来増殖因子受容体（PDGFR），血

管内皮成長因子（VEGF）などを過剰発現していること

が知られており，それらの阻害薬が分子標的薬の候補と

して期待されている。

本シンポジウムでは悪性胸膜中皮腫の治療を概説し，

新たな分子標的薬開発に向けた我々の取り組みも紹介し

たい。

セッション２

環境と日常生活

座長 太田 房雄（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

講座予防環境栄養学分野）

高橋智津子（徳島県医師会生涯教育委員）

１．食と安全

太田 房雄（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予防環境栄

養学分野）

腸管出血性大腸菌 O１５７騒ぎが小声になった矢先狂牛

病が持ち上がり，食の安全を脅かす問題は矢継ぎ早に生

じています。これらは決して国際化（グローバリゼー

ション）や環境問題と切り離せません。

日本は今や国内での食の需要をカロリーベースで６０％

も海外に依存しています。世界貿易機関（WTO）の第
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６回閣僚会議が昨年１２月に開催され，多角的貿易交渉

（ドーハ・ラウンド）として貿易自由化について討議さ

れ。また，それに続いて米国産牛肉の輸入が再開されま

した。正に食品の国際化は，その頂点に達しているかに

みえます。

このような状況下で特に現代日本人には，食品の生産

状況を直接体験する場が少なり，それに代わって「安全

性保証システム」で代行させようと食品衛生法に加えて

「食品安全基本法」が平成１５年に法制化されました。食

品の安全を管理する監督官庁の中で，食品に起因する健

康危害のリスク評価やリスクの情報交換（コミュニケー

ション）を行う食品安全委員会は厚生労働省と農林水産

省に勧告でき，さらに消費者からの意見聴取体制もでき

あがりました。

しかしながら，いくら良い制度や組織があっても食の

安全性が充分に保たれるとは限りません。この事は，ご

く最近の食品表示偽証や耐震性検査の詐欺問題から見て

も明らかです。食品安全問題を解決する手段として，自

ら食品の安全性（日々口に入る食品の健康障害因子等）

を充分に理解した上で，自らが日々食品の安全性を考え，

情報を交換しながら食生活を楽しむのが最良と考えられ

ます。

本日の講演では，まず，食品安全を確保する制度，行

政について簡単に説明します。ついで最近に生じた食品

安全性を脅かす因子について分類し，それらの因子から

生じる健康障害の動向を国の内外について示したいと思

います。その後，地球規模で生じる食品の安全性を脅か

す病原因子を，国の内外，食品群，また環境別に分類し，

その中でも国内で話題となっている因子について，それ

らの特質を簡単に説明するとともにそれらに対する対処

法を具体的に紹介いたします。最後に環境中でも地球の

４分の３を占める海洋からとれる食品に絡む安全性の観

点から私の研究室でここ数年行ってきた微生物群の一部

についての成果を紹介し，今後の危険性について会場の

皆様と一緒に考えたいと思います。

２．水と健康

山本 裕史（徳島大学総合科学部自然システム学

科物質科学）

水は人類をはじめあらゆる生命体にとって必要不可欠

なもので，ヒトの体内では体重の約６割を占め，１日１

人あたりおよそ２．５リットルの水分を摂取することが必

要とされている。しかしながら，我々日本人の１日１人

あたりの水使用量は３２０リットル程度と先の２．５リットル

に比べて格段に多い。これは，風呂や洗濯，トイレなど

で大量の水が使われているからである。日本における年

間平均降水量は１７００ミリと世界平均の約２倍と多くその

使用量を満たすには十分と考えられるが，河川の勾配が

概して大きいことと都市部への人工の集中からダムや貯

水池が多く建設され，徳島県でも吉野川流域，那賀川流

域等についても同様である。にもかかわらず，水不足は

頻繁に起こり，昨夏の渇水は記憶に新しい。普段我々が

飲んだり，使用したりする水はどこから来て，どのよう

に作られているのか，使用後の水はどのように処理され

て環境中に排出されているのかについて我々は十分に

知っているであろうか。本講演では，「水と健康」と題

して，身の回りの水に関する基礎知識について話をする。

水道水はおいしくない，健康に悪影響があるという理

由から，様々なミネラルウォーターや家庭用浄水器が販

売されているものの，その詳細や効果についてほとんど

何も知らずに破格の値段を支払っている人も少なくない。

おいしい水，きれいな水とは一体何か，またおいしい水

やきれいな水にかけられるコストは一体どれくらいなの

か，もう一度問い直してみる必要がある。日本の浄水処

理・上水道システムは，先進各国の中でも非常に安価で

安全な水を提供しており，水系伝染病の根絶という意味

で非常に大きな役割を果たしてきた。それに対して，最

近ではおいしくない，有害物質が含まれているなどとい

う理由から水道水に対する批判が多く見られるが，これ

についてももう一度見直してみる必要があるだろう。

また，その一方で徳島県は不名誉なことに，全国で最

も下水道普及率が低い都道府県（１２％程度）として知ら

れており，下水道普及地域は徳島市中心部のごく一部に

限られる。また，それに代わりうる浄化槽の整備（約

３０％）についても十分とはいえない。そのため，我々が

使用した汚水は十分な処理をされずに水環境中に排出さ

れる可能性も高い。現在，旧吉野川流域下水道の整備や，

平成１３年度以降に義務付けられた合併浄化槽整備への補

助金制度は継続中であるが，水質汚濁が深刻な河川が数

多く見られる。我々の生活の中で用いられている化学物

質のうち，どのような物質が環境中に排出されて水生態

系に影響を与えている可能性があるのかについても話を

する。
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３．海洋汚染と生活

本仲 純子（徳島大学工学部化学応用工学科物質

機能化学）

周囲を海に囲まれて暮らす日本人にとって，海は昔か

ら身近な存在である。文化が大陸から海を渡って伝播し

てきたというだけではなく，生活のあらゆる場面におい

て，われわれの営みは海なしでは考えられない。地球表

面の７割を占める海洋。その機能をひとことで言うと，

物理的，化学的，生物学的メカニズムにより，様々な物

質を循環させることであると言える。この機能に障害が

起きることは，すべて広義の海洋汚染である。しかし，

海についての科学的調査は，まだ始まったばかりという

のが，現実である。生命の源と言える海について，その

汚染と我々の関わりを考える必要がある。

１．進行する海洋汚染

海洋は，漁業，輸送，資源開発，レジャーの場として

利用されている。また，広大な海洋は，これまで，我々

の陸上や海上における活動から生じる諸々の不要物を受

け入れてきた。しかし，無限とも見える海洋の浄化能力

を超える汚染負荷が与えられた一部の海域では，海洋汚

染の発生を招く結果となっている。

２．海洋汚染の影響

汚染物質の海洋への流入は，全地球的にみると，陸上

起因の汚染が全体の７割と言われている。都市排水など

を起因とする汚染源からの栄養塩類が，湾など閉鎖性の

高い海域に流入すると，赤潮，青潮の原因となる。また，

重金属類などが流入し，海洋生物の体内に蓄積されるな

ど様々の海洋汚染の影響が指摘されている。

３．化学物質

今までに合成された人工的な化学物質の種類は，１０００

万種を超えると言われている。特に汚染原因の中で重要

とされるのが，難分解性物質（POPs : Persistent Organic

Pollutants）と総称される物質である。これらは，各種

の残留性農薬や PCB，ダイオキシンなどの有機塩素系

物質が中心になっている。

４．重金属汚染

わが国で，かつて深刻な公害病を経験したカドミウム

や有機水銀の排出は厳しく規制され，海水中の存在量は

減少している。しかし，過去に排出された重金属は，ま

だ底質中に残っているため，海水中に再溶解し，生物濃

縮などの問題を引き起こす。しかし，泥質中重金属の行

方に関する研究は，まだ十分には進んでいない。

５．有機スズ化合物による汚染

船底に貝が付着すると，航海中にもどんどん育ち，船

の速度が落ちる上に，それらを落とす作業は困難をきわ

める。これを防ぐために様々な工夫がなされ，その結果，

登場したのがトリブチルズズやトリフェニルスズなどの

有機スズ化合物である。この化合物は貝類の付着防止に

大変有効であるために，１９６０年頃から船舶塗料に含有さ

せて使用しはじめた。しかし，次第にその毒性が明らか

になって来たために使用禁止になった。汚染のひどい場

所では，生物種の減少や海産巻貝種の雌の雄化現象が出

現した。

表１ 海洋で検出される化学物質

用 途 化学物質名

農 薬 DDTs（DDT，DDE，DDD），BHCs（α‐，β‐，γ‐，δ‐），ディルドリン，アルドリン，エンド
リン，クロルデン，ダイオキシン，ノナクロル，２，４‐D，２，４，５‐T，BHT，フルオレン

