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総合研究奨励賞（結城賞）

Hiraki T, Kamegawa T, Matsuno T, Sakurai J, Kirita 
Y, Matsuura R, Yamaguchi T, Sasaki T, Mitsuhashi 
T, Komaki T, Masaoka Y, Matsui Y, Fujiwara H, 
Iguchi T, Gobara H, Kanazawa S：Robotically 
Driven CT-guided Needle Insertion：Preliminary 
Results in Phantom and Animal Experiments. 
Radiology （2017） 285, 454-461.

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　放射線医学
平 木 隆 夫　

　CT透視下において病変に針を穿刺して行う IVR（以下，
CT透視下 IVR）には，肝，腎，肺など四肢・体幹部のが
んの治療が可能なアブレーション（ラジオ波治療，マイク
ロ波治療，凍結治療など）や生検，ドレナージ，術前マー
キング留置などがある．低侵襲，短時間かつ安価で行える
ため臨床上ニーズが高いが，術者はCT装置の近くで手技
を行うため被曝するという欠点がある．
　今後，医療分野における人工知能やロボットの普及は不
可欠と思われる．実際に手術用ロボットであるダ・ヴィン
チは，先進国において急速に普及しつつある．我々は，平
成24年より岡山大学医学部放射線科，岡山大学工学部およ
び岡山の民間企業との医工連携・産学連携でCT透視下
IVR用の遠隔操作型針穿刺ロボットの開発を開始した．日
本医療研究開発機構委託事業「医療機器開発推進研究事業」
にて臨床応用可能な第 3世代ロボット（Zerobot®）を平成
28年 3 月に完成させた．本研究は，Zerobot® を用いた初め
ての針穿刺精度検証試験である．
　まずファントムにおいて，ロボットを用いた穿刺と用手
穿刺の精度の同等性試験（同等マージン：1.0㎜）を行っ
た．19G 生検導入針を用いてCT透視下に各群18回ずつ穿
刺を行った．ロボット穿刺および用手穿刺の平均精度は1.6
㎜および1.4㎜であり，有意な差はなかった（P＝ .42）．穿
刺時間，CT透視時間，ファントムへの放射線被曝におい

ても両群間で有意な差はなかった．術者への被曝は，用手
穿刺では平均5.7µSv であったのに対して，ロボット穿刺で
は常に 0 µSv であった（P＜ .001）．
　次にブタを用いた動物試験を施行した．ロボットを用い
た針穿刺（19G もしくは17G 生検導入針）を肝，腎，肺，
臀筋の各々 5回ずつ行った．ロボットを用いた針穿刺はい
ずれの部位でも実行可能であり，平均精度は3.2㎜であっ
た． 3 つの軽度の合併症がみられたが，ロボットとの関連
はなく，針穿刺に伴うものと思われた．
　本研究にて，Zerobot® は術者が被曝することなく，用手
穿刺と同等の精度で穿刺できることが示された．また生体
内でも安全かつ正確に針穿刺可能であることが示された．
そこで我々は平成30年 4 月より CT透視下生検における
Zerobot® の臨床試験（First-in-Human� Trial）を開始して
いる．

Wake H, Mori S, Liu K, Morioka Y, Teshigawara K, 
Sakaguchi M, Kuroda K, Gao Y, Takahashi H, 
Ohtsuka A, Yoshino T, Morimatsu H, Nishibori M：
Histidine-Rich Glycoprotein Prevents Septic Lethality 
through Regulation of Immunothrombosis and 
Inflammation. EBioMedicine （2016） 9, 180-194.

