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巻頭言 
 

 野県 こども病院医学雑誌創刊にあたり 
 

                                   野県 こども病院 
                                      病院  原田順和 

 

  野県 こども病院医学雑誌の創刊号をお届けします。 
 こども病院としての医学雑誌の発刊は、かねてからの計画でありましたが、このたび、編集委員 のご尽 の末、
創刊の運びとなりましたことを、大変うれしく思っています。 
 病院における医療活動は、ともすれば臨床一辺倒に成りがちでありますが、そこに、研究心がなければ、すぐに壁
にぶつかってしまい、それ以上の進歩を望むことは困難になります。そこで、院内の題材を基に、学会発表や論文発
表を行った場合、筆頭演者、著者には、経済的な援助を行うことを制度化し、研究活動を推奨してきました。その結
果、研究発表の数はずいぶんと増加しましたが、残念ながらそれに伴った論文数が増えない状況が続いています。 
   、 野県 病院機構久保理事 からは、こども病院は臨床と研究を両 させた信州におけるメイヨクリニック
のような存在を目指すよう、助言を受けていました。 
 そこで、さらに研究活動を盛んにすべく、平成24年には、生命科学研究センターを創設し、小規模ではあるものの
院内で研究を行えるような状況を実現し、また平成28年には、遺伝子検索の最先端機器である次世代シークエンサー
を導入してきました。 
 こうした結果、診療部、看護部、医療技術部を中心に、以前に比べ研究活動が盛んになりました。しかしながら、
学会等で発表した内容を論文にして投稿するには、敷居が高く、少しでも、論文を投稿しやすい環境を作ることが必
要であると考えてきました。 
 研究発表においては、口頭や、ポスターで発表するだけでは、うたかたのごとく消えてしまい、後に何も残らない
ことは、明白であります。論文を作成することは、著者の思考過程を整理するうえでも、大変有意義なことです。実
際、病院の若い職員には、論文作成の重要性を機会ある毎に話してきました。 
日々進歩する医療の中で、病院の基本理念である“こども達のために、質が高く安全な医療を行います”を実践するに
当たり、この 野県 こども病院医学雑誌の創刊が有意義に働くことになれば、私の望むところであります。 
この医学雑誌がこれからも定期的に刊行されることを願っています。皆様方よりの、ご支援、ご鞭撻を今後とも頂く
ことができれば、幸いです。 
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原 著 
 

rRNA 遺伝子相同性解析による感染起因菌同定法の有用性 
 

久保田紀子 1)、堀内綾華 1)、日髙惠以子 1)、川上由行 2) 
 

 野県 こども病院 臨床検査科 1） 
信州大学 名誉教授/同医学部 特任教授 2) 

 
キーワード：生化学的性状、 16S rRNA 遺伝子相同性解析、28S rRNA 遺伝子相同性解析 

（受稿日：2016 年 3 月 1 日） 
 

要旨 

感染症治療のためには、感染起因菌の同定が重要である。現在一般的に臨床検査として行われている同定法は、菌
種ごとの特徴的な生化学的性状を基にした同定法である。しかし生化学的性状による同定法のみでは同定不能となる
場合がある。我々は、このような場合に rRNA 遺伝子相同性解析による同定法を導入している。2012 年から 2015 年
の間に、臨床検査として実施された菌種同定の中で、16S rRNA 遺伝子・28S rRNA 遺伝子相同性解析によって菌種
同定が可能となった 10 症例について検討した。この 10 症例は、細菌培養において純培養コロニーを形成し、生化学
的性状を基にした菌種同定試験を実施したが同定確率が低く同定不能だった症例が 2 例、生化学的性状を基にした菌
種同定試験にて菌種同定できたが、分離菌株と同定菌種の性質が一致しなかった症例が 2 例、菌種同定試薬を保有し
ていないために同定不能だった症例が 3 例、先行抗菌薬の投与等により培養陰性のため取検体からの直接 DNA 抽出
検体を解析した症例が 3 例だった。それぞれの症例で、遺伝子解析法により同定された菌種は、分離株の生化学的性
状や臨床的背景等により同定菌種の妥当性を確認できた。rRNA 相同性による菌種同定法は、rRNA 遺伝子の相同性
のみでは菌種分別できない菌種があることやデータベース登録されていない配列については同定できないことに注意
した上で用いることにより、菌種同定法の一つとして感染症診断・治療に有効に活用できる手法である。 

 

はじめに 
感染症治療の成功には、感染起因菌を適切な抗菌薬で

安全かつ効果的に暴露することが必須であり、適切な抗
菌薬選択のために感染起因菌の同定は欠くことはでき
ない。 
 現在、一般的な臨床細菌検査領域における菌種の同定
は、菌種特有の生化学的性状を基にした自動同定機器や
菌種同定キットにより行われている。これは、被検菌の
生化学的性状とデータベースにおける菌種ごとの生化
学的性状との一致率により、同一菌種である確率の高さ
を指標として同定される 1)。多くの場合、この同定方法
によって菌種は確定され感染症治療に寄与している。し

かし、ヒトの感染起因菌として分離される頻度が低い菌
種や、被検菌が典型的な生化学的性状を示さない場合な
どに同定不能となる場合がある。 

そこで、近年利用されている方法の一つが rRNA 遺伝
子配列相同性解析による菌種同定である 2-3)。現在、細菌
の分類体系は 16S rRNA 遺伝子の塩基配列によっており、
新規に菌種登録される場合には 16S rRNA 遺伝子配列の
登録が義務づけられていることから、さまざまな種類の
細菌の情報がデーターベース上に存在する。 

また、真菌の同定はコロニー形態や有形器官の形態学
的特 を基本とし、糖分解や代謝産物等の 化学的性状
を加味した同定が行われる 4)。しかし、有形器官の形態
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学的判定には熟練が必要なこと、また、細菌と同様に被
検菌が典型的な生化学的性状を示さない場合があるこ
とが真菌の同定を困難にしている。そのため、真菌の
rRNA (18S rRNA、28S rRNA)の遺伝子配列の塩基相同
性に基づいた同定法 5)が取り入れられている。 

本論文では、2012 年から 2015 年の間に、 野県 こ
ども病院において臨床検査として実施された菌種同定
の中で、rRNA 遺伝子相同性解析によって菌種同定が可
能となった 10 症例について提示し、各症例の菌種同定
の過程とその有用性について検討した。なお、本研究の
倫理的配慮については 野県 こども病院倫理委員会
により承認された(審査番号 27-55) 。 

 
方法 

1. 細菌培養 
血液培養検体は、採取した血液を BD BACTEC 好気

用/小児用/嫌気用レズンボトル(Nippon Becton Dickin-
son、東京)に添加し、自動血液培養装置 BD BACTEC 
FX(Nippon Becton Dickinson)に装填し、35℃での振盪
培養を行った。BD BACTEC FX にて細菌の増殖が検知
されたボトルの内容液を血液培養陽性検体とし、5％羊
血液寒天(Nippon Becton Dickinson)、チョコレート寒
天培地 (Nippon Becton Dickinson)、ドリガルスキー寒
天培地(Nippon Becton Dickinson)に塗布し、5％羊血液
寒天とチョコレート寒天は 5％CO2 炭酸ガス培養、ドリ
ガルスキー寒天培地は好気環境下にて 35℃で 2 日から 7
日間の培養を行った。また、感染創部拭い液、膿瘍、組
織片、髄液検体は、血液培養陽性検体と同一条件にて 5％
羊血液寒天培地、チョコレート寒天培地、ドリガルスキ
ー寒天培地での培養を行った。真菌培養には、サブロー・
デキストロース寒天培地(Nippon Becton Dickinson)を
用い、30℃好気環境下にて培養した。 

 
2．染色 

グラム染色は neo B&M Wako (和光純薬、大阪)にて
実施し、チールネルゼン染色は Tb-color (Merck Milli-
pore、Billerica)を用いた。キンヨン染色はチールネルゼ
ン染色の脱色液を 1%硫酸エタノールに変えた手順で実
施した。ラクトフェノールブルー染色はラクトフェノー
ルブルー染色液(Merck Millipore)を用いた。 

3．生化学的菌種同定 
グラム陽性球菌については Pos Comb 3.1J パネル
(Beckman Coulter, Inc., Brea)を用いて、全自動細菌同
定薬剤感受性測定装置 MicroScan WalkAway 40 plus 
(Beckman Coulter, Inc.)を使用して菌種同定を行った。
また、必要に応じて ID テスト SP-18 「ニッスイ」(日
水製薬、東京)、API20 strep (SISMEX bioMerieux Co., 
Ltd., Lyon)による追加試験を行った。 
Neisseria 属菌の生化学的同定には ID テスト HN-20
ラピッド「ニッスイ」(日水製薬)を使用した。 

 
4．分子生物学菌種同定 

DNA 抽出：菌株は滅菌蒸留水にて 0.5McF に混濁
し、200μl を使用した。穿刺髄液検体は 200μl を、膿
瘍と組織片はそれぞれ少量を分取し、QIAamp DNA 
Mini Kit (Qiagen, Hilden) の手順書に従って DNA
を抽出した。 
PCR: 表 1 に示したそれぞれの標的遺伝子に対する

プライマーセットと QIAGEN Multiplex PCR Kit 
(Qiagen)を用い、30 サイクルの増幅反応を行った。各
反応のアニーリング温度を表 1 に示した。 
ダイレクトシークエンス: 特異的 PCR 産物をゲルか
ら切り出し、QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen)
を用いて DNA を精製した。 
精製 DNA をテンプレートとし、DTCS quick start 
master mix kit (Beckman Coulter Inc.) を用いたシー
クエンス反応後、CEQ 2000XL DNA analysis system 
(Beckman Coulter Inc.)にて一本鎖 DNA 塩基配列解
析を行った。 
相同性解析：得られた DNA 配列は 
Ribosomal Database Project databases 
(http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp) 、 
blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) による配列相
同性解析 6)を行い、一般細菌は 98.7%以上の相同性
を示す菌種 7)を、真菌は 99％以上の相同性を示す菌
種 8)を同一種とした。 
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結果 
生化学的性状による同定法では同定確率が低く同定

不能だった症例が 2 例、同定菌種名と分離株との性状に
不一致を認めた症例が 2 例、系統立った生化学的同定試
薬が存在しないために生化学的同定検査が行えなかっ
た症例が 3 例、菌株の発育が認められず菌株コロニーの

生化学的同定検査が行えなかった症例が 3 例、計 10 症
例について rRNA 遺伝子相同性解析を実施した。表 2 に
各症例のまとめを示した。 
症例 1：2 歳男児、繰り返す臍部感染症。臍部炎症にはゲ
ンタマイシン軟膏が処方されたものの、2 週間の加療で
は症状の改善は認められず、臍炎症部拭い液の細菌培養

表１ プライマー配列とアニーリング温度

表 2 症例一覧

CRBSI: Catheter-related blood stream infection  
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検査を行った。 
検出された菌株は、カタラーゼ反応陰性で、発育の遅

い、small-colony を呈するグラム陽性球菌だった。図 1 
(1)にコロニー所見、グラム染色所見を示した。  

MicroScan WalkAway 40 plus Pos Comb 3.1J パネル
(W/A 3.1J)、 API20 strep での生化学的同定法では同定
不能だった。1472bp の 16S rRNA 遺伝子相同解析では
E. faecalis (Accession No. DQ411814)に 100％の相同
性を示した。我々は、本株がオレイン酸に栄養要求性を
示すことを発見し、オレイン酸添加培養により発育した
正常復帰株について W/A 3.1J と API20strep による生化
学的同定を行い、16S rRNA 遺伝子相同解析と同一の 
E. faecalis の同定結果を得た 9)。 
症例 2：14 歳男児、ペースメーカーリード感染症。リー
ドポケット内拭い検体より、大小不同を呈し溶血性を示
さない、白色コロニーを形成するコアグラーゼ陰性ブド
ウ球菌様カタラーゼ陽性のグラム陽性球菌が検出され
た。図 1 (2) にコロニー所見とグラム染色所見を示した。
W/A 3.1J 、SP-18 による生化学的同定法では同定不能
だった。570bp の 16S rRNA 相同性解析により、 
Staphylococcus lugdunensis (Accession No. AB009941)
に 100％の相同性を示した。 
症例 3：7 歳男児。カテーテル関連感染症。1 2 か月続
く間歇的な発熱と皮膚紅斑を主訴に来院。静脈血、6 年
間留置されたブロビアックカテーテルの逆血から血液
寒天、チョコレート寒天培地では溶 性を さない  