溶 剤 トリクロロエチレン，ジメチルナフタレン

絶縁材など PCB，コプラナー PCB

塗料（防腐剤） TBT，TPT

梱包材など 発泡スチロール，塩化ビニル

油 類 原油，ビルジ水

重金属 水銀，鉛，カドミウム，セレン，ヒ素

その他 ジイソプロビルナフタレン，アセナフチレン，アセナフテン，シクロヘキシルアミン，ジフェニ
ルメタン，トリクロロベンゼン，フタル酸ジ‐２‐エチルヘキシル，ヘプタクロルエポキシド，ペ
ンタクロロベンゼン
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６．重油流出事故の影響

国際社会がはじめて取り組んだ環境問題は「船舶から

の海洋汚染」問題である。船舶から排出される油を含ん

だバラスト水やタンククリーニング水は海洋を汚染して

いたために，国際的に汚染措置が取られ，全体的には減

少傾向にある。しかし，大型タンカーの座礁や衝突，原

油タンクのバルブ操作ミスなど，大規模な原油流出事故

が世界中で起こっており，生態系をはじめ環境への影響

が懸念されている。

その他，プラスチックや有害廃棄物による海洋汚染も

深刻である。海洋は最終的にあらゆる物質が流れ込み，

蓄積していく場所である。日常生活においても海洋保全

の共通認識が必要である。

参考文献

１）原島省・功刀正行：海の働きと海洋汚染（１６６７）装

華房．

２）地球環境研究会編：地球環境キーワード辞典

（２００３）中央法規．

３）環境省編：環境白書（２００４）ぎょうせい．

４）志村隆編：最新・今「地球」が危ない（２００５）学習

研究社．

４．環境ホルモン物質の低用量影響を考える

関澤 純（徳島大学総合科学部自然システム学

科物質科学）

内分泌撹乱化学物質（「環境ホルモン物質」）が通常の

毒性試験で検出されるより低用量で生体に有害影響を及

ぼす可能性が指摘され毒性評価上の大きな問題となった。

従来多くの物質について用量を下げてゆけば影響が見ら

れなくなる濃度（閾値）があり，動物試験で見られたこ

の濃度を無影響量として十分な安全係数を適用してヒト

の許容量を求めてきたが，この原則の基本が問われた。

しかしそのようなデータに必ずしも再現性が見られない

ことから低用量影響の証拠の確からしさとデータの信頼

性が問われた。２０００年にアメリカ国家毒性試験計画

（NTP）が低用量影響評価ワークショップを開催，翌年

欧州でワークショップが持たれたが最終的な決着は見ら

れなかった。筆者は２年半前まで国立医薬品食品衛生研

究所に在職し永年化学物質の安全性評価に関わる国際協

力事業（国際化学物質安全性計画＝IPCS）に協力して

きたが，IPCSは国際的な専門家グループの協力により

２００２年に内分泌撹乱化学物質に関する科学的な評価の視

点を提供する報告書をまとめ，筆者はその翻訳と紹介を

行った。同書はホルモン活性物質と生体レベルで内分泌

系ほかに有害影響を及ぼす物質を概念的に区別すべきこ

とを指摘した。ホルモン様活性を示す物質が低用量で影

響を示すがより高用量でその影響が見られないという現

象は多く観察される。この影響が可逆的なもので，生体

にとり有害な事象に結びつかないならば問題とはならな

い。しかしながら生物の発達段階の特定の感受性が高い

時期（臨界期）に特定の化学物質（ジエチルベスチルベ

ストロールなど）に曝露されると後の段階（たとえば思

春期）になって膣がんが多く見られるという現象がある。

このように特定時期の曝露により有害な事象が生起する

可能性は，受容体発現のダウンレギュレーションやクロ

ストークという生体内の制御機構の存在により，従来の

慢性毒性試験では検出できない場合がありうる。環境ホ

ルモンをめぐる一時期の大騒ぎについて批判的に論ずる

向きもあるが，環境や化学分野の専門家の中には生体の

制御メカニズムの十分な理解をもたず社会的な発言をさ

れる方もおられる。しかし内分泌撹乱化学物質の問題は，

毒性学と化学物質の安全性評価，さらには生体の発達と

その制御の分子メカニズムからヒトにおける有害な影響

の蓋然性についてより深く考察し，リスクの可能性を推

測する上で，重要なきっかけを与えたというべきである。

筆者は現在厚生労働科学研究により内分泌撹乱化学物質

としてもっとも多くの研究がされてきたビスフェノール

A（BPA）をデータに基づく評価が行える好個の材料とし

て文献的な評価を行い内分泌撹乱物質の低用量影響問題

につき基本的な視点を提示しようとしている。BPAの

ヒトへの影響の生物学的な蓋然性は低いと考えられたが，

弱いエストロゲン様作用，アンドロゲン様作用，抗甲状

腺ホルモン様作用のほかに，エストロゲン様作用では説

明できない作用があり，胎生期，授乳期暴露による免疫

系や神経行動系への影響があるとの報告が急増しており，

今後さらに慎重な検討が必要と考えられた。

５．パソコン等使用による健康障害（IT眼症）

四宮 加容（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエン

ス研究部感覚情報医学講座視覚病態

学分野）
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１．IT眼症とは

ITはインフォメーションテクノロジー（information

technology：情報技術）のことで，最近，IT企業とか IT

革命とかよく耳にする言葉である。ITを応用したパソ

コンや，携帯電話，ゲーム機などを IT機器という。現

代はパソコンを見ながら仕事をする機会が多く，また職

場のみならず携帯端末によるメール，テレビゲームなど

家庭や子供の遊びにも IT機器を使う機会は多くなって

きている。IT眼症とは，これらが原因で起こる眼精疲

労をはじめとした様々な症状のことで，VDT症候群や

テクノストレス眼症とも呼ばれる。

２．発症のメカニズム

IT眼症の症状は，調節や眼球運動による目の疲れ，

眼精疲労，ドライアイによるものが多く，その発症には

以下のことが関与している。

①ディスプレイを見ること

②作業時に視線の動きが多いこと

③視線が上向きになること

④まばたきが減ること

３．検査と治療

視力検査，調節検査，眼位検査，涙液検査などを行う。

眼鏡，コンタクトレンズなどを使用している場合はそれ

らが適切なものであるかどうかも検査する必要がある。

４．予防のために

２００２年に厚生労働省はガイドラインを発表し，コン

ピュータを使った一連作業は１時間以内とし，間に１０～

１５分程度の休憩をとることを推奨している。休業時間に

は，リラックスして遠くの景色を眺めたり，目を閉じた

り，体のストレッチ体操などをすると良い。

ディスプレイは４０cm以上の視距離が確保できるよう

にし，画面の上端が目の高さと同じか，やや下になる高

さが望ましい。これはドライアイの防止にもつながる。

ディスプレイ画面とキーボードまたは書類との視距離の

差が極端に大きくなく適切な視野範囲になるように配置

する。

IT眼症予防のためには，上記のような作業環境の見

直しが必要であるとともに，長時間のパソコン作業従事

者は定期的な健康診断を受けることが望ましい。

ポスターセッション