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　薬理学
和 氣 秀 徳　

　敗血症は，感染による炎症に伴い，全身性に血管内免疫
血栓形成が進行し，多臓器不全や敗血症性ショックといっ
た重篤な状態へと進行する病態であり，未だ，ICU におけ
る死因第一位である．しかしながら，今現在，敗血症に特
異的で有効な治療薬は存在しない．
　一方，histidine-rich� glycoprotein（HRG）は，主に肝臓
で産生される血漿タンパク質で，ヒト血漿中に高濃度（約
1 µM）存在する．HRGは様々なリガンドと結合すること
が知られており，その結合性より，凝固・線溶系，免疫系，
細胞処理系，血管新生等への関与が示唆されているが，

第117回　岡山医学会総会
日　時：平成30年 6 月 2 日（土）

場　所：岡山プラザホテル

（平成30年 6 月 4 日受稿）

学会抄録岡山医学会雑誌　第130巻　August 2018, pp. 101-107

受　賞　講　演



102

HRGの敗血症病態における役割は未だ十分に明らかにさ
れていない．
　本研究では，ヒト患者敗血症病態，マウスCLP敗血症モ
デル双方において血中HRGが著しく低下することを明ら
かにし，マウスCLP敗血症においてHRGを補充すると，
生存率の劇的な改善効果があることを明らかにした．また，
HRGは好中球の細胞形態を正球状で表面が平滑化した状
態に保つ作用があり，微小循環での好中球の通過性をスム
ーズに保ち，血管内免疫血栓形成を抑制することで臓器障
害の進行を抑えることを明らかにした．
　以上の結果から，HRG補充療法は新たな敗血症治療法と
なる可能性が示唆された．

Katsuyama E, Yan M, Watanabe KS, Matsushima S, 
Yamamura Y, Hiramatsu S, Ohashi K, Watanabe H, 
Katsuyama T, Zeggar S, Yoshida N, Moulton VR, 
Tsokos GC, Sada KE, Wada J：Downregulation of 
miR-200a-3p, Targeting CtBP2 Complex, Is Involved 
in the Hypoproduction of IL-2 in Systemic Lupus 
Erythematosus-Derived T Cells. J Immunol （2017） 
198, 4268-4276.

ハーバード大学医学部
� 勝 山 惠 理　

　近年，自己免疫性疾患の病態において後天的遺伝子制御
機構としてのmicroRNA（miRNA）の重要性が注目されて
いる．今回我々は，全身性エリテマトーデス（SLE）モデ
ルマウスであるMRL/lpr マウスとコントロールマウス
（C57BL/6J）の脾臓由来CD4 陽性Ｔ細胞を用いてRNAシ
ーケンスを行うことにより SLEにおけるmiRNAの発現
異常とその機能解析を行った．
　MRL/lpr マウスではmiR-200a-3p が著明に低下してお
り，その候補遺伝子である抑制性転写因子である ZEB1，
ZEB2 と，共抑制因子であるCtBP2 は ZEB1 を除きmRNA
レベルで発現が上昇していた．ZEB1 は IL-2 抑制転写因子
である点，ZEB1 と ZEB2 は高い相同性を持つ点より，引
き続き ZEB1 を含めた ZEB2 ・CtBP2 が SLEの病態形成
の一因である IL-2 低産生能に関わるかどうかのさらなる
機能解析を行った．マウスＴ細胞株におけるmiR-200a-3p
過剰発現系では ZEB1，ZEB2，CtBP2 の mRNAは抑制さ
れ，IL-2 の発現・産生の上昇を認めた．さらに，IL-2 プロ
モーターへの直接的結合を証明するため，ゲルシフト・
ChIP 法を用いたところ，過剰発現系では IL-2 遺伝子上の
ZEB1，ZEB2，CtBP2 の直接結合は低下し，MRL/lpr 由
来 CD4 陽性Ｔ細胞では，逆に ZEB1，CtBP2 の結合の上
昇を認めた．つまり，SLE のようにmiR-200a-3p が低下し

ている状態では，IL-2 遺伝子から抑制性因子が乖離しにく
くなり，IL-2 低産生の一因につながると考えられた．
　低用量 IL-2 療法は制御性T細胞の機能を回復し，SLE
病態を改善するとして臨床試験が進んでいる．本研究は
SLEにおける IL-2 産生能における後天的遺伝子制御と新
たな転写因子との関連を示した点で重要である．またmiR-
200a-3p 発現の是正により，SLE における IL-2 療法の相乗
効果が期待できる可能性が示唆された．

Takeda T, Kozai T, Yang H, Ishikuro D, Seyama K, 
Kumagai Y, Abe T, Yamada H, Uchihashi T, Ando T, 
Takei K：Dynamic clustering of dynamin-
amphiphysin helices regulates membrane 
constriction and fission coupled with GTP 
hydrolysis. Elife （2018） 7, pii：e30246.