コロニーを形成し、ドリガルスキー乳糖加寒天培地では
小白濁コロニーを形成したグラム陽性球菌が検出され
た。発育コロニー所見とグラム染色所見を図 2 (1)に示し
た。 
 W/A 3.1J では Micrococcus sp.と同定されたが、分離
菌株は硝酸塩還元試験陽性で、Micrococcus sp.の性状 10)

とは矛盾した。16S rRNA 遺伝子 1434bp の相同性解析で
は、Kocuria marina (Accession No. FJ789660)に 100％
の相同性を示した。生化学的性状はカタラーゼ(-)、オキ
シダーゼ(-)、尿素分解(+)、硝酸塩還元(+)、15％NaCl 下
培養での発育(+)、グルコース、ラクトース酸化分解(-)を
示し、K. marina の性状と一致 11)した。 
症例 4：9 歳男児、胆管炎。静脈血より検出されたグラム
陰性の球桿菌は、溶血性のないわずかに光沢を認める白
色コロニーを形成した(図 2 (2))。生化学的性状を基にし
た ID テスト HN-20 による同定では 99％以上の確率で
Moraxella atlantae と同定されたが、NaCl 0％の Nu-
trient broth での発育を認め、M. atlantae の性状とは一
致しなかった。1434bp の 16S rRNA 遺伝子相同性解析で
は、Moraxella osloensis (Accession No. AB643591)に
100 ％ 、 Enhydrobacter aerosaccus (Accession No. 
AJ550856)に 99.5％の相同性を示した。E. aerosaccus は
遅発育で、硝酸塩還元テスト陽性を示すことから、分離
株とは生化学的性状が異なっていた。これらの結果から
総合的に判断し、分離株を M. osloensis と同定した 12)。 

図 1 コロニー所見とグラム染色所見
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図２ コロニー所見とグラム染色所見

症例 5：10 歳男児、カテーテル関連感染症。静脈 、 
期留置された中心静脈カテ逆血ともに Staphylococcus 

hominis と真菌の発育が認められた。サブロー寒天培地
にて作成した真菌のジャイアントコロニー所見とラク
トフェノールブルー染色像を図 3 に示した。形態所見か
らは同定不能であり、真菌の 18S rRNA と 5.8S rRNA の
間の ITS1 領域、28S rRNA 上の D1/D2 領域に対する遺
伝子相同性解析を行った。検出された真菌は ITS1、
D1/D2 両領域ともに Aureobasidium pullulans (Acces-
sion No. AY213693.1)と 100％の相同性を示した。被検

菌の形態学的所見は A. pullulans に一致していた 13)。   
症例 6：23 歳男性、カテーテル関連感染症。 期留置さ
れた中心静脈カテ逆血検体から、菌体の分岐のない、束
状の集塊を形成するグラム染色難染の陽性桿菌が検出
された。チールネルゼン染色陰性、キンヨン染色陽性の
染色所見を示した(図 4)。発育したコロニーは、淡  で
皺のあるラフ型コロニー所見を示した (図 4)。1418bp の
16S rRNA 遺伝子相同性解析により、Tsukamurella  

inchonensis (Accession No. AF283281)、Tsukamurella 

tyrosinosolvens (Accession No. AF254699)に 99.9%の
相同性を示した。42℃好気環境下での発育が認められ、
エスクリン分解能(+)、尿素分解能(+)を示したことから、
T. inchonensis と同定した。 

図 3 症例 5 Aureobasidium pullulans ジャイ 
アントコロニー所見とラクトフェノールブルー 
染色所見  

図 4 症例 6 Tsukamurella inchonensis コロニー所見と染色所見 
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症例 7：6 歳女児、VP シャント腹腔カテーテル周囲膿瘍
を伴った VP シャント感染症。穿刺髄液の直接グラム染
色では多数の新鮮な白血球を認めるも、明らかな菌体は
認められなかった(図 5)。穿刺髄液、カテーテル周囲膿瘍
検体それぞれより、培養開始 3 日後に 5％羊血液寒天培
地上に光沢のある微小なコロニーの発育が認められた
(図 5)。コロニーのグラム染色では菌体が確認できずグ
ラム染色不染性と判定した。培養コロニーの 1324bp の
16S rRNA 遺伝子相同性解析により、Mycoplasma hom-
inis (Accessin No. AF443616)に 99.9％の相同性を示し
た。培養コロニー所見、グラム染色所見に矛盾しない結
果だった。 
症例 8：日齢 5 の男児、化膿性髄膜炎。前医で、日齢 3 に
感染兆候を認め、ampicillin 投与後、当院へ搬送された。  

髄液直接塗抹検査では多数の新鮮な白血球を認めた
が、明確な菌体所見を認めず、わずかにグラム陽性球菌
の貪食像を疑わせる白血球を認めた(図 6 (1))。培養検査
では発育コロニーは得られなかった。 
 穿刺髄液から直接抽出した DNA をサンプルとした

16S rRNA 遺伝子配列解析により、Streptococcus agalac-
tiae (Accession No. AB023574)と 100％の相同性が確認
された。日齢 3 の early onset 感染症であること、穿刺髄
液の直接グラム染色像で認められた菌体と考えられる
所見が S. agalactiae に矛盾しないことから菌種同定に
関する臨床的妥当性は高いと考えられた。 
症例 9：1 歳女児。化膿性髄膜炎、発熱、炎症反応の上昇
を認め、cefotaxime が投与された。抗菌薬投与後採取の
穿刺髄液直接グラム染色で、多数の白血球を認めたが、
明らかな菌体は認められなかった(図 6 (2))。培養検査で
は発育コロニーは得られなかった。穿刺髄液より直接抽
出した DNA による 16S rRNA 解析にて Haemophilus 
influenzae (Accesstion No. AY613532)に 460bp での
100％相同性を示した。同一の DNA をサンプルとして、
H. influenzae 全般に対する特異的 PCR と、H. influen-
zae type b 特異的な PCR を実施し、H. influenzae に
陽性、H. influenzae type b 陰性の結果が得られた。Cefo-
taxime による治療効果が認められること、ヒブワクチン
接種済みであることから妥当性があると判断した。 
症例 10: 2 歳男児、頸部感染性腫瘤。精査目的の腫瘤切 
除検体の細菌培養結果では、Eikenella corrodens、
Streptococcus constellatus、偏性嫌気性グラム陽性球菌
が検出された。病理診断標本にて大きな桿菌様構造が認

図 5 症例 7 Mycoplasma hominis コロニー所見と穿刺髄液直接グラム染色

図 6  穿刺髄液グラム染色所見
図 7 症例 10 頸部腫瘤組織 HE 染色像 

○部：放線菌膿瘍部 
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められ、放線菌類による感染の可能性が指摘された。図
7 に病理診断標本の HE 染色像を示した。切除された生
組織より DNA を抽出し、放線菌目を標的とした 16S 
rRNA 解析により、Actinomyces odontolyticus (Acces-
sionNo. GO131411.1)に 100％の相同性を示した。この
結果を踏まえ、延 培養による A. odontolyticus の検出
を試みたが、発育コロニーは検出できなかった。 
 

考察 
感染起因菌の菌種同定は治療抗菌薬選択おいて非常

に重要である。なぜなら、第一に、最少発育阻止濃度 
(MIC：minimum inhibitory concentration)は、菌種ご
とに定められた感性(susceptible: S)、中間(Intermedi-
ate: I)、耐性(Resistant: R)の解釈基準に従って判定が
行われることで薬剤感受性結果として利用できる、す
なわちMIC値が同じでも菌種ごとにその抗菌効果は異
なる、という点による。第二に、それぞれの細菌は、菌
種特有の抗菌薬応答を有していることが挙げられる。
元来固有の抗菌薬耐性が存在する場合、例えば、
Enterococcus spp.のセフェム系薬耐性やアミノグリコ
シド系薬耐性 14)、Serratia marcescens の第一、第二世
代セフェム系薬耐性やセファマイシン系薬耐性 14)など
は菌種固有の性質であるため、菌種が同定された時点
で選択すべきでない抗菌薬が明らかになる。また、これ
までわが国では Streptococcus pyogenes に β-ラクタ
ム 薬 耐 性 菌 の 検 出 例 は 報 告 さ れ て お ら ず 15) 、
Streptococcus agalactiae の侵襲性感染症(血流感染症
や髄膜炎)からの β-ラクタム薬耐性菌分離例は存在し
ない 15)。つまり、これは MIC が測定できなかった場合
であっても、起因菌種が確定することで使用すべき抗
菌薬が決定できる場合があることを示す。 
このように、感染症治療における菌種同定の重要性は

明らかであるが、実際の臨床検査の現場では、菌種同定
ができない場合が存在する。感染症起因菌としての検出
菌が稀な菌種であることが原因で検査室に同定手法が
整っていない場合や、検出された菌株が菌種としての特
性を(部分的にではあっても)欠いている場合には菌種同
定不能となり、グラム陽性球菌(GPG：Gram Positive 
Cocci)、グラム陰性桿菌(GNR：Gram Negative Rod)な
どのグラム染色所見に基づく情報と、MIC 値のみが(S、

I、R 判定のない結果が)「参考値」として報告されるこ
とになる。菌種同定できなかった場合の細菌検査結果は、
抗菌薬の選択において、貧弱な根拠にしかなりえない。 

当院では、このような場合の同定法として rRNA 遺伝
子相同性解析による同定法を導入している。今回提示し
た 10 症例のうち、生化学的性状を基にした菌種同定法
では同定不能だった 2 症例（症例 1、2）のうち症例 1 は、
オレイン酸に栄養要求性を示す Small Colony Variant
（SCV）9)であり、症例 2 は栄養要求性についての所見
は得られていないものの、SCV としての性質が観察され
た。SCV は菌種としての典型的な性状を欠き、生化学的
性状を基にした菌種同定は困難な場合が多いため、16S 
rRNA 遺伝子相同性解析による同定が有効 16) である。
Morelli らは Cystic fibrosis 患者での Staphylococcus au-
reus SCV 分離率が 12.6％17)、Kahl らは 49.1％18)だった
と報告しており、SCV の検出頻度は決して低くはないた
め、SCV 株の同定を 16S rRNA 遺伝子相同性解析で行う
有用性は高い。 

生化学的性状を基にした菌種同定試験にて同定菌種
が提示されたものの、分離菌株が示す性状と同定菌種の
性状が一致しなかった 2 症例(症例 3、4)は、16SrRNA 遺
伝子相同性解析結果によって提示された菌種と分離株
の性状一致を確認することで同定結果とした。症例 3 の
分離株については、分離菌株の性質を調べる過程におい
て、高アルカリ耐性を有している性状を発見し、これま
でに知られていなかった K. marina の特性として、新し
い知見を報告した 11)。症例 4 は、データベース上で分離
株と 99％以上の相同性を示す菌種として M. osloensis
と E. aerosaccus が抽出され、遺伝子配列では菌種同定
不能だった。分離菌株の性状が遺伝子配列から推定され
た M. osloensis の菌種性状と矛盾しないことを確認する
ことで菌種同定が可能となった。 

rRNA 遺伝子相同性解析による菌種同定においては、
rRNA 遺伝子配列の一致率が高いものが正しい菌種であ
ると短絡することはできない。Escherichia coli と Shi-
gella spp.、Neisseria gonorrhoeae と Neisseria menin-
gitides、Mycobacterium tuberculosisと Mycobacterium 
kansasii など、もともと 16S rRNA 遺伝子相同率が
98.7％以上である菌種の判定には 16S rRNA 遺伝子相同
性解析のみでの同定は不可能である。このような菌種の
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同定は、分離菌株の生化学的性状を正しく解析できるこ
とが重要である。 
 また、菌株の発育は認められず、採取された検体その
ものから全 DNA を抽出したサンプルを用いた 3 症例(症
例 8、9、10)については、16S rRNA 遺伝子相同性解析に
よって推定された菌種は臨床的背景やグラム染色所見
等から妥当性が高いと判断したが、菌株が得られない状
況下では、菌株のコロニー形態や生化学的特性を解析で
きないために、菌種推定の域を出ない場合もありうる。
rRNA 遺伝子相同性が高い近縁菌種であっても、治療方
針や予後予測が異なる場合もある。そのため、遺伝子配
列データのみから菌種を同定することには慎重になる
べきである。さらに、採取検体そのものからの全 DNA
検体では、複数菌種が混在している場合（サンプルのコ
ンタミネーションも含む）は検体としてふさわしくない。
この点についても十分に考慮される必要がある。 
 16S rRNA 遺伝子相同性解析にもさまざまなピットフ
ォールがあり、遺伝子配列のみですべてを決定できると
考えるのは間違いであるが、臨床細菌検査の中に新たに
加えるべき同定手法の一つとして有用である。 
 