１．徳島大学病院における PET/CT装置初期経験

大塚 秀樹，森田奈緒美，辻川 哲也，西谷 弘

（徳島大学病院放射線科）

徳島大学病院では２台の最新式の PET/CT装置が導

入され，２００５年１０月より臨床使用を開始した。院内患者

に加え，地域医療に貢献するため，高度画像診断センター

で院外からの紹介を一括して受け付けている。運用開始

から数カ月の初期経験を報告するとともに，有用性や問

題点などについてまとめた。

２．PET-CT，diffusion MRIを用いた大腸癌リンパ節転移

診断に関する検討

西岡 将規，宮本 英典，栗田 信浩，本田 純子，

梅本 淳，島田 光生（徳島大学病院消化器・移植外科）

西谷 弘（同放射線科）

＜はじめに＞ 大腸癌のリンパ節転移に関する術前進行

度診断は CTを中心に行われてきたが，その正診率は決

して満足できるものではない。新しい画像診断として

PET-CTや diffusion MRIなどが現在注目されており，

最近 PET-CT検査が徳島大学病院でも施行可能となっ

た。PET-CTは大腸癌診断の向上に期待されているが，

検査料が高額であること，検査時間が長いこと，放射線

被曝などが問題である。一方，diffusion MRIは PET-CT

と比較して低額，短時間，放射線被曝無しで検査可能で

ある。

＜目的＞ 大腸癌リンパ節転移診断における CT，PET-

CT，diffusion MRIの正診率を検討すること。

＜対象・方法＞ CT，PET-CT，diffusionMRIで術前リン

パ節転移診断した後に大腸癌手術を施行した３例を対象

とした。切除標本の病理組織検査結果から術前リンパ節

転移の正診率を検討した。

＜結果＞ 症例１のリンパ節転移陽性は CT（３個（大

きさ７．２～１０．４mm）），PET-CT（０個），diffusion MRI

（３個）で病理組織結果は n＋（４／８）であった。症例２

は CT（９個（大きさ４．３～９．８mm）），PET-CT（０個），

diffusion MRI（６個）で病理組織結果は n＋（６／４３）。症

例３は CT，PET-CT，diffusion MRIともに陰性で病理

組織結果も n‐（０／２）。

＜まとめ＞ １０mm以下の大腸癌リンパ節転移に関して

はMDCTや diffusion MRIが PET-CTよりも正診率は

高かった。
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３．徳島県における献腎提供と当院における腎移植の現況

富永 都子，阪田 章聖，一森 敏弘，木村 秀，

沖津 宏，石川 正志，石倉 久嗣，滝沢 宏光，

湯浅 康弘，山村 陽子（徳島赤十字病院外科）

目的：徳島県における腎移植の推進のため現在までに行

われた献腎提供と当院の腎移植術の結果を報告する。

方法：２００５年１２月までに徳島県で献腎提供された１０例１９

腎と当院で行った腎移植症例１８例を対象にその結果と予

後について調査した。

結果：ネットワーク開設以前の１例を含め徳島では１０例

の方から献腎提供をしていただき，内９例を当院で摘出

させていただいた。臓器冷却かん流法は９例が心停止後

の開腹カニュレーション法で臓器保存には UW液を使

用し shippingした。レシピエント１９例中１８例は透析を

離脱した。現在まで１２例が生着，３例が透析再導入，３

例が死亡した。

当院での腎移植は１例が周術期に腸管壊死で死亡した

以外，１７例は生着しておりこのうち１例は EBV感染に

よると思われる血球貪食症候群を併発し残念ながら失っ

た。術後の拒絶反応は９８年の１例のみであった。

結語：慢性腎不全の治療として透析療法は広く行われ世

界的に見てもわが国の成績は良好であるが小児や社会復

帰を望む症例には腎移植という根治的治療法が望まれる。

近年腎移植術の成績は非常に良好であり患者様の満足度

も良好であり今後は献腎提供の啓蒙と腎移植の普及が望

まれる。

４．徳島大学の総力結集により成功した乳癌術後の C

型肝硬変合併肝癌症例に対する生体肝移植

居村 暁，池本 哲也，森根 裕二，藤井 正彦，

副島 雄二，島田 光生

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部器官

病態修復医学講座臓器病態外科学分野）

武田 英二（同医療栄養科学講座臨床栄養学分野）

丹黒 章（同生体防御腫瘍医学講座病態制御外科学分野）

【はじめに】乳癌術後の肝癌合併 C型肝硬変症例に対し

生体肝移植を施行した。

【症例】５３歳，女性。平成１７年５月，近医で肝癌（Stage

�）を指摘され加療目的に当科へ紹介されたが，C型肝

硬変のため肝癌に対する治療が不可能であった。そこで

２１歳の長男をドナーとした生体肝移植を計画した。

【術前経過】ドナーは高度脂肪肝で，その時点での肝提

供は不可能であったため，入院して食事，運動療法を開

始した。レシピエントは待機期間となったが，待機中に

右乳癌が見つかった。乳腺内分泌外科にて右乳房切除術，

腋窩リンパ節郭清を施行した（Stage�）。Stage�乳癌
の予後は，術後ホルモン療法等により１０年生存率が約

８０％と報告されているが，肝硬変で乳癌術後のホルモン

療法が行えないこと，本症例の予後規定因子は肝臓であ

ることからやはり肝移植が必要と考えた。ドナーのダイ

エットも順調で入院前８５kgあった体重は７３kgと減量

（BMI：３０．５→２６．１）でき，肝生検でも著明に脂肪肝は

改善した。

【術後経過】平成１７年１１月１７日生体肝移植施行（乳癌手

術の５０日後）。第５病日に発症した血球貪食症候群に対

してステロイド治療を要したが，その後の経過は良好で

ある。

【まとめ】乳癌術後の肝硬変合併肝癌レシピエント，高

度の脂肪肝のドナーという問題症例に対して，徳島大学

の総力結集により生体肝移植が成功した。

５．当科における苺状血管腫に対するダイレーザー照射

の治療効果の検討

高津 州雄，瀬渡 洋道，高瀬 真記，松本 和也，

中西 秀樹（徳島大学病院形成外科）

当科では苺状血管腫に対してダイレーザーによる治療

を行っており，最近では産婦人科・小児科からの紹介に

より治療開始時期が生後１ヶ月前後になる症例も増加し

てきている。今回，当科における苺状血管腫に対するレー

ザー照射の治療効果について検討した。対象は，ダイレー

ザーを用い１９９９年３月から２００５年５月までに治療を開始

し，治療終了した１１２症例１２５部位。平均治療開始時期は

生後４．４ヶ月。照射は１ヶ月間隔で行い，増大傾向がな

くなったころより，３ヶ月間隔とした。照射後経過観察

期間は平均５ヶ月であった。全体的な治療効果では，色

調については，消失４６例，著効４０例，改善３２例，不変７

例。隆起については消失８１例，改善１７例，不変・増悪２７

例であった。また，部位別，治療開始時期別についても

検討を行った。早期にレーザー治療を行い，著効してい

る症例が多い一方で，増殖傾向が顕著な症例も多く，レー

ザー治療を行いながらも増大する症例もみられた。
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６．巨大 AVMを摘出した１例