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　生化学
� 竹 田 哲 也　

　細胞のエンドサイトーシス（取込み）では，細胞膜が部
分的に細胞質側に陥入し，GTPアーゼであるダイナミンに
より膜が切断され，小胞が形成される．ダイナミンはBAR
ドメインを持つ蛋白質アンフィファイジンと複合体を形成
し，協調して膜変形・切断に機能するが，その詳細は不明
であった．
　本研究において我々は，電子顕微鏡と高速原子間力顕微
鏡（高速AFM）を駆使し，膜切断過程におけるダイナミ
ン-アンフィファイジン複合体の動的な構造変化を直接可
視化した．その結果，ダイナミン-アンフィファイジン複合
体がGTP加水分解に伴い複数のクラスターを形成し，ク
ラスター間で膜が切断されることを明らかにした．また，
アンフィファイジンが複合体のクラスターのサイズを調節
することによって小胞形成を増強することを新規に見出し
た．電子顕微鏡と高速AFMを用いた我々の手法により，
膜切断におけるダイナミン-アンフィファイジン複合体の
実態が解明された．
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がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）

Fujiwara M, Inagaki M, Nakaya N, Fujimori M, 
Higuchi Y, Kakeda K, Uchitomi Y, Yamada N：
Association between serious psychological distress 
and nonparticipation in cancer screening and the 
modifying effect of socioeconomic status：Analysis 
of anonymized data from a national cross-sectional 
survey in Japan. Cancer （2018） 124, 555-562.

岡山大学病院　精神神経科
� 藤 原 雅 樹　

　近年，精神障害者の健康格差が世界的な課題となってき
ており，主要な死因の 1つであるがんにおいても注目が高
まっている．重要な二次予防であるがん検診に関しても，
海外ではうつや不安などの心理的苦痛を抱える者はがん検
診受診率が低いことが報告されており，公衆衛生上の課題
として認識されている．それに対し，わが国では心理的苦
痛とがん検診受診との関連についての報告がない．そのた
め，統計法第36条に基づき，厚生労働省から平成22年国民
生活基礎調査の匿名データ（Ｎ＝93,730）の提供を受けて，
K6 によって評価した重度の心理的苦痛と過去 1 年間の大
腸・胃・肺がん検診受診，過去 2年間の乳・子宮頸がん検
診受診との関連を横断研究デザインにて調査した．その結
果，重度の心理的苦痛を抱える者はそうでない者と比較し
て，過去 1年間に大腸・胃・肺がん検診を受診したものが
有意に少なかった．また，教育歴，婚姻状況，就労状況に
よって心理的苦痛とがん検診受診との関連に違いがあるか
を解析したところ，教育歴が有意な修飾効果を有し，教育
年数が相対的に短い場合に，重度の心理的苦痛ががん検診
未受診と関連した．

Otani Y, Ichikawa T, Kurozumi K, Inoue S, Ishida J, 
Oka T, Shimizu T, Tomita Y, Hattori Y, Uneda A, 
Matsumoto Y, Michiue H, Date I：Fibroblast growth 
factor 13 regulates glioma cell invasion and is 
important for bevacizumab-induced glioma invasion. 
Oncogene （2018） 37, 777-786.

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経外科学
� 大 谷 理 浩　

　悪性グリオーマは，高い浸潤，増殖，血管新生能を特徴
とする，予後不良な疾患である．我々は，これまで 2種類
の浸潤性グリオーマ細胞（J3T-1，J3T-2 ）を使用し，浸
潤関連遺伝子の探索を行ってきた．今回，網羅的解析を行
い，新たに同定した fibroblast�growth�factor13（FGF13）
について検討を行った．