結語 
 当院にて、およそ 3 年間に実施された遺伝子相同性解
析による菌種同定結果について振り返った。それぞれの
症例において、これまでの同定法では得ることのできな
かった情報を提供でき、起因菌の検索に有効に活用でき
た。 

遺伝子相同性解析による菌種同定法は、注意すべき点
を十分に理解した上で用いることにより、感染症診断・
治療に貢献できる手法である。 
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原 著 
 

 野県における新 児マススクリーニングの現状 
 

小野貴子 1)、竹内浩一 2)、喜多村尚子 1)、山本若葉 1)、 恵理 3)、 
荒川経子 4)、雨宮洋子 5)6)、日髙惠以子 1)、中村友彦 7) 

 
 野県 こども病院 臨床検査科 1)、総合小児科 2)、遺伝科 3)、療育支援部 4)、総合周産期  医療センター7)  
 野県健康福祉部 保健・疾病対策課 5) 
松本保健福祉事務所 健康づくり支援課 6) 

 
キーワード：新生児マススクリーニング、 タンデムマス法、先天性代謝異常症 

(受稿日：2016 年 7 月 10 日) 
 

要旨 

 野県では 2013 年 10  からタンデムマス法を含めた新 児マススクリーニング事業を 野県 こども病院で開始
し、2016 年３月までに県内で出生した新生児 42,612 名の検査を行った。その結果、精密検査の対象となった 89 名の
うち疾患と判定されたのは 49 名（アミノ酸代謝異常症１名、脂肪酸代謝異常症２名、先天性甲状腺機能低下症 45
名、先天性副腎過形成症１名）で、患者発見率 0.115%、1/870 人であった。タンデムマス法により発見される疾患は
希少疾患であるため、検査担当者とマススクリーニング担当医が連携して判定を行うことが必要である。精密検査等
の重要な連絡はマススクリーニング担当医から産科医療機関医師に直接伝え、必要に応じて保護者への連絡も行い疾
患の説明や精密検査について詳しく情報提供している。 野県の場合、県 こども病院を事業の中核医療機関として
位置付け、精密検査を行った児については全例報告を受け概要を把握している。この体制により診断された児のフォ
ローが確実なものとなった。事業については外部の代謝疾患専門医や自治体、産科医療機関を交えたマススクリーニ
ング協議会を毎年開催し評価・改善を行っている。 

 

Ｉ．はじめに 
日本における新生児マススクリーニング事業は 1977

年に開始され、フェニルケトン尿症、メープルシロップ
尿症、ホモシスチン尿症、ガラクトース血症、先天性甲
状腺機能低下症、先天性副腎過形成症の 6 疾患を対象に
実施されてきた。 野県でも 1977 年に 野県健康づく
り事業団で開始された。1990 年代に従来からおこなわれ
てきたガスリー法に代わってタンデム型質量分析計を
用いたタンデムマス法による新生児マススクリーニン
グが開発された。この方法により今までのアミノ酸代謝
異常症に加え、有機酸代謝異常症および脂肪酸代謝異常
症の 16 疾患を同時にスクリーニングすることが可能と
なった。2004 年には厚生労働省タンデムマススクリーニ 

 
ング研究班が発足し、2011 年 3 月に厚生労働省雇用均
等・児童家庭局  保健課 から都道府県・指定都市 
 保健主管部（局） に対して「タンデムマス法を い
た新生児マススクリーニング検査の導入を積極的に検
討する等適切に対応していただくようお願いする」との
通達 1)が出され全国に普及した。 野県では 2013 年 10
 から検査主体を従来の実施施設から 野県 こども
病院に移行しタンデムマス法を含めた新生児マススク
リーニング検査を開始した。今回、 野県におけるタン
デムマス法導入後の新生児マススクリーニング検査の 
現状について報告する。本論 の公表にあたり 野県  
こども病院倫理委員会に審議を申請し承認を得た。 
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II．対象 

2013 年 10 月から 2016 年３ までに 野県内の医療
機関で出生し、保護者の同意を得て新生児マススクリー
ニング検査を実施した新生児を対象とした。検体は日齢
４ ６ に採取された乾燥ろ紙 液を いた。 

 
III．対象疾患および検査方法 
 タンデムマス法による 16 疾患と従来からの３疾患（ガ
ラクトース血症、先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎
過形成症）をあわせた 19 疾患を検査の対象とした。ま
た、これに合わせてガラクトースの測定法をペイゲン法
から酵素法に変更した。移行前後のスクリーニング対象
項目および検査法を表１に示す。 
１）アミノ酸代謝異常症、有機酸代謝異常症および脂肪
酸代謝異常症 
 アミノ酸、遊離カルニチンおよびアシルカルニチンを
Neo base 非誘導体化 MSMS キット(PerkinElmer)のプ
ロ ト コ ー ル に 従 い タ ン デ ム マ ス 型 質 量 分 析 計
LCMS8040（島津製作所）で測定した。各指標項目の濃
度は、安定同位体標識内部標準を含む標準物質とろ紙血
液中の指標物質のイオン強度比から算出した。各指標項 

 
 
目の即精査基準カットオフ値を超える場合は精密検査、 
カットオフ値を超える場合は再採血を依頼した。カット
オフ値はマススクリーニング検査移行に先立ち 2013 年
６月から９月にマススクリーニング検査のために採取
されたろ紙血の一部を使用して約 3,000 件のパイロット
試験を行い、それぞれの疾患に対する値を設定した。 
２）ガラクトース血症 
 初回検査はガラクトースとガラクトース-1-リン酸を
エンザプレート GAL-R（シーメンスメディカル社）を用
いて酵素法で測定した。ガラクトースが異常高値の場合、
ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ活
性の有無をボイトラー法で確認した。ガラクトースの初
回測定値が３mg/dl 以上かつ上位５パーセントタイル以
内およびガラクトース-1-リン酸の測定値が 15mg/dl 以
上かつ上位５パーセントタイル以内の検体について再
測定をおこない、ガラクトース 10mg/dl 以上かつボイト
ラー法にて異常が見られた場合は精密検査、ガラクトー
ス３ 10mg/dl および 10mg/dl 以上かつボイトラー法正 
常の場合とガラクトース-1-リン酸 15mg/dl 以上は再採 
血とした。 

移行前 移行後

フェニルケトン尿症 ガスリー法 タンデムマス法

メープルシロップ尿症 ガスリー法 タンデムマス法

ホモシスチン尿症 ガスリー法 タンデムマス法

シトルリン血症Ⅰ型 － タンデムマス法

アルギニノコハク酸尿症 － タンデムマス法

プロピオン酸血症 － タンデムマス法

メチルマロン酸血症 － タンデムマス法

イソ吉草酸血症 － タンデムマス法

メチルクロトニルグリシン尿症 － タンデムマス法

3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸血症 － タンデムマス法

マルチプルカルボキシラーゼ欠損症 － タンデムマス法

グルタル酸血症Ⅰ型 － タンデムマス法

     脂肪酸代謝異常症

MCAD欠損症 － タンデムマス法

VLCAD欠損症 － タンデムマス法

ミトコンドリア三頭酵素欠損症 － タンデムマス法

CPT１欠損症 － タンデムマス法

ペイゲン法・ボイトラー法 酵素法・ボイトラー法

ELISA法 ELISA法

ELISA法 ELISA法

　　　ガラクトース血症

　　　甲状腺機能低下症

　　　副腎過形成症

検査法

     アミノ酸代謝異常症

     有機酸代謝異常症

項　　　　目

表１ スクリーニング対象項目および検査法 



 野県 こども病院医学雑誌 第 1 巻 第 1 号 2018 

14 

３）先天性甲状腺機能低下症 
 TSH をエンザプレート Neo-TSH（シーメンスメディ
カル社）を用いて ELISA 法で測定した。初回測定値
10μIU／ml 以上かつ上位５パーセントタイル以内の検
体について再測定をおこない、30μIU／ml 以上は精密
検査、10 30μIU／ml の場合は再採血とした。 
４）先天性副腎過形成症 
 17-OHP をエンザプレート Neo-17-OHP（シーメンス
メディカル社）を用いて ELISA 法で測定した。直接法で
測定し、初回測定値４ng／ml 以上かつ上位５パーセント
タイル以内の検体について抽出法にて再測定をおこな
い、10ng／ml 以上は精密検査、４ 10ng／ml の場合は
再採血とした。 

IV．結果 
 2013 年 10 月から 2016 年３月までの年度別新生児マ
ススクリーニング検査成績を表２に示す。期間中の検査
対象新生児数は 42,612 名であった。低体重、哺乳不備等
を含む再採血数は 2,548 件（再採血率 5.98％）であった。
精密検査実施数は 89 件（精密検査率 0.209％）で、対象
疾患患者発見数は、49 名（発見率 0.115%）であった。 
 2013 年 10 月から 2016 年３月までの疾患別スクリー
ニング成績を表３に示す。検査値の異常による再採血の
合計は 1,403 件（再採血率 3.29％）であった。このうち、
タンデムマス法の対象項目では、再採血 84 件（0.20%）、
精密検査実施数９件（0.021％）、対象疾患発見数は３件
で、フェニルケトン尿症１例、極 鎖アシル CoA 脱水素

長野県（%） 2013年全国平均
3) 長野県（%） 2013年全国平均

3)

タンデムマス法 42612 84 (0.20) 0.49% 9 (0.021) 0.05% 3 (0.007、1/14,204)

     アミノ酸代謝異常症 42612 15 (0.04) - 4 (0.009) - 1 （0.002、1/42,612） 　　PKU
※

1

     有機酸代謝異常症 42612 37 (0.09) - 3 (0.007) - 0

     脂肪酸代謝異常症 42612 32 (0.08) - 2 (0.005) - 2 (0.005、1/21,306) 　　VLCAD欠損症
※※

2

ガラクトース血症 42612 227 (0.53) 0.39% 4 (0.009) 0.03% 0

先天性甲状腺機能低下症 42612 555 (1.30) 1.41% 69 (0.162) 0.16% 45 (0.106、1/947) 　　甲状腺機能低下症45

先天性副腎過形成症 42612 537 (1.26) 0.91% 7 (0.016) 0.09% 1 （0.002、1/42,612）     副腎過形成症 1 

42,612 1,403 (3.29) - 89 (0.209) - 49 ( 0.115、1/870 )

※
　　PKU：フェニルケトン尿症

※※
　VLCAD 欠損症：極長鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症

精密検査件数
対象疾患発見数（%） 発見数内訳

合　　計

疾患名 対象新生児数
再採血件数

年度
検査対象
新生児数

再採血件数(件)
（再採血率 %）

精密検査件数
（精密検査率 %）

対象疾患発見数
（発見率 %）

2013（10～3月） 7,887 453 （5.74） 16 （0.203） 7 （0.088）

2014 17,507 1,147 (6.55) 39 （0.223） 20 （0.114）

2015 17,218 948 (5.51) 34 （0.197） 22 （0.127）

合計 42,612 2,548 (5.98) 89 (0.209) 49 (0.115)

表 2 年度別新生児マススクリーニング検査成績 

表 3 疾患別スクリーニング成績 

表４ 患者発見頻度 
長野県（201310-201603） 厚労省（H26年度集計）

8)
東京都（2014）

5)
東京都（1974-2014）

5)
埼玉県

6)
山口ら

7)

タンデムマス法 1/14,204 1/16,100 1/12,841 ― 1/7,564 1/9,000

フェニルケトン尿症 1/42,612 ― 1/102,729 1/104,237 1/21,181 1/53,000

VLCAD欠損症 1/21,306 ― 1/102,729 1/302,418 < 105,905 1/160,000

ガラクトース血症 < 1/42,612 1/44,800 1/102,729 1/53,053 ― ―

甲状腺機能低下症 1/947 1/1,800 ― ― ― ―

副腎過形成症 1/42,612 1/22,400 1/17,122 ― ― ―

(2013 年 10 月~2016 年 3 月)
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酵素（VLCAD）欠損症２例が発見され、治療が開始され
た。ガラクトース血症では、227 件（0.53%）の再採血、
４件（0.009%）の精密検査が実施されたが、対象疾患患
者の発見はなかった。先天性甲状腺機能低下症では、555
件（1.30%）の再採血、69 件（0.162%）の精密検査が実
施され 45 例の患者が発見され治療が開始された。先天
性副腎過形成症では、537 件（1.26%）の再採血、７件
（0.016%）の精密検査が実施され１例の患者が発見され、
治療が開始された。それぞれの疾患の発見頻度は、フェ
ニルケトン尿症 1/42,612、VLCAD 欠損症 1/21,306、先
天性甲状腺機能低下症 1/947、先天性副腎過形成症
1/42,612 であった（表 4）。 