柏木 圭介，松本 和也，安倍 吉郎，中西 秀樹

（徳島大学病院形成外科）

北川 哲也，北市 隆（同心臓血管外科）

永廣 信治，宇野 昌明（同脳神経外科）

動静脈奇形（AVM）は，�期（休止期），�期（膨張
期），�期（破壊期：疼痛，潰瘍，出血，感染を伴う），
�期（代償不全期：心不全を伴う）という病期分類がな
され，放置すると急速に増悪することもある。

［症例］２３歳，女性。右頸部～上縦隔にわたる巨大な

AVMについて当院心臓血管外科でフォローされていた。

血管造影で右椎骨動脈，右鎖骨下動脈等，重要血管から

多数の分枝を認め，慎重に治療法が検討されていたが，

突然の意識消失発作が出現し，緊急入院。胸部写真で著

明な心陰影の拡大および肺野の透過性低下，エコーで下

大静脈径の著明な拡大を認め，AVMの動静脈シャント

による著明な右心負荷，肺うっ血が示唆された。意識消

失発作は AVMへの血流の stealによる脳虚血であると

考えられた。腫瘍は増大傾向が著しく，根治的に加療し

なければ致死的であると考えられた。摘出術の前処置と

して，コイル塞栓術を施行されたが，著明な腫瘍の縮小

には至らなかった。塞栓術の１２日後，心臓血管外科，脳

神経外科，形成外科により摘出術を施行した。背側の腫

瘍の一部は剥離が困難で，切除せず残した。右鎖骨下動

脈は合併切除し，人工血管と置換した。迷走神経，横隔

神経，腕神経叢等，重要な神経は温存できた。切除後の

dead spaceには大胸筋弁を充填し，創閉鎖した。総出血

量９２００mlで，MAP血３２単位の輸血を行った。術後４年

の現在，残存血管腫の増大傾向はなく，意識消失発作等

の出現も認めていない。

７．当院におけるマムシ咬傷症例

藤野 敬大，井内 貴彦，笠松 哲司，安田 理，

三村 誠二，本藤 秀樹（徳島県立中央病院救命救急

センター）

敷地 孝法（同皮膚科）

マムシ咬傷は日本で年間１０００人以上発生していると推

定され，１０～２０人が死亡している。マムシ毒は受傷局所

の疼痛・腫脹，出血，溶血を引き起こし，重症例では横

紋筋融解症，DIC，急性腎不全，呼吸不全を合併する。

例年当院において１～３人のマムシ咬傷症例を経験して

いるが，平成１７年には７月から１０月の間で５人経験し，

うち２人で重篤な合併症をきたした。この症例について

当院で平成７年から平成１７年までの期間に経験した２０人

と比較し，若干の考察を加える。

重症２症例はマムシ咬傷症例から処置を受けるまでの

時間は約２時間であった。処置は駆血（＜４０mmHg），

創部切開吸引，輸液，セファランチン，抗生剤，破傷風

トキソイド，hANP投与を施行している。うち１例で

は２４時間後より褐色尿，９６時間後より乏尿となり，５日

目には CPK １２０５０IU/Lと高度の横紋筋融解症となった。

９日目には尿素窒素 ７５．７mg/dL，Cr６．４４mg/dLとピー

クを迎え，急性腎不全に対して透析加療を施行し，１５日

後に改善した。また，もう１例でも同様の処置を行った

が，４８時間後より乏尿が認められたことから透析加療を

開始した。しかし尿素窒素５５．１mg/dL，Cr４．９８mg/dL，

CPK１６５０００IU/Lまで上昇，８日目には呼吸不全（pO２/

FiO２＝７９．５）を来したために人工呼吸管理を施行して

いる。以後も透析加療を継続し，３６日後に改善した。

当院のマムシ咬傷の経験から，ほとんどの症例はマム

シ咬傷を受傷しても軽症で改善しているが，重症となる

症例がある。重症となることが予想される兆候としては，

①マムシ咬傷の程度が強い（進行性の腫脹が１肢全体ま

たは体幹に及ぶこと，乏尿，暗赤色尿が認められる），

②患者側の要因として，腎機能障害等を持っていること

などが考えられる。

８．徳島市医師会もの忘れ検診の現状（平成１６年度の検

診結果について）

宮内 吉男，植村 桂次，武久 一郎，川島 周

（徳島市医師会もの忘れ検診委員会）

徳島市医師会では，認知症を早期に発見し，正確な診

断のもと適切な対応をするために，平成１６年度の徳島市

基本健康診査の時期にあわせて徳島市医師会の事業とし

て，４０歳以上の徳島市民を対象に，もの忘れ検診を実施

した。検診を実施したのは，事前に登録した１０５の参加

医療機関のうち，６１施設であった。問診表による一次検

診受診者は，３６４３人であった。１０項目の問診表で３項目

以上の要精査は１０６１人であった。この中で実際に二次検

診を受けたのは７５５人であった。二次検診としてMini-

Mental State ExaminationとCTやMRIによる画像診断
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などを実施した。７５５人のうち異常なしとされたものは