　FGF13は，ヒト正常アストロサイトと比較し，グリオー
マ細胞株，グリオーマ幹細胞，ヒトグリオーマ組織で発現
上昇していた．組織内では浸潤境界において主に発現し，
細胞内では細胞骨格であるチューブリンとの共局在が確認
された．RNAi を用いて FGF13を抑制したグリオーマ細胞
株およびグリオーマ幹細胞を作成した結果，in�vitro，in�vivo
共に FGF13抑制群において浸潤能は低下し，担脳腫瘍マウ
ス生存期間の延長が認められた．グリオーマ細胞をチュー
ブリン阻害薬で処理すると安定化チューブリンの発現が低
下したが，FGF13を過剰発現した細胞では安定化チューブ
リンの発現低下は抑制され，FGF13は細胞骨格であるチュ
ーブリンを制御している可能性が示唆された．FGF13は抗
血管新生薬である bevacizumab によって誘導される細胞
浸潤にも関与しており，FGF13をノックダウンすることで
これを抑制できた．
　以上より，FGF13はグリオーマ浸潤に関与する遺伝子で
あることを新たに同定した．

Sakae H, Kanzaki H, Nasu J, Akimoto Y, Matsueda 
K, Yoshioka M, Nakagawa M, Hori S, Inoue M, Inaba 
T, Imagawa A, Takatani M, Takenaka R, Suzuki S, 
Fujiwara T, Okada H：The characteristics and 
outcomes of small bowel adenocarcinoma：a 
multicentre retrospective observational study. Br J 
Cancer （2017） 117, 1607-1613.

岡山大学病院　消化器内科
� 榮 　 浩 行　

　原発性小腸癌は，全消化管腫瘍の 1 ～ 2 %と稀な疾患
で，多くは進行期に発見され予後不良で，その臨床的特徴
はいまだ十分に明らかになっていない．我々は，原発性小
腸癌の臨床的特徴を明らかにすることを目的として，2002
年 6 月から2013年 8 月の間に，当院及び関連施設（計11施
設）で原発性小腸癌と診断された205例を対象として，その
臨床的特徴，治療成績について後方視的に検討した．
　検討の結果，空回腸癌の多くが症状出現後に進行期で発
見されていた一方で，十二指腸癌はスクリーニング目的の
上部消化管内視鏡（EGD）で発見されることが少なくなか
った．また，全生存期間に対する独立した予後不良因子と
して，PS 不良（ 3 - 4 ），CEA高値，LDH高値，Alb 低
値，診断時有症状，Stage�Ⅲ-Ⅳが抽出された．Stage�Ⅳ患
者54例のうち，原発巣切除，化学療法，遠隔転移に対する
局所治療の全てが行われた集学的治療群が10例（18.5％）
で，化学療法単独群，BSC 群と比べ，生存期間は有意に長
かった（集学的治療群36.9か月，化学療法群12.3か月，BSC
群5.9か月）．
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　本研究の結果から，検査理由に関わらず，EGDを施行す
る際には，十二指腸腫瘍の発見も念頭におき，十二指腸も
注意深く観察することが望ましいと考えられた．また，進
行小腸癌の予後は不良であったが，遠隔転移に対する局所
治療も含めた集学的治療が，進行小腸癌の予後を延長する
可能性が示唆された．

脳神経研究奨励賞（新見賞）

Fu L, Liu K, Wake H, Teshigawara K, Yoshino T, 
Takahashi H, Mori S, Nishibori M：Therapeutic 
effects of anti-HMGB1 monoclonal antibody on 
pilocarpine-induced status epilepticus in mice. Sci 
Rep （2017） 7, 1179.