 
V.考察 

2013 年 10 月から 2016 年３ までに 野県内で出 
した 42,612 人において新生児マススクリーニング検査
が実施された。タンデムマス法に用いられる質量分析計
は、測定物質の測定誤差が少なく精度の高い分析器であ
るが機器間差があり施設ごとに各指標のカットオフ値
を設定する必要がある 2)。我々はタンデムマス法の導入
にあたり、2013 年６月から９月にマススクリーニング検
査のために採取されたろ紙血の一部を使用して約 3,000
件のパイロット試験を行い、それぞれの疾患に対するカ
ットオフ値を設定した。スクリーニングが適正に行われ
ているかを判断する指標は再採血率・精密検査率・疾患
発見率である。今回のタンデムマス法における再採血率
0.20％は、日本マススクリーニング学会がまとめた 2013
年度新生児マススクリーニング検査実施状況 3)における
全国平均と比較すると低い傾向にあるが、タンデムマス
Ｑ＆Ａ4)に記載されているタンデムマスの検査精度にお
ける再採血率の目安となる 0.1 0.6％の範囲内であり、
また、他施設の報告 5-7)とほぼ一致している点からも適切
なスクリーニングが行われていると考えられた。ガラク
トース血症、先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形
成症の再採血率はそれぞれ 0.53％、1.30％、1.26％で、
いずれも全国平均と比較し大きな差は見られなかった。
精密検査率においては、発見頻度の高い先天性甲状腺機
能低下症では全国平均と同等であった。タンデムマス法
の対象疾患、ガラクトース血症および先天性副腎過形成
症では全国平均に比べ低い傾向にあった。これはこれら

の疾患の発生頻度が低くスクリーニング総数が十分な
件数に達していないためと考えられた。 

新生児マススクリーニング検査が実施された 42,612
人において、疾患と判定され治療が開始された症例は 49
例であった。厚生労働省が行った平成 26 年度の統計 8)で
は先天性甲状腺機能低下症の発見頻度が 1/1,800、先天
性副腎過形成症 1/22,400、ガラクトース血症 1/44,800 と
報告されている。これに対し今回の集計では、先天性甲
状腺機能低下症 1/947、先天性副腎過形成症 1/42,612、
ガラクトース血症 1/42,612 以下、タンデムマス法により
発見される疾患 1/14,204（フェニルケトン尿症 1/42,612、
VLCAD 欠損症 1/21,306）であった。このうち先天性甲
状腺機能低下症に関しては 1/947 と厚生労働省の統計の
1.9 倍であった。これは近年、軽症例も積極的に治療して
いく傾向とマススクリーニングの精密検査時点では一
過性が否定できない例においても確定診断を待たずに
早期に治療を開始していく傾向があるためと思われた。
先天性甲状腺機能低下症以外の疾患ではフェニルケト
ン尿症、VLCAD 欠損症は高く、逆にガラクトース血症、
先天性副腎過形成症は低かった。これは精密検査率と同
様にこれらの疾患の発生頻度が低く今回の集計ではス
クリーニング総数が十分な件数に達していないために
ばらつきがあったと考えられた。そのためこれらの数値
に関しては今後スクリーニング総数が十分な数に達し
た時点で再評価する必要がある。発見された疾患患児に
ついてはフェニルケトン尿症、VLCAD 欠損症の代謝異
常症においては当院で確定診断し治療・定期フォローを
行っている。ただし感冒罹患時等の日常診療は、地域の
病院に紹介し迅速かつ的確な対応を依頼している。先天
性甲状腺機能低下症に関しては精密検査以降の診断・治
療は全て地域の病院で行っている。 
 新たに取り入れられたタンデムマス法による新生児
マススクリーニングでは、検出される疾患が稀少疾患で
ありその結果判定には専門性が要求される。そのため検
査を行う検査担当者と判定を行う担当医が直接話し合
い、症例ごとに判定するようなきめ細かな対応が必要で
ある。また確定診断後は治療のみならず多角的な状況把
握も重要であり、当県での実施においては 野県 こど
も病院を検査機関としてのみではなく、中核医療機関と
して位置づけた新しい新生児マススクリーニング事業
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フロー（図１-a,b）を構築し 野モデルとして報告した 9)。 
 新しいスクリーニング法であるタンデムマス法の導
入にあたっては、産科医療機関の関係者を対象に 2013 年
８ に 野県と合同の研修会をおこない、新体制の新 
児マススクリーニングの流れと新たに診断可能となっ
た先天性代謝異常症の疾患概念を説明した。合わせて自
己流になりがちな足底採血の正しい方法の周知も行っ
た。さらに、精密検査等重要な連絡については当院の担
当医から産科医療機関に連絡をする体制を整え、先天性
代謝異常症等では直接保護者へ連絡し疾患の説明や精
密検査について詳しい情報を提供している。またこれま
で検査結果の通知について産科医療機関に一任してい
たが、導入を契機に検査機関としてこども病院から検査
報告書を産科医療機関用に加え保護者用も発行し、確実
に保護者の手にわたるようにした。 

新生児マススクリーニングで発見される疾患には遺
伝性疾患が含まれる。今回、診断されたフェニルケトン
尿症１例、VLCAD 欠損症２例について、遺伝学的検査
の前後のタイミングで臨床遺伝専門医・認定遺伝カウン
セラーによる遺伝カウンセリングを実施した。遺伝カウ
ンセリングが必要なケースでは今後も症例ごとに丁寧
な対応が重要であると考えている。 

新生児マススクリーニング事業については外部の代
謝疾患専門医を含む専門家や自治体、産科医療機関を交
えたマススクリーニング連絡協議会を毎年開催してい
る。その中で検査実施状況や発見された児の経過を報告
し、事業の評価および改善を行っている。 

 
 
VI．結語 

 野県では 2013 年 10 月から新生児マススクリーニ
ング検査にタンデムマス法を導 し、 野県 こども病
院を中核医療機関として位置づけた新しい新生児マス
スクリーニング事業フローを構築し、検査を開始した。
2016 年 3 月までに 49 例（0.115%）の対象疾患患児を発
見し、早期治療につなげることができた。 
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原 著 

 
 野県内にて実施可能な患者および家族の希望を尊重した小児がん終末期医療の検討 

 
柳沢龍 1) 2)、坂下一夫 2) 

 
信州大学医学部附属病院 輸血部 1)  
 野県 こども病院 血液腫瘍科 2) 

 
キーワード：在宅医療、緩和ケア、訪問看護、終末期、小児血液腫瘍 

（受稿日：2018 年 2 月 7 日） 
要旨 

小児がん患者の治療経過中、根治が困難と判断された場合には緩和的治療を継続しながら、残された時間の過ごし
 については患者や家族の希望が尊重されることが望ましい。しかし 野県を含め国内の多くの症例が、あまり選択
の余地なく治療を受けてきた病院で終末期医療を継続した後、看取りとなっているのが現状である。 

我々は 2013 年 4 月以降の 3 年間に終末期を迎えた小児がん患者とその家族を対象として希望する療養形態を積極
的に確認するとともに、 野県内で実施しうる終末期医療についての検討を った。 

対象期間中に 14 症例が終末期と判断された。家族に病状を説明した後、全例で Do Not Resuscitate (DNR)の意思
確認がなされ、以降は緩和的治療が中心的に行われた。終末期の療養形態については 14 例中 7 例(50.0%)で入院継続
の希望があった。6 例(42.9%)は在宅での療養希望があり、1 例が地元病院への転院を希望した。これらの症例につい
ては当院の療育支援部スタッフが中心となり、県内各地にある居住地近くの医療機関や訪問看護ステーションと連携
を図ったところ、全例で希望する終末期療養形態の実施が可能であった。 

小児がん終末期においても自宅や自宅近隣の地元病院での療養形態は患者・家族が希望しうる重要な位置付けであ
り、 野県内においても実施は可能であった。しかし、まだ解決すべき問題も多く、今後は更なる体制の構築や整備が
必要である。一方で様々な事情により院内での療養継続を希望する患者家族も半数にのぼっていることも事実であり、
こうした症例に対する院内の環境整備もあわせて重要であると考えられた。 

I．はじめに 
小児がん患者の治療経過中、根治が困難と判断された

場合には緩和的治療を継続しながら、残された時間をど
のように過ごすかについて患者や家族の希望が尊重さ
れることが望ましい。わが国においてはほとんどの患者
が、治療を受けてきた病院で療養が継続され看取りとな
っているのが現状であるが 1-4)、海外では在宅やホスピス
で療養が実施されることも珍しくない。実際に海外にお
ける小児がん領域の在宅死の頻度はイギリスにおける
進行がんの 77％、アメリカの小児がんの 49％、フィン
ランドでは 60％にのぼることが報告されている 4,5)。わ

が国においてもごく一部の施設では患者および家族の
希望を尊重した在宅における終末期医療の実績があり
2,6-8)、近年は小児専用のホスピスも設立されたことから 9)、
小児の終末期医療を取り巻く考え方や環境も徐々にで
はあるが変化しつつある。しかし現実的には 野県を含
め、体制の整備が不十分な地域がほとんどであり、患者
や家族の望む療養の実現にはまだ多くの準備時間と労
力が必要な状況と考えられる。 

 野県内では 児がん診療のほとんどが信州 学医
学部附属病院と 野県 こども病院の 2 施設で行われて
きた。したがって今まで終末期を迎えた症例は、ほぼ全
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例がいずれかの施設内で療養が行われ看取りとなって
きた。加えてこの 2 施設は広い 野県内において中信地
区の隣接する市にそれぞれ設立されているという特徴
がある。このことは 野県内の北信地区、東信地区、南
信地区に自宅を有する症例および患者家族に対しては
地理的な制約を生じさせうることを意味している。そこ
で我々は終末期を迎えた小児がん患者とその家族が希
望する療養形態をなるべく早期に積極的に確認すると
ともに、 野県内の各地域で実施しうる終末期医療につ
いて検討を行うこととした。 
 
Ⅱ．方法 

2013 年 4 月から 2016 年 3  までに 野県 こども病
院血液腫瘍科にて治療を受け、根治が困難と判断された
全ての小児血液腫瘍疾患の患者家族に対して、病状の説
明と Do Not Resuscitate (DNR)の意思確認を行い、希
望する終末期療養の形態を確認した。患者家族の希望に
基づき各症例毎に可能な終末期医療の実施方法を検討
し実施した。本研究の実施に際しては、 野県 こども
病院倫理委員会の承認を得た（承認番号 28 22）。 
 
Ⅲ．結果 

2013 年 4 月から 2016 年 3 月までの 3 年間に根治不可
能と判断され看取りが行われた症例は 14 例であった。
各症例の詳細については Table 1 に示す。患者年齢の中
央値は 4 歳（範囲 2 18 歳）、男女比は 9:5 であった。疾
患については全症例が血液疾患以外の固形腫瘍であり、

うち脳腫瘍疾患は 3 例であった。終末期と判断された後、
患者家族と複数回の面談を施行する過程で全症例にお
いて DNR の意思確認がなされた。希望する療養の形態
については 7 例（50.0％）においては引き続き当院にお
いて療養を継続したいとの希望があった。6 例（42.9％）
が在宅での療養を希望した。また 1 例は自宅近くの地域
病院小児科への転院を希望した。在宅もしくは地域病院
での療養を希望した 7 症例においては希望を尊重するた
めに、当院の患者支援・地域連携室(現：療育支援部)コ
メディカルスタッフおよび医療ソーシャルワーカーを
中心に患者自宅近隣で中核となる医療機関および訪問
看護ステーションと綿密な連携を行い、転院および在宅
移行の調整を開始した。在宅を希望した 6 例中 4 例では
自宅近くの地域病院小児科医に紹介を行い、担当小児科
医による往診が実施可能であった。残り 2 例については
自宅近隣で小児科医を確保できなかったため、地域病院
に所属する内科在宅医に紹介し、往診を依頼した。結果
的に全例で希望した療養形態を実施することが可能で
あり、看取りも希望療養先で行われた。DNR 取得から
看取りまでの期間は中央値 24.5 日(範囲 6 346 日)であ
った。また在宅療養を希望した症例において DNR の取
得後、在宅医療が開始されるまで準備に要した期間は中
央値 3.5 日(範囲 2 23 日)であった。終末期に伴ってい
た主な症状は疼痛が最多で 13 例に認められた。その他、
低酸素血症が 5 例、痙攣 3 例、発熱 3 例、嘔吐が 2 例に
認められた。終末期に行われた治療としては、疼痛およ
び呼吸苦の軽減を目的とした麻薬の使用が全例で行わ