５４５人であった。それ以外の残り２１０人のうち，アルツハ

イマー型認知症（疑いも含む）９７人，血管性認知症（疑

いも含む）３１人，その他５人，現時点では正常範囲７７人

であった。つまり認知症とされたのは１２８人となり，一

次検診受診者３６４３人の３．５％であった。また６５歳以上の

高齢者では，一次検診受診者２３９４人の中で１２５人が認知

症とされ，５．３％であった。

以上の結果及び今後の課題など若干の考察とともに報

告する。

９．ミャンマー連邦における超音波白内障手術指導

藤田 善史（徳島市医師会）

ミャンマー連邦は，人口５１００万人，面積は日本の約２

倍の仏教国である。農業が主体で，首都はヤンゴン市（旧

ラングーン市）である。軍事政権であるため，欧米から

経済制裁を受けているが，第二次世界大戦時より日本と

は深いつながりがある。

私たちは，ミャンマー保健省のミョー・ミント氏から

依頼を受け，１９９９年２月から２００５年１１月まで計１４回の現

地訪問を行い，ミャンマーの眼科医に超音波白内障手術

の指導を行っている。超音波白内障手術は，小さな切開

のため，手術時間も短く，炎症も少なく，翌日の視力は

従来の計画的�外摘出術に較べ格段に良い。
その超音波白内障手術のミャンマーでの普及のため，

医師，看護師，器械技師を含めたチームを編成し，豚眼

を使用した練習，手術器械の提供とメインテナンス，手

術手技の実地指導，意見交換のための学会開催を現地で

行うとともに，ミャンマー眼科医の当院での招聘研修な

どの活動を行っている。今回は，これらの活動について

報告する。

１０．徳島大学病院における食品の臨床試験の実施体制整備

蔭山千恵子，佐藤 千穂，宮本登志子，西矢 昌子，

中西 りか，明石 晃代，阿部 真治，山上真樹子，

浦川 典子，石澤 啓介，伏谷 秀治，久次米敏秀，

高松 典通，東 博之，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）

食品の機能に関する関心が深まる中，栄養生命科学教

育部を中心として基礎研究が積極的に行われている特色

を生かし，徳島大学病院ではヒト対象の臨床試験を実施

し，食品の科学的な機能評価を行うための体制整備を進

めており，現状について紹介する。

現在進行中の血清脂質を評価項目としたある食品の臨

床試験では，当センターが院内各部署と協力して実施計

画書を作成，「徳島大学医学部・歯学部附属病院におけ

る食品の臨床試験に関する取扱要領」により，医薬品の

治験を審査する倫理委員会による審査，承認を得た。試

験実施は循環器内科が診療の特別時間枠を作成し治験外

来を用いて担当している。治験同様，臨床試験管理セン

ターの臨床試験コーディネーター（CRC）が支援を行

い，食品の管理は薬剤部が担当している。人的な体制と

しては，平成１７年１１月から１名の管理栄養士が CRCの

スタッフに加わったため，その専門性を生かしたより質

の高い臨床試験の実施支援が可能になると考えられる。

臨床試験の実施は，日常診療のレベルアップにもつな

がる可能性があり，積極的に食品の臨床試験を実施して

いきたい。また被験者の確保は，臨床試験における大き

な課題であるが，今後は「徳島治験ネットワーク」とし

てご登録を頂いている徳島県の多くの医療機関を中心に，

特に活躍されている管理栄養士の方々にも連携をお願い

して，多施設共同で食品の臨床試験を展開していくこと

を課題にしたい。

１１．アタマジラミ症の２症例

馬原 文彦，六田 暉朗（馬原医院）

シラミ症は戦後の大流行後ほとんど消滅していた

が，１９７１年の DDT，BHC等の有機塩素系殺虫剤の禁止

に伴い再興が報告されている。

最近，演者らはアタマジラミ症の２症例を経験したの

で，若干の文献的考察を加えて報告する。

症例は県南部の８才女児と県中央部の６才女児で，１

例は養護の先生，１例は祖母が気が付き２００５年１１月と１２

月に当院を受診した。

臨床所見 頭髪部には白色のシラミの卵，脱皮殻が付

着しており，髪の中にシラミ虫体を認めた。２例共に子

どもからの掻痒の訴えは無かった。形態学的にアタマジ

ラミと診断し，物理的駆除として洗髪，櫛による方法と，

薬物０．４％フェノトリン（一般名スミスリン）による駆
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除を指導した。

考案，ヒトに寄生するシラミ類は，頭部に寄生するア

タマジラミ（Pediculus capitis），衣類に寄生するコロモ

ジラミ（P.humanus），主として陰毛に寄生するケジラ

ミ（Pthirus pubis）の３種がある。３種の中でコロモジ

ラミは発疹チフス，回帰熱，塹壕熱の病原体（Rickettsia

prowazekii，Borrelia recurrentis，Bartonella quintana）

のベクターである。アタマジラミ症は学校保健上しばし

ば問題となるが，学校保健法施行規則の一部改正（１９９９）

により「通常出席停止の必要のない伝染病」とされ，現

在集計はされていない。

１２．難治性不整脈による院外心肺停止患者に対して

PCPSを使用し脳障害なく救命した１例

由良健太郎，安田 理，井内 貴彦，三村 誠二，

笠松 哲司，本藤 秀樹

（徳島県立中央病院救命救急センター）

原田 顕治（同循環器科）

（はじめに）AEDの普及により，早期除細動による VT

/VF症例の社会復帰が増加している。しかし難治性不

整脈の治療には難渋している。今回我々は VFによる心

肺停止患者に対して，経皮的心肺補助装置（PCPS）を

導入したことで救命し得た症例を経験した。当院で過去

４年間に経験した PCPS導入症例と比較検討し，報告す

る。

（症例）６７歳男性。４年前に冠動脈バイパス術を施行，

以後うっ血性心不全で入退院を繰り返していた。勤務中

に突然倒れ意識消失，バイスタンダーによる CPRが行

われた。救急隊到着後 AEDで VFを認めたため DC施

行，当院救急搬送された。来院時 VF，瞳孔散大で対光

反射は緩徐であった。AHAガイドライン２０００に沿って

ACLSを施行した。リドカイン１００mg静注し，DC（１５０J）

施行したが「VFの嵐」となり，循環動態を維持できな

いため，心停止から６９分後に PCPSを開始した。PCPS

導入後プロカインアミド１００mg静注し，DC（１５０J）施行

で洞調律に復帰，意識レベルも JCS１０であった。心停止

から心拍再開まで１３４分であった。虚血性心疾患が疑わ

れたため DSA施行したが，バイパスのフローは保たれ

ていた。ICU入室後，循環動態安定していたため翌日

PCPS抜去した。抜去後循環動態に著変なかった。現在

意識清明にて会話可能な状態まで回復している。

（考察）当院では過去４年間に１６例 PCPSを導入してお

り，４例軽快退院している。院外心肺停止患者は５例あ

り，軽快例は今回の症例のみとなっている。難治性不整

脈による心肺停止に対して PCPSの導入による循環動態

の安定が有効である。

１３．一般市民による体外式自動除細動期（AED）によ

り救命された１例

池田 剛之，渡辺 真介，坂東 雅博（徳島市消防局

西消防署）

井内 貴彦，安田 理，笠松 哲司，三村 誠二，

本藤 秀樹（徳島県立中央病院救命救急センター）

心肺停止患者が蘇生されるためには，目撃があり，第

１発見者（バイスタンダー）による心肺蘇生法が迅速に

施行され，病院までの救命の連鎖がつながることが重要

である。若年者における心肺停止は中学から高校生に多

く，徳島市内でも年間数件発生しており，教育関連施設

での心肺蘇生講習，体外式自動除細動期（AED）設置

が普及しつつある。

前回，我々は，救急救命士により電気的除細動が施行

され，社会復帰した事例を報告したが，今回，女子生徒

が学校内で心肺停止となり教諭がバイスタンダー心肺蘇

生と早期の電気的除細動を施行しこれらが非常に有効で

あった症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報

告する。

患者は１６歳，授業中に突然心肺停止し，数分後に教諭

が救急隊要請・バイスタンダー心肺蘇生・AEDで VF

の除細動を施行していた。６分後に救急隊到着，意識レ

ベルは JCS３００，呼吸感ぜず，総頸動脈触知せず，顔面

蒼白，瞳孔左右６mmで対光反射なく心肺停止と判断し

CPRを継続した。覚知から９分後に心拍再開した。

当症例は，すばやい通報，bystander CPR，早期の除

細動（一般市民による AED）を実施し，社会復帰につ

ながった症例である。今後は，学校はじめとし公共施設

に AEDを設置し，広く AEDを含めた心肺蘇生法講習

などの啓蒙を行っていくことが必要である。

１４．腎の血糖調節に果たす役割 －“腎性低血糖”の病態－

川原 和彦，島 健二，川島 周（川島病院）

小松まち子（王子製紙富岡診療所）
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【目的】腎は肝とともに主要な糖新生臓器であるが，血