香港科技大学生命科学研究科
� 富　　　麗　

　High�mobility�group�box-1 （HMGB1）は，脳卒中，脳
外傷，アルツハイマー病などの多くのCNS障害に関与す
る，組織障害関連分子パターン（damage-associated�
molecular�pattern：DAMP）の代表と現在認識されている． 
しかし，HMGB1 と epileptogensis との関係についての論
文報告はほとんどない．本研究では，抗HMGB1 抗体治療
がてんかん発作そのものに加えて，重症のてんかん症状に
おけるBBB崩壊および炎症反応を緩和できるかどうかに
焦点を当てて検討した．
　マウスの急性てんかん発作モデルを確立するためにピロ
カルピンとメチルスコポラミンを使用した．実験の結果，
以下の知見を得た．
1 ．ピロカルピンによって誘導されたHMGB1 移動と BBB
の透過性亢進は抗HMGB1 単クローン抗体（mAb）治療
によって抑制された．
2 ．海馬および大脳皮質におけるMCP-1，CXCL-1，
TLR-4，および IL-6 などの炎症関連因子のmRNA発現
は，抗HMGB1 mAbによって強く抑制された．さらに
海馬領域における IL-1βタンパクの発現とミクログリア
とアストロサイトの活性化は，抗体投与によって著明に
抑制された．
3 ．HE染色およびTUNEL染色によって，抗HMGB1�
mAb 処置後に海馬領域においてアポトーシス細胞が減
少し得ることを示した．
4 ．ラシーン段階 5 の発症および潜伏期は，抗HMGB1�
mAb 群において有意に抑制ならびに延長された．
　これらの結果は，抗HMGB1 mAbが神経細胞HMGB1�
の細胞核から細胞外への移動を減少させるとともにBBB
透過性を抑制し，炎症関連因子の発現を抑制することを示
している．これらの効果は神経細胞アポトーシスおよびラ

シーン段階 5 発作発症を防ぐことにつながると推定され
る．抗HMGB1 mAb治療は，てんかん治療において新た
な有望な治療法となり得る．

Mizuki Y, Takaki M, Sakamoto S, Okamoto S, 
Kishimoto M, Okahisa Y, Itoh M, Yamada N：
Human Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor 
11 （ARHGEF11） Regulates Dendritic Morphogenesis. 
Int J Mol Sci （2016） 18, pii：E67.

下関病院
� 水 木 　 寛　

　ヒトRho グアニンヌクレオチド交換因子（ARHGEF）
11蛋白は，脳内に広く分布し，Rho ファミリー低分子量Ｇ
蛋白（Rho�GTPase）のサブファミリーRhoAを特異的に活
性化する．我々は先行研究において，ARHGEF11遺伝子多
型の組み合わせが日本人における統合失調症の発症に関連
していることを報告したが，その遺伝子産物である
ARHGEF11蛋白が統合失調症の病態，特にシナプス可塑性
にどのように寄与しているかは未解明であった．ラット大
脳皮質神経細胞を用いてARHGEF11がスパイン形態形成
に関わることを調べた．ARHGEF11がシナプトソーム（神
経終末）分画に存在することが示され，ARHGEF11がシナ
プスマーカーPSD95及び synaptophysin と結合することが
明らかにされた．またラット大脳皮質初代ニューロンにお
いて，ARHGEF11が樹状突起及びスパインに分布し，シナ
プスマーカーPSD95及び synaptophysin とスパイン付近で
共在することが示された．さらに，ARHGEF11蛋白過剰発
現はスパイン数を減少させることが分かった．本研究で，
ラット脳におけるARHGEF11のシナプトソームへの分
布，グルタミン酸NMDA受容体の足場蛋白である PSD95
との蛋白結合，そして樹状突起スパインへの機能を明らか
にした．本研究結果は，統合失調症におけるグルタミン酸
神経伝達異常（グルタミン酸仮説）の解明に寄与できるもの
と考える．

胸部・循環研究奨励賞（砂田賞）

Haruma J, Teshigawara K, Hishikawa T, Wang D, 
Liu K, Wake H, Mori S, Takahashi HK, Sugiu K, Date 
I, Nishibori M：Anti-high mobility group box-1 

（HMGB1） antibody attenuates delayed cerebral 
vasospasm and brain injury after subarachnoid 
hemorrhage in rats. Sci Rep （2016） 6, 37755.