Table 1. 2013 年 4 月から 2016 年 3 月までの期間中に終末期と判断した後、 
患者家族に希望する療養先を確認した症例の一覧 
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れていた。その他、低酸素血症に対する酸素投与が 9 例
（うち在宅酸素 3 例）、腫瘍熱や脳圧亢進の緩和を目的
としたステロイドが 3 例、輸血が 2 例であった。化学療
法や放射線局所照射による腫瘍のコントロールが試み
られたのはそれぞれ 1 例および 2 例であった。 

 
Ⅳ．考察 

1993 年 5  の 野県 こども病院開院から 2013 年 3
月までの過去 20 年間に血液腫瘍科において多くの小児
がん患者が終末期を迎えた。この期間中、外泊や外出の
実施が可能な症例はあったものの最終的に全例が病院
内で看取りが行われてきた。今回の対象症例は 2013 年 4
月以降の 3 年間のみと限られた期間のごく少数例ではあ
るものの、患者や家族の希望を積極的に確認したところ、
終末期在宅療養の希望は約半数にものぼることが明ら
かとなった。したがって患者や家族に選択の機会が提供
されれば、わが国の小児においても終末期在宅療養は患
者・家族にとって重要な位置づけであると考えられる。
しかし終末期在宅療養を実施していくためには患者・家
族の希望だけでなく、患者の疾患・状態、患者の支援が
可能な在宅医および訪問看護の確保などに加え、きょう
だい、自宅を取り巻く環境、社会保障体制など様々な因
子を考慮する必要がある 2,4-7,10-13)。 

患者や家族の希望は最も優先されるべき事項の一つ
であり 2,13)、特に終末期を有意義に過ごすためにはあら
かじめ患者や家族の希望が明確になっている必要があ
る。そのためには患者・家族および医療者側の双方が病
状を十分に理解していることが重要とされる 12,14)。今回
の対象となった 14 例は DNR の意思確認後、病状など
の事情によりごく短い時間しか残されていなかった症
例がある  で、 較的 い期間を希望の療養先で家族
と過ごすことができた症例もあった。岡本らは医療者の
認識や対応により、患者や家族が残された終末期を有意
義に過ごすことができるかが大きく変わりうることを
指摘している 14)。医療者は治療経過中に根治が困難であ
ると判断された場合には、なるべく早期の時点で病状の
説明を行い DNR の意思や、患者・家族が希望する療養
形態を確認し、さらに患者や家族の希望に沿える療養を
実施するための準備を開始することが重要と考えられ
る 12,14)。その際に、様々な理由から患児本人には病名や

病状、希望する療養先が尋ねられていない事情もありう
る 2,15)。特に病状をふくめた本人への説明は必ずしも良
い影響を与えるとは限らないため症例毎に慎重に対応
されるべきであり 3,16)、臨床心理士を含めたコメディカ
ルによるサポートが重要である 3)。一方で、ある程度正
確な情報を伝えることで本人の希望が明らかとなる可
能性もある 13,16)。また偽りのない信頼関係こそが終末期
であっても穏やかに過ごせる支えになることも指摘さ
れていることから 15,16)、症例や状況によっては本人に対
する正確な情報提供も検討されるべきであろう 13,15,16)。 
また、在宅に移行するにあたっては患者自身の状態を可
能な範囲で整えておく必要がある。このことは在宅移行
後の家族の負担や不安を増加させないことのみならず 11)、
自宅近くの在宅医や訪問看護に引き継ぎを行う際にも
重要な事項である。化学療法が継続されてきた症例が在
宅へ移行が予定された際には骨髄の回復や輸血の必要
性などを見越してスケジュールを立て直す必要が生じ
る。また、その時々で十分な症状緩和が得られるととも
に方針が明確にされている必要がある 11)。 近年、小児領
域においても小児緩和ケア教育プログラム（CLIC: Care 
for Life-threatening Illnesses in Childhood)を通じて小
児緩和医療を学ぶ機会ができたが、小児科を専門とする
医師にとってはまだ経験の浅い分野である。こうした場
で鍛錬を積むとともに、多職種により構成された院内の
緩和ケアチームなどへのコンサルテーションを利用す
ることも重要である 11)。また肺炎や痙攣発作など重篤な
合併症を有していないことも在宅医療への移行には重
要である 2)。さらに幼少児や適当な末梢静脈路に乏しい
症例では在宅で安全に診療を行うために、あらかじめ安
全な中心静脈ルートを検討しておくことも必要となる
11,12)。小児においても皮下輸注ポンプなども検討されう
る手段である 11)。 

実際に在宅医療を実施することになったら患者自宅
近くの医療機関で往診可能な担当医と訪問看護の確保
が必要となる 4,5,11)。しかし小児緩和医療が可能な地域医
療施設や小児科在宅医の確保は通常困難であり、場合に
よっては内科領域の在宅医との協力体制も検討される
11)。実際に在宅療養を行った我々の 6 症例のうち 2 例は
内科領域の在宅医に診療を依頼することで在宅療養お
よび自宅での看取りまで可能であった。一方、小児を対
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象とした訪問看護の確保については様々な困難な問題
がある。成人のがん領域と異なり小児がんの症例自体が
希少であり、在宅療養の実施対象となるとさらにごく僅
かに限られる。したがって個々の施設においては経験が
積みにくい事情がある 8)。加えて小児ゆえの特殊性、親
とのコミュニケーションの難しさ、対象となる医療的ケ
アや求められる介入が高度であること、連携が難しいこ
となどを理由に対応できる訪問看護ステーションの数
は決して多くないのが現状である 4)。小児終末期在宅診
療の先駆けとなったイギリスでは小児の在宅医療を支
える体制づくりに早期から取り組んできた。1888 年に
Great Ormond Street Hospital に小児専門看護師チーム
が世界ではじめて設立され 17,18)、症状に応じて 24 時間
のケア提供を可能とする体制の整備、地域におけるコー
ディネート、さらに小児の緩和ケアを実施できる在宅チ
ームの整備などを実施している 4)。日本の国内事情は大
きく立ち遅れてはいるが、日ごろから地域の医療機関と
は研究会や症例カンファレンスなどを通じて連携を図
るとともに、終末期在宅療養の成功症例を積み重ね、そ
れらを共有していくことが必要とされる 11)。また学会等
を通じた地域の小児緩和医療の啓蒙活動も重要と考え
られる。 

また終末期においては患児の問題のみならず残され
る家族やきょうだいらも様々な問題を抱えていること
が報告されており、あわせて説明や精神的なフォローが
必要である 7,12,16,19)。患児のターミナルケアを行う際には
早期の段階からきょうだいも参加させ、節目毎の話し合
いでは、きょうだいの意思も確認しておく必要がある 15)。
早期から病状説明を行うことで受け入れがスムーズと
なることも指摘されていることから 20)、できるだけ早期
にきょうだいへのかかわりも考えておく必要がある。患
児が亡くなった後にも何らかの形で医療サイドから定
期的に関わりがあった方が、家族の悲観からの回復に良
い影響を与えるとの報告もあり 12)、特に在宅で終末期を
過ごした家族のほうが医療者との接触を希望する可能
性がありうることも留意する点かもしれない 12)。その他
患者・家族を取り巻く環境面では国内の住宅事情、社会
保障制度、自宅近所におけるプライバシーの問題 12)、生
活を支える福祉（介護）21)や財政基盤など実に多くの要
因が関与するため教育、保育、行政、保健師、地域の救

急隊、宗教家など、患者や家族に関わりうる多くの人の
介入が望まれている 12)。 

半数の症例が自宅での療養や自宅近隣の地元病院へ
の転院を希望した一方で、残りの半数では患者の病状、
家族背景、在宅への不安、準備期間など様々な問題によ
って院内での療養継続を希望した。実際に可能であれば
自宅で過ごしたいとしながらも、在宅におけるケアの難
易度や急変時の対応、慣れ親しんだ医療スタッフとの距
離間に不安を覚え、在宅療養を躊躇した家族もあった。
その他、在宅への移行を困難にさせうる理由として患者
が幼少、病状により意思確認が困難、家族が根治目的の
治療中止が受け入れられない、輸血が頻回 3)などの理由
も指摘されている。 

したがって在宅医療を充実させる必要性がある一方
で、こうした症例を対象とした院内における終末期医療
の充実も引き続き重要な課題であると考えられる。本来
であれば家庭的な雰囲気を大切にしたアットホームな
建物の個室に家族が宿泊できるような設備が提供され
ることが望ましい 17)。しかし当院を含め多くの施設で実
施されている一般病室でのケアは食事、面会等に様々な
制約を生じているのが現状である。そこで我々は様々な
理由で在宅に移行できない患者家族でも、より自宅に近
い環境で終末期を過ごせる環境を提供することを目的
としたファミリールームの設置をすすめ 2017 年 4 月か
ら実際の運用を開始している。 

医療者、患者家族双方における正確な病状の把握、
DNR の意思確認、本人の状態が比較的安定しているこ
とに加えて、自宅近くの医療機関や訪問看護ステーショ
ンの協 体制を整えることで 野県内においても 児
在宅療養の実施は可能と考えられた。しかし、まだ解決
すべき問題も多く今後更なる体制の構築や整備が必要
である。特に今後は実際に症例を受けていただいた各医
療機関や訪問看護ステーションに加え、患者家族からの
貴重な意見をフィードバックしていく必要がある。  

一方で様々な事情により在宅療養を希望しない患者
家族も半数にのぼっていることも事実であり、こうした
症例が満足できる院内の整備も引き続き継続していく
必要があると考えられた。 
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（受稿日 2018 年 1 月 22 日） 
 

要旨 

【目的】食物アレルギーの診断には食物経口負荷試験（Oral Food Challenge, OFC）が必須である。当院における OFC
の結果をまとめ、安全性と妥当性について検討する。 
【方法】2014 年 6 月から 2017 年 12  までに 野県 こども病院において 院または外来にて OFC を施行した延べ
621 例（年齢中央値 5.9 歳、0 歳-17 歳）を対象として診療録を用いて後方視的に検討した。 
【結果】対象の 62.8%（388 例）に即時型症状出現の既往があり、うち 162 例 (41.7%)にアナフィラキシー（Anaphylaxis, 
An）出現既往歴があり、7 例 (1.8%)に An ショック出現既往歴があった。また 35.4%（220 例）は、感作陽性のため
除去を継続していた。負荷食品は鶏卵 39.3% （244 件）、乳 22.4% （139 例）、  13.0% （81 例）、魚類 4.7%（29
例）、ソバ 4.5% （28 例）、ピーナッツ 4.3% （27 例）、アーモンド 2.1% （13 例）、大豆 1.8% （11 例）、クルミ 1.4%
（9 例）であった。OFC の陽性率は 20.8％（129 例）であり、要した治療は抗ヒスタミン薬が 67.4%（87/129 例）、ス
テロイド剤が 10.9%（14/129 例）、β2 刺激薬吸入が 56.6%（73/129 例）、アドレナリン筋注が 3.9%（5/129 例で）あ
った。いずれの症例も治療開始後に速やかに症状が軽快した。 
【結語】当院の OFC 陽性率は多施設と比較して低率であり、またアドレナリン使用率は同等であった。安全に OFC
を施行できていた。 
 

緒言 
近年、食物アレルギーを中心としたアレルギー罹患

率が増加している 1)。その背景をうけ、 野県 こども
病院では 2014 年 4 月からアレルギー外来を開設し、主
に食物アレルギーの診療を行っている。 

 食物アレルギーの管理は、正しい診断に基づいた
必要最小限の原因食物の除去が原則である 2)。抗原特異
的 IgE 検査などの血液検査が陽性というだけで漫然と
食物除去を継続することは避けるべきであり、また以
前に即時症状を呈した 材でも、成 とともに べら
れるようになっている可能性が高い。また近年では
様々な食材における経口免疫寛容における耐性促進効