糖調節に果たす役割は，肝ほどには注意が払われていな

い。慢性腎不全で血液透析（HD）を受けている患者腎

は，濾過機能，再吸収機能，造血機能などが障害され，

種々の病態を惹起する。このように諸機能が廃絶した腎

で，糖代謝機能は維持されているのか，もしこの機能も

廃絶していれば，血糖調節において如何なる特徴的病態

を呈するのか。これらを明らかにするため，HD患者の

血糖変動を検討した。

【対象および方法】研究１：自発性低血糖（BS≦５０mg/

dl）の HD５症例の絶食後の血糖変動，内分泌機能，栄

養状態，腎実質容量の検討。研究２：１型糖尿病 HD患

者（n＝５）の血糖変動を１型糖尿病腎機能正常患者（１

型 non-HD，n＝１３）と比較。

【結果および考察】研究１：低血糖（BS２６～５０mg/dl）

は２～３日間の絶食で発症した。内分泌機能は正常で

あったが，２例で軽度栄養障害が存在した。腎実質容量

は健常者の１５．９～４８％に減少していた。研究２：１型

HDと non-HDの間に最低血糖平均値（２８．０±１１．５

vs．５７．０±１５．８mg/dl），血糖不安定静（１１０±２５．９ vs．

６４．７±１８．５mg/dl），糖尿病罹患期間に有意差が認めら

れた。また，腎実質容量は健常者の１４．６～６６．８％と減少

していた。以上から“腎性低血糖”なる病態の存在する

可能性が示唆された。

１５．末梢単核球細胞を用いた末梢動脈閉塞症に対する新

たな血管新生治療の試み

岩瀬 俊，八木 秀介，原 朋子，長樂 雅仁，

藤村 光則，尾崎 修治，赤池 雅史，安倍 正博，

東 博之，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）

黒部 祐嗣，増田 裕，北川 哲也

（同器官病態修復医学講座循環機能制御外科学）

［背景］：近年，成人末梢血 CD３４陽性細胞中に血管内

皮前駆細胞が存在し血管新生に関与することが報告され

た。自己骨髄単核球細胞移植は重症末梢動脈閉塞症（閉

塞性動脈硬化症，バージャー病）において血管新生を誘

導し虚血症状を改善するが侵襲が大きく対象が限られる。

我々は，より侵襲性の低い末梢血単核球細胞移植の末梢

動脈閉塞症に対する臨床効果について検討した。

［対象および方法］：既存の治療に抵抗性を示す重症末

梢動脈閉塞症５症例（閉塞性動脈硬化症３症例，バー

ジャー病 ２症例）を対象とした。血液アフェレーシス

により自己末梢血単核球細胞を採取し５０～１００箇所に分

割して虚血肢に移植した。症例ごとに細胞移植の治療効

果および安全性の検討を行った。

［結果］：１症例あたり平均９．２×１０９個の単核球細胞を

局所に移植した。５症例中４症例において安静時疼痛や

しびれなどの自覚症状の改善を認め，閉塞性動脈硬化症

１症例においては移植後に歩行距離が著明に延長した

（１６０mから９１５m）。さらに難治性潰瘍を伴うバージャー

病１症例では潰瘍の治癒を認めた。一方，明らかな有害

事象の出現はなかった。

［結語］：末梢血単核球細胞移植は重症末梢動脈閉塞症

例に対して，低侵襲かつ有効な血管新生治療となる可能

性がある。

１６．下大静脈フィルターを留置した肺塞栓症の長期予後

隅蔵 大幸，日浅 芳一，細川 忍，宮崎晋一郎，

小倉 理代，宮島 等，尾原 義和，弓場健一郎，

鈴木 直紀，高橋 健文，岸 宏一，大谷 龍治

（徳島赤十字病院循環器科）

下大静脈フィルターの留置は，肺塞栓患者における病

態の進行と再発を抑制するものとして有効と考えられて

いる。今回我々は当院における肺塞栓患者に対する永久

下大静脈フィルターの長期的な有効性について検討を

行った。

【方法と結果】下大静脈フィルターの留置が行われた肺

塞栓症例（男性１２例，女性２０例）の合計３２例の予後を追

跡した。追跡期間は平均３年で生存率及び再発率等の臨

床予後について検討した。肺塞栓症の診断は，血液ガス

分析，心電図所見，心エコー図，造影 CT，肺血流シン

チグラムにて行われた。全ての患者に対し，ヘパリン，

t-PAおよびウロキナーゼによる治療が行われた。追跡

期間中３例（９％）が，死亡した。１例は悪性症候群に

よる多臓器不全で術後１年６ヶ月で死亡した。１例は基

礎に血小板増多症があり慢性肺塞栓の増悪による右心不

全で術後５年１ヶ月で死亡した。もう１例は肺塞栓の再

発ではない心不全により術後１ヶ月で死亡した。再発例

は３例（９％）で２例に在宅酸素療法を施行された。死

亡例以外の２９例（９１％）については，抗凝固療法等の薬
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物療法で現在経過良好である。

【結論】今回の結果から，肺塞栓症に下大静脈フィルター

の留置を行うことにより，致死的な肺塞栓症の急激な進

行や再発の危険を減少させられ，長期予後の改善に有効

と考えられた。

１７．徳島高血圧・糖尿病 study第２報：メタボリック

シンドロームの保有状況と治療内容に関する検討

（徳島循環器・糖尿病ジョイントミーティング）

新谷 保実，日浅 芳一（徳島赤十字病院）

長瀬 教夫（独立行政法人国立病院機構東徳島病院）

西内 健（川島循環器クリニック）

福島 泰江（福島内科）

斎藤 憲（徳島大学医学部保健学科）

藤中 雄一，松下 隆哉 （徳島大学大学院ヘルスバ

イオサイエンス研究部）

西村 典三（JA徳島厚生連麻植協同病院）

大櫛日出郷（循環器科大櫛内科）

田村 克也（健康保険鳴門病院）

【目的】徳島県におけるメタボリックシンドローム（MS）

の罹患状況と各危険因子（高血圧，高血糖，脂質代謝異

常）の治療内容を検討する。

【方法】２００５年９～１０月に循環器・糖尿病それぞれの専

門医療機関を受診した患者のうち，循環器専門医は虚血

性心疾患（IHD）患者を，糖尿病専門医は糖尿病（DM）

患者を対象に，MS保有状況と各危険因子に対する治療

内容を調査した。

【結果】１）解析対象は循環器専門医の IHD（C群）２１６

人，糖尿病専門医の DM（D群）１８３人で，年齢６７±１２

歳，BMI２４．８±３．８kg/m２，腹 囲８９±１０cm。C群 で 年

齢が１０歳高く，男性が多かった。２）C群の IHDの内

訳は狭心症７２％，心筋梗塞３１％で，高血圧（７８％），脂

質代謝異常（５１％），高血糖（３２％）の順にMS因子の

合併が多く，５４％はMSを保有していた。D群では高血

糖（１００％），高血圧（６９％），脂質代謝異常（５１％）の

順にMS因子を保有し，MSの合併は４９％（うち IHD

合併２２％）であった。４）各危険因子の治療では，高血

圧には C群で ACEI・β-blocker，D群で ARB・α-blocker

の使用が多かった。DMには C群で非薬物治療が多く

（３４％），D群でインスリンや抵抗性改善薬の使用率が

高かった。高脂血症に対するスタチン投与は C群で多

い傾向があった。

【考察】循環器・糖尿病専門医とも主な診療患者の半数

はMSを保有し，MSが IHDの大きい危険因子である

こと，MSの構成に高血圧の関与が強いことが示された。

各危険因子に対する治療は専門により介入率や薬剤選択

に違いがあり，今後はさらに密接な診療連携が必要と考

えられる。

１８．友人との会話中に突然心肺停止（CPA）となった

若年者肥大型心筋症患者の１救命例

蔭山 徳人，藤永 裕之，藤野 敬大，宮城 亮，

斎藤 彰浩，原田 顕治，山本 隆，河原 啓治

（徳島県立中央病院循環器科）

井内 貴彦，三村 誠二（同救急救命部）

今回我々は，友人との会話中に突然 CPAとなった若

年者肥大型心筋症の１救命例を経験したので，若干の文

献的考察を加えて報告する。症例は１６歳女性。主訴は意

識消失。学校にて普段と同様に友人と会話をしていたと

ころ突然泡を吹いて倒れた。By stander-CPRを実施し，

救急隊により AED施行され AED作動により心拍再開

が確認された。当院 ER到着時には心拍再開され，収縮

期血圧：１００mmHg程度は維持されるも呼吸・循環動態

ともに不安定な状況であった。緊急冠動脈造影上は有意

な狭窄所見なく，左室造影所見および心エコー所見より

肥大型心筋症の存在が考えられた。チオペンタールナト

リウムによる鎮静・低体温療法をはじめとした脳保護療

法，極力カテコラミンは使用せずにニコランジル点滴・

アルブミン製剤投与・維持点滴の調整・カルペリチド等

にて循環動態の安定化を試みた。経過は良好で第７病日

に抜管した。MRIにて後壁基部を除いてほぼ全周性に

肥大を認め，非対称性中隔肥大（ASH）は３４mmであっ

た。ホルター心電図，遅延電位および電気生理学的検査

（EPS）では有意な所見を認めず。現在は神経学的後遺

症なし。肥大型心筋症治療ガイドラインにて High risk

groupと考えられ，今後としては電気的除細動器（ICD）

の植え込みを考慮している。

１９．重症慢性心不全に対するβ遮断薬（カルベジロール�）

至適投与の指標について

當別當洋平，日浅 芳一，隅蔵 大幸，宮崎晋一郎，
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小倉 理代，宮島 等，尾原 義和，弓場健一郎，