福山市民病院　脳神経外科
� 春 間 　 純　

　High�mobility�group�box�1 （HMGB1）は全ての有核細
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胞の核内に存在する非ヒストン核蛋白質であり，多岐にわ
たる疾患において，障害を受けた組織の細胞核内から放出
され，炎症因子として働く．くも膜下出血（SAH）におい
ても vasospasm及び early�brain� injury に HMGB1 が関連
しているとも報告されている．今回，SAHモデルラットを
用いて，抗HMGB1 抗体による抗攣縮効果及び神経保護効
果について研究を行った．雄性 SDラットに尾動脈から採
取した自己血を大槽に注入し，抗HMGB1 抗体を SAHモ
デル作成後，5 分後と24時間後に 1㎎/㎏ずつ静脈内投与し
た．本研究では対照群には control� IgG を投与し，SHAM
群を合わせ 3群に分けて検討を行った．Vasospasm評価と
して，SAH後48時間に computed�tomographic�angiography
（CTA）で脳底動脈（BA）を観察し，BA平滑筋における
HMGB1 の免疫組織学的評価も施行した．その他，BAに
おける血管収縮関連因子や炎症性サイトカインの発現評価
をRT-PCR で行い，行動学的評価として open�field�test を
応用して走行距離や平均走行速度を測定した．治療群では
vasospasmが有意に抑制されており，またBAでの血管収
縮関連因子や炎症性サイトカインの発現も有意に抑制され
ていた．BA平滑筋層において，治療群ではHMGB1 は核
内に保持されていたが，対照群では核外への translocation
が観察された．最後に治療群では走行距離及び平均走行速
度もSHAM群と同等の結果であった．SAH後の vasospasm
及び early� brain� injury に HMGB1 が関与している可能性
が示唆された．抗HMGB1 抗体投与は，抗血管攣縮効果・
抗炎症及び神経保護効果を示した．

Takaya Y, Akagi T, Kijima Y, Nakagawa K, Ito H：
Funct ional Tricuspid Regurgi tat ion After 
Transcatheter Closure of Atrial Septal Defect in 
Adult Patients：Long-Term Follow-Up. JACC 
Cardiovasc Interv （2017） 10, 2211-2218.

岡山大学病院　超音波診断センター
� 高 谷 陽 一　

　心房中隔欠損症（atrial�septal�defect：ASD）は成人期に
最も多い先天性心疾患であり，近年，カテーテル治療は低
侵襲で安全に行うことができ第一選択となってきている．
ASDはたびたび右室拡大に伴い三尖弁閉鎖不全（tricuspid�
regurgitation：TR）を併発するが，ASD閉鎖術後のTRの
長期経過は検討されておらず，高度TRを併発したASD
に対する治療戦略として，カテーテル治療だけで良いか，
三尖弁形成を含めた外科的手術が必要かは，明らかでない．
そこで，我々は，ASDカテーテル治療を施行した419例に
おいて，心エコー図検査で測定したTRの治療後の変化を，
心イベントとの関連性も含めて，検討した．
　ASDカテーテル治療前，113例で高度～中等度のTR，
306例で軽度のTRを併発していた．高度～中等度のTR併
発例において，カテーテル治療30ヵ月後，容量負荷の改善
により右室形態は縮小し，TRは有意に減少を認め，113例
中79例（70％）でTRは軽度にまで改善した．治療後も高
度～中等度のTRが残存する症例は，慢性心房細動に伴う
心房拡大が関連していた．心イベントに関して，高度～中
等度のTR併発例は 7例で心不全による入院加療を要した
が，90％以上の症例では心イベントを合併することなく経
過でき，心不全症状は有意に改善を認めた．
　本研究では，ASDカテーテル治療後，高度～中等度の
TRは有意に減少し，心不全症状も改善を認めたことから，
高度TRを併発するASDに対する治療戦略として，カテ
ーテル治療のみで十分に有効であることが示唆された．
　以上の結果から，IL-23を制御することにより，IL-23/
IL-17経路を通して肺気腫進展抑制が得られ，抗 IL-23抗体
が COPDの治療として有用であることが示唆された．
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少子高齢化社会における産婦人科のミッション
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学
� 増 山 　 寿　