果が報告され 3)4)、実際にアレルギー反応を引き起こす
食材でも症状が誘発されない食べられる量を積極的に
食べることが望ましいとされる。こうした正しい診
断・評価をするためには、食物経口負荷試験（Oral 
Food Challenge, OFC）が必須である。当院では医師、
看護師、栄養士からなる食物アレルギー診療チームを
結成し、2014 年 6 月から入院および外来で OFC を行
っている。OFC の結果に基づいて、自宅での摂取可能
量を設定し繰り返し摂取をしてもらうことで栄養面で
の改善や、より早期の耐性獲得を目指している。 
当院で OFC を施行した 621 例の結果をまとめ、安全性
と妥当性について検討した。  
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方法 
対象 

2014 年 6 月から 2017 年 12  までに 野県 こども
病院の入院および外来にて OFC を施行した 621 例（男
児 415 例、女児 206 例、年齢中央値 5.9 歳、9 ヵ月-17
歳）の結果を後方視的に解析した。OFC は「食物アレ
ルギーの確定診断」または「安全摂取可能量の決定お
よび耐性獲得の診断」5) のために施行した。「食物アレ
ルギーの確定診断」は ①「感作されているが未摂取の
食物の診断」②「即時型反応を起こした原因として疑
われる食物の診断」③「症状誘発閾値の評価」のいず
れか であった。 

 

ａ）OFC の方法 
入院で OFC を行う症例は①原因食物摂取により症状

誘発の既往がある症例②特異的 IgE 値がクラス 3 以上
である症例③食物依存性運動誘発アナフィラキシー疑
いの症例、のいずれかであり、外来で行うのは①負荷
食品による即時既往がない、かつ②特異的 IgE 値がク
ラス 2 以下である、または③入院 OFC を施行しアレル
ギー症状が誘発されたが An は起こしておらず、負荷
量をさらに低く設定して安全に摂取できるか確認する
症例、である。  

OFC は、アトピー性皮膚炎や気管支喘息などがコン
トロールされている状態で行った。 

負荷食品は 1 回あたり 1 品目とし、オープン法で行
った 6)。負荷試験は原則として総摂取量の 1/8 量から開
始し、30 分後に 3/8 量、1 時間後に 1/2 量を摂取する
30 分間隔 3 分割で行ったが、少量の原因食物摂取にて
An を起こした既往のある症例や特異的 IgE 値が強陽性
である症例は、少量の負荷量を設定して 1/4 量から開始

し、1 時間後に 3/4 を摂取する 1 時間間隔 2 分割で行っ
た。負荷試験の実施には医師 1 名、看護師 1 名が対応
し、試験開始から 2 時間はベッドサイドで経過を観察
し、症状出現時には必要に応じて治療を行った。入院
負荷試験は 13 時 30 分から試験を開始して翌日朝 9 時
まで経過を観察し、退院した。外来負荷試験は 10 時か
ら開始し 2 時間の観察で問題なければ帰宅、症状が出
現して遷延した場合は症状が消失するまで外来にて観
察した。また、食物依存性運動誘発アナフィラキシー 
(Food-dependent exercise-induced anaphylaxis, 
FDEIAn)の負荷試験は、原因として疑われる食品を摂
取してから 1 時間後にトレッドミルで運動負荷をし
て、その後 2 時間、ベッドサイドで経過を観察した。 

 
b）負荷試験の陽性基準 
負荷試験は、一定以上の客観的な誘発症状をもって

陽性と判断した。具体的には、皮膚症状（蕁麻疹、紅
斑、掻痒など）、呼吸器症状（咳嗽、喘鳴など）、消化
器症状（嘔吐、下痢など）を陽性症状とした。また、
強い腹痛が遷延する場合など強い主観症状が続く場合
も陽性としたが軽度の口腔内違和感などで治療を要さ
ず自然消失したような場合は陰性とした。なお、乳児
など言語化できない対象者は客観的な症状をもって試
験陽性と判断した。 

倫理的配慮 
対象者及び保護者には負荷試験による症状誘発の可

能性などを十分に口頭及び書面で説明し、文書による
同意を得た。負荷試験に関しては 野県 こども病院 
倫理委員会の承認を得た上で施行した（課題名：食物 
荷試験の実施、承認番号 29 60） 
 

表１ スクリーニング対象項目および検査法 

図１ 負荷試験対象者の負荷食品除去理由 
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結果 
ａ）負荷試験の対象 
2014 年 6 月から 201712 月までの OFC 施行症例は男

児 415 例、女児 206 例の延べ 621 例（年齢中央値 5.9
歳、0 歳-17 歳）であった。入院と外来の内訳はそれぞ
れ 533 例、88 例であった。62.8%（388 例）に即時症状
出現の既往があり、うち 162 例（41.7.0%）に An 出現
既往歴があり、7 例（1.8％）に An ショック出現既往歴
があった。また 35.4%（220 例）は、感作陽性（＝特異
的 IgE 値が陽性）のため除去を継続していた（図１）。
アレルギー合併症は、アトピー性皮膚炎が 237 例
（38.1%）、気管支喘息が 145 例（23.3%）、アレルギー
性鼻炎が 101 例（16.2%）であった（表１）。 

 

ｂ）負荷試験の種類と陽性率 
負荷食品は鶏卵 39.3% （244 件）、乳 22.4% （139

例）、  13.0% （81 例）、魚類 4.7%（29 例）、ソバ
4.5% （28 例）、ピーナッツ 4.3% （27 例）、アーモン
ド 2.1% （13 例）、大豆 1.8% （11 例）、クルミ 1.4% 
（9 例）、エビ 1.3% （8 例）、ゴマ、バナナが各々0.8% 
（5 例）、ヤマイモ、  が 0.5%（3 例）、イカ、いく
ら、がそれぞれ 0.3%（2 例）、食物依存性運動誘発 An 
9.7%（全 6 例；乳 2 例、  3 例、じゃがいも 1 例）、
その他 6 例であった。 

OFC で陽性であった症例は 20.8％（129 例）であっ
た。負荷食品別の陽性率は、鶏卵 15.6%（38/244 例）、
乳 37.4%（52/139 例）、  27.2%（22/81 例）、魚
3.4%（1/29 例）、ソバ 10.7%（3/28 例）、ピーナッツ
7.4%（2/27 例）、アーモンド 0%（0/13 例）、大豆 9.1%
（1/11 例）、クルミ 11.1%（1/9 例）、エビ 12.5%（1/8
例）、ゴマ 0%（0/5 例）、バナナ 0%（0/5 例）、ヤマイ
モ 0%（0/3 例）、イカ 0%（0/2 例）、いくら 50%（1/2
例）、  50%（2/3 例）、その他 16.7%（1/6 例）
FDEIAn25%（3/4 例; 乳 2 例、  １例）、であった。 

 

ｃ）陽性例の誘発症状と治療 
食物アレルギー診療の手引き 2)の重症度判定の表（表

２）に従って負荷試験陽性例の出現症状を分類する
と、グレード１（軽症）16 例（12.4%）、グレード２
（中等症）104 例（80.6%）、グレード３（重症）8 例
（6.2%）であった。出現した症状を図２に示す。最も
多かったのは皮膚症状が 73.6％（95 例）で、次に呼吸
器症状が 63.6％（82 例）、粘膜症状が 55.8％（72 例）、
消化器症状が 41.9％（54 例）、循環器症状が 1.6％（2
例）であった。 

陽性 129 例に行った治療は、抗ヒスタミン薬が 
67.4%（87 例）、β 吸入刺薬吸入が 56.6%（73 例）、 
ステロイド剤が 10.9%（14 例）、アドレナリンが 3.9% 

表２ 食物アレルギー症状出現時の重症度 
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（5 例）であった。アドレナリンの使用はいずれも筋 
肉注射であり、血圧低下（１例）、β 吸入を施行しても 
遷延する喘鳴及び血圧低下（１例）、喉頭粘膜浮腫によ
る強い呼吸困難（１例）、遷延する強い腹痛（２例）に 
に対して使用した。  
 アドレナリンを使用した５例についての特徴を表３
に示す。いずれの症例もアドレナリンを使用後、症状
は速やかに軽快した。 

 

ｄ）抗原除去理由別の負荷試験結果 
抗原除去の理由が「感作陽性」であった 220 例のう

ち、負荷試験陽性であったのは 17.1%（22 例）であっ
た。また、「即時症状の既往あり」の 388 例のうち負荷
試験陽性であったのは 27.6%（107 例）であった。 
 

考察 
ａ）負荷試験の陽性率 
当院での OFC 陽性率は 20.7%であった。OFC の陽

性率は対象とする患者や設定負荷量によって異なる。
他施設の報告によると、柳田らの全卵負荷試験の陽性

率は 33% 8)、伊藤らの卵 、 乳、  負荷試験の陽
性率はそれぞれ 42.2%、35.8%、33.3%であり 9)、いず
れも当院の結果は他施設より低い陽性率であった。当
院では経口免疫療法を施行していないため、もし負荷
試験で陽性となった場合は除去を継続せざるを得な
い。そのためできるだけ解除できるように設定負荷量
を低く設定して施行する傾向があり、それを反映した
結果になったと考えられた。 

また、抗原除去理由別の負荷試験陽性率は、「感作陽
性」が 17.1%、「即時症状出現歴あり」が 27.6%であっ
た。単に血液検査が陽性という理由で除去をしている
症例でも、約 2 割は負荷試験陽性となっており、医療
機関で負荷試験を行う必要性が証明された。また過去
にアレルギー症状が出現した症例でも約 7 割は負荷試
験後に自宅での摂取が可能となっており、当院におけ
る負荷試験の方法及び評価は妥当であると考えられた。 

近年では様々な食材における経口免疫寛容における
耐性促進効果が報告され 3) 4)、実際にアレルギー反応を
引き起こす食材でも症状が誘発されない食べられる量
を積極的に食べることが望ましい 10-12）とされている。

表３ アドレナリン使用症例 

図２ OFC 陽性例の出現症状 図３ OFC 陽性例に対する治療 
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今回の負荷試験を施行した症例の中にも過去に An 出現
歴がある症例や特異的 IgE 値が強陽性である症例が多
数みられたが、負荷量を少量に設定して負荷試験を行
うことで安全に試験を行うことができ、食物制限の解
除につながると考えられた。 

 

ｂ）陽性患者に対する治療 
いずれの負荷試験陽性症例も、症状に応じて治療を

行い出現したアレルギー症状は速やかに軽快した。ア
ドレナリン使用例は試験陽性例の 3.9%（5/129 例）で
あった。海外からの報告では、負荷試験症例 254 例
中、エピネフリン使用が 6 例（2.4%）や 13)、国内から
は陽性例 38 例中、2 例（5%）に使用した 9)との報告が
あり、当院での使用率とほぼ同等であった。当院の陽
性率が低いにも関わらずアドレナリン使用例がほぼ同
等であった点については、安全のためより迅速な使用
に努めている結果と考えられた。 

現在当院では、よりよい食物アレルギー診療が提供
できるよう医師、看護師、栄養士、薬剤師からなる食
物アレルギーチームを結成し活動している。入院負荷
試験前の外来では、看護師による負荷試験についての
オリエンテーションや栄養士による栄養指導、入院中
は医師、看護師による診察に加えて負荷試験後の自宅
での食事摂取についての具体的な説明、さらにその後
の外来では、医師・看護師による自宅での摂取状況の
確認と誤食時などの緊急時の対応についての説明を行
っている。またアドレナリン自己注射薬（エピペン ）
の所持が必要な患者に対して月に 1 回エピペン 教室を
開催し、エピペン を使用するタイミングや方法につい
ての講義と、実際にシミュレーションを行い患者の理
解を深めている。また病棟においても負荷試験におけ
る安全性の向上のため、アレルギー症状出現時の対応
について医師・看護師で定期的にシミュレーションを
行っている。このような日々の活動も、負荷試験にお
ける安全性を高めている。 

 
結語 

 当院では対象の選択を慎重に行い、対象に応じて負
荷量の設定をすることで陽性率が下がり、その結果安
全面を重視して OFC が施行することができた。 
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症例報告 
 

18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET)検査が 
治療反応性評価に有用であった神経芽腫の１例 

 
藤澤建志 1,2)、渡邊達夫 1)、倉田 敬 1)、齋藤章治 1)、坂下一夫 1) 

 
 野県 こども病院 血液腫瘍科 1) 
相澤病院 研修センター2) 