鈴木 直紀，高橋 健文，細川 忍，岸 宏一，

大谷 龍治（徳島赤十字病院循環器科）

【目的】今回，我々は慢性心不全に対する β遮断薬療法

の有効例を，β遮断薬投与開始前から予測できるかを検

討した。

【方法】対象は，２００３年７月９日～２００５年６月３０日まで

に当院に入院した NYHA�度以上の慢性心不全患者，
連続１０例（男／女＝１０／０）。観察期間は平均２０ヶ月間であっ

た。基礎疾患は虚血性心疾患が５例と半数を占め，他に

は拡張型心筋症，肥大型心筋症，慢性腎不全などであっ

た。

【結果】全例で特に合併症は認めず β遮断薬は導入が可

能であった。長期の観察において，３／１０例で β遮断薬

の投与を中止した。β遮断薬投与中止例では，投与開始

時の年齢が継続可能例と比較して有意に高かった（７９．３

±２．３歳対５９．３±１１．５歳，p＜０．０５）。また，投与中止例

では投与開始後に左室径の拡大を認めた（１２．０±１１．３

mm対－２．０±７．６mm,p＝０．０５）。

投与中止例における中止までの平均投与期間は６．５ヶ

月間だった。

【結論】今回の少数例における検討では年齢のみが β遮

断薬有効例の予測因子であった。β遮断薬投与開始後，

約半年間は頻繁に心エコーで左室拡張末期径などの計測

をしていくことが望ましいと考えられた。

２０．生活習慣病の発病リスクと遺伝的要因

中野 卓郎，新家 利一，佐藤 陽一，勢井 雅子，

木下 桂午，中堀 豊（徳島大学大学院ヘルスバイオ

サイエンス研究部体制御医学講座分子予防医学分野）

梅野真由美（徳島大学医学部保健学科）

近年，我国においては，ライフスタイルの欧米化に伴

う栄養の過剰摂取や，交通機関の発達による運動不足な

どの生活習慣の変化から，現代人の肥満は増加傾向にあ

る。肥満を主な要因とする生活習慣病は，このような環

境要因と，その人が持っている遺伝要因が絡み合って発

症する多因子疾患である。これまでに，数多くの肥満候

補遺伝子が同定されそれらの遺伝子多型と肥満との関連

が報告されているが，人種，民族間で結果が異なること

も多い。また，多くの研究が症例対照研究であり，その

ものについての詳しい解析は比較的少ない。そこで，我々

は２０代の若年層に着目し，体格指数（BMI）や血液生化

学データと遺伝子多型との関連解析を行っている。現在

まで UCP遺伝子やアドレナリン受容体遺伝子などの遺

伝子多型と BMI，生化学データとの関連性について研

究を行っている。今回は，その研究の一部について紹介

する。

２１．Distribution of HIV‐１Subtypes and prevalence of

Antiretroviral Drug Resistance in Treatment Na�ve

Patients in Gondar, Ethiopia

Afework Kassu，Fusao Ota，（Department of Preven-

tive Environment and Nutrition, Institute of Health

Biosciences, The University of Tokushima Graduate

School）

Masayuki Fujino，MasakazuMatsuda，（AIDS Research

Center）

Masako Nishizawa，Wataru Sugiura（National Institute

of Infectious Diseases）

Introduction：Ethiopia has been facing an epidemic of

HIV‐１subtype C, which also is the most prevalent sub-

type in the world. Introduction of antiretroviral treat-

ment into the country has awaken risk of antiretroviral

resistant virus infections. The aim of this study was to

determine the distribution of subtypes and prevalence

of drug resistance mutations in antiretroviral drug-naive

HIV‐１infected Ethiopians.

Method：Serum samples were collected from HIV‐１

infected patients in Gondar, Northwest Ethiopia. HIV‐１

RNA was extracted and the regions encoding Gag p１７,

protease（PR）, reverse transcriptase（RT）and Env C２V３

were amplified by RT‐PCR and sequence analyses were

performed. HIV‐１ subtypes were determined by p１７

and C２V３sequences, and drug resistance mutations in

the PR and RT genes were determined according to the

IAS‐USA drug resistance chart.

Results：A total of ninety two patients with a mean age

of３１．５years（range１６５７years）were successfully analyzed.

The majority（６２％）were females. Ninety patients（９７．８％）

were infected with subtype C, one（１．１％）with subtype

A, and one（１．１％）with subtype D HIV‐１. Regarding
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antiretroviral resistance, multi‐nRTI resistance（V７５I）

was found in one patient（１．１％）. Two patients（２．２％）

harbored mutation G１９０A which confers nevirapine

resistance. No subject displayed major resistance muta-

tions in protease gene, however, L１０I, K２０R, M３６I and L

６３P mutations were observed in２．２％,９．８％,９５．７％

and２０．７％, respectively, of the patients.

Conclusion：Our study demonstrated that subtypeC is the

major subtype in Northwest‐Ethiopia followedby subtypes

A and D. It also revealed the presence of drug resistance

related mutations and polymorphisms in the HIV‐１

isolates from antiretroviral treatment‐naive individuals.

These warrant the need for routine monitoring of drug

resistance mutations in the circulating viruses since such

mutations could lead to rapid treatment failure and

development of drug‐resistant HIV‐１in individuals un-

dergoing antiretroviral chemotherapy.

２２．Serum Level of Trace Elements and Vitamin A in

Healthy Vietnamese Adults

Nguyen Van Nhien，Afework Kassu，Thi Mai Huong，

Fusao Ota（Department of Preventive Environment

and Nutrition, Institute of Health Biosciences, The

University of Tokushima Graduate School）

Cong Khan，Nguyen Xuan Ninh，Junko Motonaka

（Nat. Inst. Nutr., Hanoi, Vietnam Dept. Chem. Scien.

Technol. Fac. Engin., Univ. Tokushima, Japan.）

Background and Aim：Micronutrient deficiency is a

serious public health problem in most developing

countries. This study was aimed at assessing the levels

of vitamin A, selenium, zinc, copper, iron and indicators

of iron status in the sera of healthy Vietnamese.

Subjects and Methods：Blood was collected from

apparently healthy adult Vietnamese living in the mid-

land of Northern Vietnam and serum was separated

conventionally. Hemoglobin（Hb） concentration was

measured by the cyanmethemoglobin method. Concen-

trations of ferritin（SF）and retinol in the sera were

determined by ELISA and HPLC, respectively. The

levels of copper（Cu）, zinc（Zn）, selenium（Se）and iron

（Fe）were quantitated by using an inductively coupled

plasma mass spectrometer（ICP‐MS）.