　岡山大学医学部産科・婦人科学教室は，1888年に開講し
今年130周年を迎えます．これまでの歴史の中で，中国四国
地方から関西の地域医療を支えるとともに我が国の産婦人
科の教育，研究，臨床をリードする多くの指導者を輩出し
てきました．私で13代目の教授となります．先人が守り築
いた伝統を重んじながら，時代の変化やニーズを踏まえた
新たな伝統をつくっていくことが私に与えられた責務です．
　産婦人科の担当する領域は，古くは子宮頸癌をはじめ婦
人科腫瘍の治療が中心でしたが，出産が自宅分娩から施設
分娩に変わりより良い周産期管理に向けて周産期医学が進
歩しました．いまでもこの 2領域がメインであり，これま
での臓器・組織別医療からゲノム解析に基づく precision�
medicine や周産期のみではなくその後の母児の健康に関
与する preemptive�medicine がまさに導入されようとして
います．また生殖内分泌疾患の病態解明が進み治療法が発
展し，生殖補助医療技術の進歩・普及により体外受精後の
出生児が全体の 4％を占めるようになりました．さらに更
年期障害が中心であった中高年女性への産婦人科医療は，
健康長寿にむけて胎児期から高齢期まで生涯にわたりかか
わる女性ヘルスケア領域として重みを増しています．まさ
に少子高齢化社会での産婦人科のミッションは，女性の健
康を生涯に渡りサポートし，さらに健やかな次世代を育ん
でいくことにあると考えています．
　医学部教育，初期・後期研修，大学院，サブスペシャリ
ティに至る一貫した教育，持続可能な地域医療とレベルの
高い高度医療の提供に加えて，先進的な研究を推進し医学
に貢献することはアカデミアとしてもっとも重要な使命で
す．チームワークとバランスを重視し，臨床・研究・教育
そして若手の育成に一層力を入れ，伝統ある教室そして岡
山大学のさらなる発展に全力を尽くして参ります．どうか
宜しくお願いします．

血液悪性疾患に対する治療の進歩
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学
� 前 田 嘉 信　

　私の子供のころ「赤い疑惑」というテレビドラマで，ヒ
ロイン山口百恵が罹患していた白血病は不治の病として描
かれています．確かに1970年代の急性白血病の治癒率は10
％程度であり，ほぼ助かりませんでした．現在では50％に

近づき，不治の病ではなくなっています．この間，血液悪
性疾患の治療は，急性前骨髄性白血病の分化誘導剤である
レチノイド，慢性骨髄性白血病の分子標的薬イマチニブな
どそれまでの治療を大きく変える薬剤が登場してきました．
　現在，次世代シークエンサーによるゲノム解析がすすみ，
血液悪性疾患のゲノム異常が同定されました．それぞれの
ゲノム異常に合わせた薬剤が開発され，precision�medicine
の時代が訪れようとしています．また，がん免疫療法が大
きな進歩を遂げ，分子標的治療とならぶ血液悪性疾患治療
戦略における大きな柱となりつつあります．例えば，がん
に発現する抗原を認識できる抗体（CAR：chimeric�antigen�
receptor）をＴ細胞に遺伝子導入したCARＴ細胞は，直接
がん細胞を攻撃することができ，従来にない著しい効果を
発揮しています．
　また，究極の免疫療法と言えるのが患者さんの免疫シス
テムを入れ替えてしまう同種造血幹細胞移植です．ドナー
Ｔ細胞ががん細胞を認識し攻撃することにより，高い抗腫
瘍活性を発揮します．一方で，ドナーＴ細胞が患者さんの
正常組織を攻撃すれば，移植片対宿主病（GVHD）と呼ば
れる患者さんにとって有害な反応となります．我々を含む
多くの研究者がそのメカニズムを研究し近年，両者の反応
をコントロールできるようになりつつあります．
　本講演では，血液悪性疾患の治療がどのように進歩して
いるか，岡山大学が医学の進歩にどのように貢献できるか
について，現状と今後の展望をお話ししたいと思います．

これまでの軌跡と岡山大学外科について
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器・乳腺内分泌外科学
� 豊 岡 伸 一　