 
キーワード：神経芽腫、FDG-PET、MIBG シンチグラフィ 

（受稿日：2016 年 11 月 25 日） 
要旨 

 症例は 1 歳 1 か月男児。不機嫌・腹部膨満のため近医受診し、腹部超音波検査で腹部腫瘤を認め紹介入院となった。
精査の結果より、左副腎原発、神経芽腫 stage 4 と診断された。入院時の 123I-metaiodbezylguanine  (MIBG)シンチグ
ラフィーでは集積を認めず陰性であった。化学療法５クール終了後の 18F-fluorodeoxyglucose positron emission to-
mography (FDG-PET)検査で腫瘍部位に集積を認め、その後の治療反応性評価に使用することが可能であった。神経
芽腫における PET-CT 検査は残存病変あるいは治療反応性評価に有用であると考えられた。 

 
Ⅰ. はじめに 

神経芽腫は胎生期の神経堤に由来する腫瘍であり、
小児固形腫瘍の中で脳腫瘍を除けば最も多い。交感神
経系の腫瘍であるためカテコラミン代謝を行っている
ことが多く、123I-metaiodbezylguanine(123I-MIBG)が取
り込まれるため、核医学診断として 123I-MIBG シンチ
グラフィーが標準的に用いられてきた。しかし、カテ
コラミン代謝物が検出されない神経芽腫も存在してお
り代替検査として 18F-fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography (FDG-PET)検査が診断や治療効
果の判定に有用と考えられている１）。FDG-PET 検査で
は、ブドウ糖類似物質の一部が放射性同位体に置換さ
れ、そこから発生する消滅放射線を検出することで糖の
取り込みが増強している部位を探索する検査である 2,3) 

 神経芽腫に対する 123I-MIBG シンチグラフィーの感
度は 70 100％、特異度は 80 100%と言われている
4)。本症例では 123I-MIBG シンチグラフィーにて集積不
良であり、FDG-PET 検査にて治療の反応性を評価し 
 

 
た。神経芽腫において治療反応性の評価に FDG-PET
検査を用いることに関して、文献的な考察を加え検討
を行った。 
 
Ⅱ. 症例 

症例： 1 歳 1 か月，男児 
主訴：不機嫌・腹部膨満 
現病歴： 入院 1 ヶ月前から不機嫌な様子が多くみら

れるようになった。入院 14 日程度前から腹部膨満が目
立ち、食欲が低下してきた。入院 7 日前にかかりつけ
医を受診し貧血を指摘された。入院 3 日前に前医で施
行された腹部超音波検査で腫瘤病変を認め、精査・加
療目的で当院に紹介された。 

 院時 体所 ：  77.3cm、体重 9.3kg、体温
37.2℃、脈拍 172 回/分、呼吸数 32 回/分、血圧
122/60mmHg、著明な腹部膨満を認めるが表在リンパ
節に明らかな腫大なく、明らかな呼吸性雑音を認めな
かった。 
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入院時検査所見：血液検査上、Hb 7.9mg/dl の貧血
と、LDH 3,318 IU/L の高値を認めた。また腫瘍マーカ
ーとしては neuron specific enolase (NSE) 979.3 ng/mL
の上昇を認めた。尿中 vanillymandelic acid (VMA), 尿
中 homovanillic acid (HVA)の上昇は認めなかった。造
影 CT 検査にて両側腎動脈などへの脈管侵襲やリンパ節
転移を伴う巨大腫瘤を腹腔内に認めるほか、両側胸
水、腹水の貯留所見を認めた（図 1）。123I-MIBG シン
チグラフィーでは集積を認めなかった。 

診断：腹部腫瘤の生検および各種検査所見より、左
副腎原発、神経芽腫 Stage 4、縦隔リンパ節転移、In-
ternational neuroblastoma staging system (INSS) stage 
Ⅳ、 発症年齢：12 ヶ月＜年齢＜18 ヶ月、MYCN 増
幅、予後不良の病理組織診断（high MKI+）, DNA 
ploidy：2 倍体、以上より米国小児がんグループ(COG)
分類で高リスク群と診断した。 

入院後経過（図２参照）：診断後、日本神経芽腫研究
グループの高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法の

図 1. 入院時造影 CT 検査と 123I -MIBG シンチグラフィー 
A: 両側に胸水所見を認める。B, C: 腹腔内の脈管浸潤を伴う腫瘤像あり（→）。また腫大したリン
パ節も認められておりリンパ節転移が疑われる(★)。D: 123I -MIBG シンチグラフィー, 生理的集
積のほか、明らかな異常集積を認めない。 

図 2 症例経過：化学療法と NSE の推移 
05A1 (CPA 1200 mg/m2/day: day1, VCR 1.5mg/m2day: day1, THP 40mg/m2/day:day3, CDDP 20mg/m2/day: 
day1-5), 05A3 (CPA 1200mg/m2/day: day1-2, VCR 1.5mg/m2day: day1, THP 40mg/m2/day: day3, CDDP 
20mg/m2/day:day1-5), ICE (IFO 1,800 mg/m2/day: day1-5, CBDCA 400 mg/m2/day: day1-2, VP-16 
100mg/m2/day: day1-5),  TMZ（100mg/m2/day:day1-5）+ CPT-11（10mg/m2/day:day1-5 x 2w）,  CBDCA: car-
boplatin, CDDP:cisplatin, CPA:cyclophosphamide, CPT-11:irinotecan, IFO:ifosfamide, THP:pirarubicin, 



 野県 こども病院医学雑誌 第 1 巻 第 1 号 2018 

31 

プロトコルに則り化学療法が開始された。05A1 療法
（CPA : cyclophosphamide, VCR: vincristine, THP : 
pirarubicin , CDDP: cisplatin）を１コース施行後、
05A3 療法（CPA , VCR, THP , CDDP）を２コース行
った。腹部膨満などの臨床症状の改善と NSE の正常化
から化学療法の治療効果を認めたが、２回目の 05A3 療
法後に閉塞性イレウスを発症した。05A3 療法に含まれ
る VCR によるものと考え、05A3 療法を中止し、ICE 
(ifosfamide, carboplatin etoposide)療法へ治療レジメン
を変更した 5)。ICE 療法を２コース施行した後、CT 検
査では腹部腫瘤の著明な縮小を認めた。さらに治療効
果判定目的で DG-PET 検査を施行した（図３）。気管
右側に maximum standardized uptake values (SU-
Vmax) 3.6 の集積、左腎上極腹側に SUVmax2.7 の集積
を認めたことから活動性のある神経芽腫が残存してい
ると考え、temozolomide (TMZ)+ irinotecan (CPT-
11)による治療を開始した 6)。4 コース終了後に FDG-
PET 検査を施行したところ、気管右側の腫瘤は SU-
Vmax 2.1 と前回より 42％の低下を認めたほか、左腎上
極の集積も SUVmax1.7 と前回より 37％の低下を認め
た。この所見から治療効果があるものと判定し、
TMZ+CPT-11 療法を継続する方針とし、現在治療継続
中である。 

 
Ⅲ 考察 
 神経芽腫の残存病変および治療反応性を FDG-

PET 検査を用いて評価した症例を経験した。神経芽腫
では画像検査として、カテコラミン代謝時に 123I-MIBG
が取り込まれることを利用して診断や治療反応性を評
価することが多い。しかし、カテコラミン代謝が行わ
れない神経芽腫では 123I-MIBG シンチグラフィーで集
積が認められないことがある。本症例でも、尿中カテ
コラミン代謝物の VMA、HVA はほとんど検出されて
おらずカテコラミン代謝があまり行われていなかった
と推察される。Bleeker らが行ったメタアナリシスで
は、18 歳以下の 621 人の患者を対象として、123I-
MIBG による神経芽腫や播種の精査の感度は 67 
100%、FDG-PET による感度は 100％であったと報告
されている。ただし、この研究では 123I-MIBG 非集積
例に対しての FDG PET 検査の有効性は解析されてお

らず論文内でも欠点として挙げられている 7)。また、
Tae らは、小児の神経芽腫における FDG-PET 検査と
123I-MIBG シンチグラフィーによる診断に際し、MIBG
は腫瘍の輪郭を追うことには優れており、FDG-PET
検査は骨髄転移の描写に優れていると報告している 8)。
本症例においては化学療法が 5 クール終了後に腫瘍マ
ーカーが陰性化しているにもかかわらず、FDG-PET
検査において腫瘍の残存の判定が可能であった。 

多くの悪性腫瘍において治療反応性評価に FDG-
PET 検査が有用であるとの報告が多数ある 9, 10)。神経
芽腫の治療効果判定で化学療法後の遺残神経芽腫に対
する 13 シスレチノイン酸療法のフォローアップのため
の FDG-PET 検査の有用性が報告されている 11)。この
文献の中で MRI、FDG-PET、MIBG シンチグラフィ
ーが比較されているが、FDG-PET 検査はこの治療に
より誘導される細胞分化の影響をうけないため有用で
あったとされている。また通常の化学療法に関して
は、Chawla らにより、FDG が中等度以上集積した場
合に治療効果判定の良い指標となると報告されている
12)。これらの報告より、神経芽腫において治療反応性判
定のための FDG-PET 検査は有用な検査法であると考
えられるが、今後多数例での検討が必要である。 

一方、FDG-PET 検査の欠点としては、検査に時間

図 3 FDG-PET 検査 
A: ICE 療法 2 コース目終了後の FDG-PET 検査(図
２の①)。気管右側に SUVmax 3.6 の中等度集積、右
気管支分岐直下に軽度の集積、左腎上極腹側の石灰
化を伴う軟部腫瘤に SUVmax 2.7 までの集積を認め
る。B:  TMZ＋CPT-11 療法４コース目終了後の
FDG-PET 検査（図２の②）。気管右側の集積は
SUVmax 2.1 まで低下、左腎上極の石灰化を伴う腫
瘤への集積も SUVmax 1.7 と低下が認められる。 
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がかかるため場合によって児の鎮静が必要となるこ
と、コストがかかること、全ての悪性腫瘍に感受性が
有るわけではなく、脳・心臓などの生理的集積部位や
腎臓・膀胱など排泄経路では信号が重なり発見しにく
いといったことが挙げられる 13)。検査の乱用は控える
べきであるが、FDG-PET 検査が有効と判断される場
合は施行すべきだと考えられる。 

 
Ⅳ 結語 
 123I-MIBG シンチグラフィーで集積を認めない神経

芽腫の症例に対して、FDG-PET 検査が治療効果判定
に有用であった症例を経験した。神経芽腫で FDG-
PET 検査の有用性を検証するにはより多くの症例を検
討することが必要と考えられる。 
 今回の報告にあたり保護者より同意を得た。 
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CPC 報告 
 

自宅で頭痛を訴え突然意識消失した９歳女児 
 

平成 29 年度第１回 CPC 
（2017 年 12 月 7 日 北棟 2 階大会議室） 

 
症例呈示：稲村 憲一（小児集中治療科） 
コメント：古川 智子（放射線科）、重田 裕明（脳神経外科） 
司会・病理：小木曽 嘉文（臨床検査科） 

 

【症例】9 歳 女性 
【既往歴・家族歴】特記事項なし 
【現病歴】 
18:40 自宅内の洗面所から2-3m離れたところで、
胸から上をぐっしょり濡らして倒れているところ
を 親が発 した。「頭が痛い」と訴えた後、意識
消失。 親が胸骨圧迫、人工呼吸を開始した。 
18:56 救急隊到着時、心肺停止の状態だった。３
回除細動を行い、無脈性電気活動（PEA）となった。
その後 A 病院へ搬送され、心肺蘇生術を継続した。 
20:06 当院のドクターカーが A 病院に到着。胸骨
圧迫を継続し、2 分後の再評価で心拍が再開した。
経口挿管、アドレナリン持続投与を行いながら当
院に搬送した。 
 

 [入院時現症] 
SpO  99% (FiO  1.0）、呼吸数 15 回/分、心拍数 
100 回/分、血圧 90-110mmHg、末梢冷感著明、
E1VTM1、瞳孔(3.5/3.5mm）、対光反射両側緩慢、
体温 34.4℃、外傷なし。 
 [画像所見] 
CT（入院時）：小脳虫部左側を中心とする出血と
脳幹の圧排所見を認める。全体的に脳溝が不明
瞭。（図１）  
MRI（入院３日目）：T2 水平断で出血の脳室内穿
破、脳室拡大、虚血性変化の所見を認める。矢状
断では上行性脳ヘルニア、小脳扁桃ヘルニアの所 
見あり。MRA：MRA では内頚動脈を認めるの
み。脳動脈の描出はされない。 
 