Results：One hundred twenty three subjects（５１males

and７２ females）with an age range of２０ to６０ years

were involved in the study. Males were taller and

heavier than females（５２．６kg and１６１．８cm vs４４．３kg

and１４９．６cm）. The mean serum concentrations of Cu,

Zn, Fe, and Se were１０６．９４,１１４．６５,１４．７２and１９４．５６µg／

d, respectively. The levels of Se（１５．７９µg／dL）and Fe

（２４８．７０µg／dL）levels in males were significantly higher

than those in females（１３．９７ and１５６．２２µg／dL）,（P＜

０．００１）. No significant differences were found between

the serum level of Cu and Zn in both sexes. The mean

serum vitamin A level was２．０６µmol／L. It was signifi-

cantly higher in males（２．５９µmol／L）than in females

（１．６８µmol／L）,（P＜０．００１）. Hb and SF were１２７．８g／L

and４７．６µg／L, respectively, and were significantly dif-

ferent by sex（１３９．５g／Land７４．９µg／L inmales vs１１９．５g／L

and３４．６µg／L in females, P＜０．００１）．There was any

significant correlation between the level of vitamin A

and those of Fe（R＝０．２０１, P＜０．０５）, SF（R＝０．３５３, P＜０．０１）,

Hb（R＝０．３６７, P＜０．０１）.

Conclusions：This study provides an important baseline

information on the serum concentrations of micronutri-

ents and also as an indicator of Fe status in healthy

adult Vietnamese. The data has a far reaching implica-

tion in the health and nutritional status of Vietnamese

people, though further studies are required to substanti-

ate the findings.

２３．Tリンパ球 Hypoxia Inducible Factor‐１の生体内機能

冨田 修平，小野純一郎，Mustafizur Rahman，

平井 宗一，高濱 洋介（徳島大学ゲノム機能研究セン

ター遺伝子実験施設）

生体内では，場所により酸素分圧は異なり，とりわけ

血球細胞は，脈管系を介してその激しい酸素分圧変化に

常に暴露されつつ機能している。たとえば，炎症部位に

おける活性化 T細胞は，局所的な低酸素環境下で機能

発現することが報告されている。転写調節因子 HIF‐１

は，様々な標的遺伝子を制御することにより，エネルギー

代謝，血管新生，アポトーシス，細胞増殖など，生体内

での低酸素ストレス回避に必須の役割を担っている。
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我々は T細胞系譜特異的 HIF‐１α遺伝子の欠失マウス

を作製し，その表現型を解析することにより T細胞の

免疫応答における HIF‐１の機能を解析した。Lck/CreTg

マウスを用いて T細胞系譜特異的に HIF‐１a遺伝子を

欠失させた。本変異マウスを利用した培養細胞系実験で

は，T細胞の活性化，IL‐２産生，増殖応答に機能の減弱

は観られなかった。しかしながら，これらマウスを用い

た個体実験では，ConA投与による肝臓組織のリンパ球

浸潤及び組織破壊が軽減されているとともに，SEB投

与による Vβ８T細胞集団特異的な増減応答の著明な低

下がみられた。以上の結果から，生体内での T細胞の

免疫応答に HIF‐１が関与していることが示された。

２４．脳発達期エタノール曝露による概日リズムの同調障害

坂田ひろみ，太田 健一，澤田 和彦，福井 義浩

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生

発達医学講座機能解剖学分野）

勢井 宏義（同情報統合医学講座統合生理学分野）

妊娠中の飲酒に起因する出生児の発達障害（Fetal

Alcohol Spectrum Disease ; FASD）は，米国において

は原因が明らかな発達障害の中で，発生頻度の高いもの

の１つとして注目されている。FASDで観察される脳

機能障害には学習障害や多動，協調運動障害がある。我々

は FASDでしばしば認められる睡眠―覚醒や摂食行動

パターンの異常に着目し，その根底に概日リズム異常の

存在を疑った。そこで今回，胎生期アルコール曝露ラッ

トにおける概日リズムとその同調機能，および視神経の

形態学的観察を行った。

妊娠SDラットに２．５～５％（w/v）のエタノール（EtOH）

を含む液体飼料を妊娠１０日から２０日まで投与した。出生

仔（８～１０週齢）の深部体温の概日リズムを種々の明暗

環境下で観察したところ，EtOH曝露群における１２h／１２

hの明暗周期下および恒常暗下での深部体温リズムに異

常は認められなかった。ところが，明暗周期を８時間前

進させた後の再同調反応，および恒常暗下で光パルスを

照射した場合の位相後退反応が対照ラットと比較して低

下していた。また，視神経の有髄線維数，特に直径の小

さい有髄線維の数が減少していることが明らかになった。

以上より，胎生期アルコール曝露は光による概日リズム

同調の障害，および光情報を伝達する視神経の形成障害

を引き起こすことが明らかとなり，FASDで見られる

行動異常との関連が示唆された。

２５．Ki‐６７標識率の観察者変動と標準化

工藤 英治，米田亜樹子，廣川 満良，佐野 壽昭

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部器官

病態修復医学講座人体病理学分野）

［目的］：腫瘍の増殖能や悪性度判定に有用な Ki‐６７標識

率の観察者間変動を明らかにし，標識率算出法の標準化

を目的に検討を行った。

［対象及び方法］：腫瘍２０例の Ki‐６７染色標本を対象に，

病理専門医１２名がそれぞれ日常的に行っている方法で３

ヶ月以上の間隔をあけて Ki‐６７標識率の算出を行い，観

察者内変動を検討した。さらに，同一方法で Ki‐６７標識

率を算出し，観察者間変動をみた。

［結果］：観察者内変動の要因の一つとして，観察と観察

との時間的間隔が長いことが挙げられたが，観察者内変

動は観察者間に比べると少なかった。実数値による観察

者間変動は非常に大きかったが，実用的な区分（５％未

満，５～１０％，１０％以上に区分）で見た場合の一致率，

集中率は高かった。観察者間変動の要因として，観察部

位，カウント細胞数，陽性細胞認識などの違いが考えら

れた。算出法を一定にした場合，CVが低くなる症例が

約半数を占め，集中度は２０症例中１３例において上昇した。

［考察］：Ki‐６７標識率の観察者変動は観察者内よりも観

察者間のほうが大きく，観察者内変動は算出法よりも観

察の時間的間隔のほうの影響が大きかった。算出法を一

定にすることは観察者変動を少なくすることに効果があ

ると考えられた。

２６．徳島大学病院遺伝相談室における患者ニーズの把握

吉田友紀子，新家 利一，中堀 豊（徳島大学病院

遺伝相談室）

徳島大学病院遺伝相談室は，社会的な遺伝相談ニーズ

の増加に応えるため，１９９９年１０月に開設された。開設以

来２００５年１２月までの約５年間で，問い合わせ件数および

相談件数の合計はそれぞれ，３６４件および２２０件であった。

これらの実績を踏まえ，今後さらに遺伝相談室の業務内

容の充実を図るために，問い合わせ内容，および２００４年

１２月に実施した本相談室評価に関する来室者アンケート
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を分析し，徳島大学病院・遺伝相談室に期待する内容，

遺伝相談室に対するイメージ等を把握した。その結果，

遺伝相談や，「遺伝」，「DNA」といった言葉とに対する

一般の理解や認識がまだ十分に普及していないことが明

らかとなった。また２００５年２月に本相談室が中心となり

院内各診療科を対象として行った，遺伝学的検査に関す

るアンケート調査により，各診療科において遺伝性疾患

とその検査の持つ意味，遺伝カウンセリング等に対する

認識にかなりの差があることが分かった。

最近のヒト遺伝性疾患に関する情報の急速な増加に伴

い，遺伝性疾患を取り巻く状況は刻々と変化しており，

患者のニーズはこれまで以上に増えることが予想される。

今後は更に院内各診療科，他院，保健所等の関連機関と

の連携を深め，患者ニーズに応えるべく，遺伝相談に対

する知識の普及・充実を図っていく必要があると考えて

いる。
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