　2017年（平成29年） 6月 1日をもちまして，呼吸器・乳
腺内分泌外科学講座の教授職をお預かりすることになりま
した．講演では初めに私の自己紹介と本講座について，次
に，岡山大学外科について紹介いたします．
　私は1994年（平成 6年）に呼吸器・乳腺内分泌外科学講
座の前身である外科学第二講座に入局いたしました．現在，
呼吸器・乳腺内分泌外科学講座の病院における関わりとし
て，主に外科的治療を要する胸部悪性腫瘍，肺移植，乳腺
内分泌疾患の診療を担当しており，それぞれのグループで
は大学病院ならではの高度な医療と臨床研究を行っていま
す．
　研究については，「がんゲノム医療」で知られるようにな
った「ゲノム」をキーワードに悪性腫瘍，移植に関する研

就任教授講演
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究を他の臨床講座，基礎講座と共同研究をしながら進めて
います．また，私が所属しておりました臨床遺伝子医療学
で携わったバイオバンク事業や，がんゲノム医療中核拠点
病院の組織整備の経験は，研究を含めた教室運営において
も非常に役立っています．教室は新しい体制になり「真摯」
「利他」「向上」の 3つの心構えを掲げて外科医学の発展に
貢献できるよう頑張っていく所存です．
　次に岡山大学外科について紹介いたします．岡山大学医
学部には消化器外科学（旧：第一外科），呼吸器・乳腺内分
泌外科学（旧：第二外科）心臓血管外科学の 3つの講座が
あり，それぞれの関連病院を支援して参りましたが，今後
は 3教室が岡山大学外科として，地域の外科医療をサポー
トする体制となりました．この体制のもと，外科医を目指
す若い医師が減少しているなか，それぞれのカラーを持つ
3教室が様々な形で外科の魅力を伝え，優れた外科医を育
てる努力が必要となります．これが地域の外科医療の充実
と世界をリードする岡山大学外科の持続的発展，ひいては
岡山大学の発展につながると考えます．こられの実現を私
のミッションとして職責を果たしていきたいと思います．

心臓外科の新たな展開―治すから再生へ―
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　心臓血管外科学
� 笠 原 真 悟　

　先天性心疾患における黎明期で最も有名なのがジョンス
ホプキンス大学のAlfred� Blalock が1944年に行った
Blalock-Taussig 手術である．心臓そのものを直す根治手術
ではなく姑息手術ではあるものの症状の改善は劇的であ
り，世界的に評価され今でも標準的に行われている．彼は
1,500例のこの手術を行い85％の長期成功をおさめている．
　しかしながら心臓の中の病気を修復する手術は困難を極

めた．そこに，人工心肺装置の開発とともに心臓外科の黎
明期が始まった．現在のような人工心肺を使った心臓手術
が成功したのは1953年 5 月 6 日，米国ジェファーソン大学
のGibbon 教授で18歳の心房中隔欠損症に対する開心術で
あった．
　一方わが国では当時，低体温法による直視下心臓手術の
研究，開発が盛んに行われていた．表面冷却による単純低
体温法は主として東北大学，岡山大学，広島市民病院で開
発され応用されたが，1965年からは表面冷却法に人工心肺
を加味した方法が京都大学から報告され，この方法はニュ
ージーランドのBarratt-Boyes により複雑心奇形の乳幼児
に応用された．その後Boston 小児病院のCastaneda 教授
に開花し，この時代を境にして，医療機器の進歩もあり治
す心臓手術は現在まで進歩してきた．
　一方で治す心臓手術の影には，治すことの困難な心臓病
が増加した．この代表が心筋不全である．移植法の改正，
心臓移植，補助人工心臓により少し道が拓けてきたことは
事実であるが，日本臓器移植ネットワークの報告によると
2018年 3 月31日現在，669人の移植登録患者のうち，2 年以
上の待機患者数は331人と約半数である．
　このような状況の中で2011年から岡山大学では，世界に
先駆けて再生医療の基礎実験を開始した．心筋の再生医療
は第 2相試験までで，40人以上の子供たちに施行され，驚
くべき成果を上げている．今後は保険適応も目指した第 3
相の臨床治験が開始される予定である．これが実現すれば
1日でも早く，この夢の再生する治療が多くの子供たちや，
成人先天性患者さんにも応用され，心機能の改善とともに
通常の生活が出来るように引き続き，研究を重ねていきた
い．