A.水平断 B.前額断 

図１ 入院時の CT 画像 
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PICU 入室後の経過 
入室後数時間で瞳孔径（6.0/6.0mm）、脳幹反射（対
光反射、毛様脊髄反射、咳反射等）消失、脳波は電
気的脳無活動（ECI）様となった。外科的介入の適
応はないと考え、集中治療を継続した。 
入室 3 日目、「脳死とされうる状態」の判定を行っ
たが、確定はできなかった。 
入室 6 日目、「脳死とされうる状態」と判定された。 
バイタルが不安定であり、家族には臓器提供に 
関する情報提供を行わなかった。 
その後終末期管理へと移行し、入室 7 日目に永眠。 
死後約２時間で病理解剖（頭部のみ）を施行した。 
 
【臨床的問題点】 
・小脳出血の原因 
・脳の状態 
 
【病理解剖結果】 
脳の肉眼的所見： 
（剖検時） 

頭蓋骨を切断して脳の表面を観察すると、大脳
は腫脹して脆弱ではあるものの、形態は保たれて
いた。小脳テント上の頭蓋腔内に明らかな出血は

なかった。小脳テントを切開すると、貯留した多量
の血液が流出。小脳表層の形態は残っているが、小
脳実質のほとんどが液状化して崩壊した状態だっ
た。脳幹部から頚髄にかけての領域は変性が強く、
形態をとどめていなかった。液状化した小脳、脳幹
部の内部を調べると、拡張した血管や細い血管が
複雑に絡み合った叢状の血管集合が左小脳領域に
2 ヵ所、右小脳、脳幹領域の一部にも類似した血管
集合が存在していた。(図２) 
（固定後） 

脳重量は1,438g。大脳鎌および小脳テントの硬
膜に血液の付着はない。静脈洞は、横静脈洞に凝
血塊が見られるのみで明らかな血栓はない。大脳
は左右対称。前頭部から後頭部までの脳軟膜は軽
度白濁し、やや肥厚している。脳表面は全体的に
血管拡張が見られるが、大きなくも膜下出血はな
い。脳溝は狭小化し、脳回は扁平で脳腫脹が強 
い。右後頭部は壊死により破壊、欠損している。 
脳底部は側頭部内側が柔らかく、特に右側の変化
が強い。 
脳、脳幹領域は中脳から延髄まで壊れており、残
りの部分は く変 して同定ができない。脳底動
脈は頭側２cmほどが確認でき、明らかな異常はな

A B 

図２ A.剖検時の脳外観（腹側を下方から見上げた状態）点線内が叢状血管病変  
B.摘出した叢状血管病変（固定後） 
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図３ A.脳上面 全体が高度に腫脹 B.脳底面 脳幹部は破壊された状態 
い。 
 脳は左半球が く壊死している。右半球は全体 
に破壊しており、 さく  に変色した小脳片が
残存する。（図３） 

割面の所見は、前頭部の両側とも下面の一部が
軟らかい。皮質白質は異常なく、皮髄境界は明瞭で
ある。基底核の面では、側頭葉内側の前方が軟らか
い。基底核は異常なし。視床の面では、側頭葉の海
馬周辺が軟らかく、右側は壊れて視床も軟らかい。
後角の面では、内側が軟らかいが変色はない。白質
の髄鞘形成は正常。傍矢状の正中から２，３cm 離
れた皮質白質の境界は不明瞭で、皮質が白っぽい
（脳全体で両側とも）。側脳室は前角が狭小、後角
は拡大。小脳、脳幹の割面では、脳幹の起始部が一
部白く残り、表面がざらざらと肥厚している。左小
脳半球の上部に 0.5 1.0cm 大の血腫が存在する。
小脳回は一部に残っているが、全体が変色してい
る。 
肉眼所見まとめ 
1. 小脳は大部分が崩壊、左小脳半球に叢状の血管

病変と小凝血塊が存在 
2. 脳幹壊死（中脳ないし橋の一部を残して消失） 
 

 
3. 著明な大脳腫脹、前角狭小、後角拡大 
4. 側頭葉内側下方の脳軟化 
 
組織学的所見： 

左小脳の血管病変は、明瞭な内弾性板を持つが
壁が薄く平滑筋層のない血管（静脈の動脈化）、２
重の内弾性板を有する動脈、弾性板構造が不規則
で内膜が線維性に肥厚した動脈（動脈の静脈化）、
壁が厚いが内弾性板を持たない拡張した静脈など、
動脈、静脈の判別が困難な異常血管が集合してい
る。一部には動静脈シャントと思われる動脈と静
脈が直接移行する像も見られる。（図４） 

残存した小脳組織は、皮質のプルキンエ細胞が
脱落減少し、好酸性化が見られる。顆粒細胞は減
少している。 状核の神経細胞は好酸性化して小
さい。 

前頭葉は+皮質白質に異常がないが、脳溝の一
部に血管が増加しており、壁が薄く弾性板を 
持つ拡張した形成不全の動脈が多い。（図５） 
基底核・視床は神経細胞が小さく、萎縮性であ 
る。海馬はCA2,3神経細胞の好酸性化と減少が見
られる。 

A B 
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【病理学的診断】 
1. 小脳動静脈奇形 
2. 脳幹・小脳壊死 
3. 小脳出血 
4. 大脳浮腫 
 
【考察】 
 動静脈奇形は、毛細血管を介さない動脈と静脈
の異常な吻合により、動脈、静脈および中間型血
管が叢状に集合した原因不明の高流速血管性病変
であり、進行に伴い流入動脈、流出静脈が拡張、
蛇行、瘤化する。胎生期における脈管形成の異常
によって生じるとされ、60％で出生時から生後１
か月以内に病変が顕在化する。男女比に大きな差 

 
はないが、女性の方がやや多い。外傷、感染、二
次性徴、妊娠などのホルモンの変化、医原性要因 
などを契機に増悪する傾向がある。 
（小脳出血の原因） 
 小脳出血の原因となる疾患としては、動静脈奇
形、動脈瘤などの血管病変がまず鑑別に上げられ
る。本症例の場合、入院時の画像検索では小脳出
血に伴う脳圧上昇で脳血流が高度に減少し動静脈
シャントは評価不能であったが、小脳出血部の叢
状血管病変は典型的な動静脈奇形の組織像を呈し
ており、左小脳に形成された動静脈奇形からの出
血が死因と考えられる。また、本症例は９歳の女
児であることから、第二次性徴に伴うホルモンの
変化が動静脈奇形を増悪させたのかもしれない。 

図４ A.左小脳の血管病変 x40 B.動静脈シャントと考えられる動脈 
  （内弾性板を有する動脈化した静脈？）と静脈の移行部（矢印）x 200 

図５ 前頭葉の脳溝内に形成された血管集合 x40 

A B
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 動静脈奇形の発生原因は未だ解明されていない
が、毛細血管奇形に患肢肥大と微細動静脈瘻合併
を特徴とするParkes Weber症候群（PkWS）や毛
細血管奇形を伴うCapillary Malformation-Arterio
venous Malformation (CM-AVM)においてはRA
SA1遺伝子などの突然変異が発見されている。本
症例にこれらの疾患に該当する症状は見られない
ものの、左小脳と同様の血管病変が右小脳に存在
しており、大脳にも血管の異常集合が見られるな
ど複数箇所に病変が形成されていることから、何
らかの遺伝子異常を有している可能性も否定でき
ない。 
（脳の状態） 
 本症例は入院後数時間で脳波が電気的脳無活動
（ECI）様となったが、入院から数日間α波が完
全には消失せず、入院３日目に行った「脳死とさ
れうる状態」の判定では微弱な脳の活動が認めら
れて確定できなかった（６日目の判定で確定）。
病理解剖では、小脳、脳幹部が高度に変性して破
壊されていたにもかかわらず大脳組織は比較的よ 
く保たれており、α波が消失しない程度の大脳神 
経細胞が数日間生存していた可能性は高い。 
この理由として、大脳は主に内頚動脈の終枝であ 
る前大脳動脈、中大脳動脈により血液が供給され 
ているため、左右椎骨動脈が合流した脳底動脈か 
らの血液供給を受ける小脳、脳幹部とは異なり、 

MRA で検出できない程度のわずかな前、中大脳
動脈の血流があったことが推測される。 

小児の小脳血管病変としては、脳動静脈奇形、脳
動脈瘤、海綿状血管腫、ガレン大静脈奇形、硬膜動
静脈瘻、静脈性血管腫などが挙げられる。いずれも
稀な疾患ではあるものの、診療に難渋することが
多いため疾患の理解を深めておくことは重要であ
る。 
＊本症例の脳病理所見は、柳川療育センター高嶋
幸男先生にコンサルテーションして検討した結果
である。 
文献 
1） 「血管腫・血管奇形 診療ガイドライン 

2013」厚生労働科学研究費補助金 難治性血
管腫・血管奇形についての調査研究班（平成
21-23年度研究代表者 佐々木了、平成24-25
年度研究代表者 三村秀文） 
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 長野県立こども病院 臨床医学研究助成制度  

 
 

 野県 こども病院医学研究助成制度は、 児期および周産期の先進 度チーム医療に貢
献する臨床医学研究の推進を目的とし、2 年間の研究期間において、その研究に必要な経費
を助成することを目的として設立された。 

 
 
 
  <平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告>  

1） わが国の新生児集中治療室における抗菌薬使用状況の横断調査  嶋田和浩 他 

2） SNP アレイ解析を用いた原因不明の多発奇形症候群の原因遺伝子の探求研究   恵理子 他 

3） 造血幹細胞移植（HSCT）後に発症する血栓性微小血管障害症（TMA）の危険および予測因子の検証 柳

沢 龍  

4） ヒルシュスプルング病および同類縁疾患における Phactr4 遺伝子変異の検討 樋口 司 他 

5） 次世代シークエンサーを用いた若年性骨髄単球性白血病の微小残存病変測定法の開発 坂下一夫 他 

6） 新規敗血症マーカー「プレセプシン」による新生児感染症早期発見に関する研究 関 聡子 

7） 小児臨床検体より分離された Haemophilus influenzae 株における Haemophilus haemolyticus の誤同定率 
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8） SNP array による Loss of heterozygosity 検出系の確立 日髙惠以子 他 
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平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告 
 

研究課題名「わが国の新生児集中治療室における抗菌薬使用状況の横断調査」 
 

研究代表者（所属）：嶋田和浩１） 新生児科（後期研修医)  
研究協力者（所属）：笠井正志２）（ 児集中治療科）、中村友彦（新 児科）、北島博之（ 阪府   保健

総合医療センター新生児科） 
現：福岡新水巻病院小児科１）、兵庫県立こども病院感染症内科２） 

 
 

１.研究開始当初の背景 
抗菌薬使用は薬剤耐性菌の問題とも密接に関係してお

り、適切・不適切な使用に関係なく薬剤耐性菌を増加させ
る。そのため抗菌薬の使い方を厳重に管理することでこれ
らの耐性菌の選択圧を軽減し，既存の抗菌薬の有効寿命を
延ばすための努力が強く求められている一方、本邦の新生
児集中治療室(NICU)における抗菌薬処方に関する全国規
模のデータが存在しない。 
 
２.研究の目的 

日本の NICU で使用される抗菌薬の種類，使用目的や
処方に影響を与える背景因子を明らかにし、更なる調査や
対策を考える足がかりとする。 
 
３.研究の方法 

国内の総合周産期  医療センター(100 施設)を対象と
して、感染症診療に関連すると考えられる項目(感染症医の
関与、抗菌薬選択指針等)、および設定された調査対象日に
おける全入院患者の背景(出生週数、早発感染リスク、保菌、
治療デバイス等)・抗菌薬使用状況(使用薬剤、目的、原因
微生物等)に関する質問紙法調査を行った。 
 
４.研究成果 
 抗菌薬の使用率、使用薬剤の内容、投与目的の全国的な
傾向が明らかとなった。投与薬剤の種類は多様であるが、
概ねペニシリン系抗菌薬とアミノグリコシド系抗菌薬ま
たは第 3 世代セフェム系抗菌薬の組み合わせが主流であり、
広域抗菌薬の使用割合は少なかった。また抗菌薬の投与目
的として予防的使用が半数を占めており、抗菌薬適正使用
を検討していく上で参考になると考えられた。 

５.主な発表論文等 
〔学会発表〕（計 3 件） 
1） 我が国の新生児集中治療室における抗菌薬使用状況

に関するアンケート調査（ABPC-JN）中間報告, 第 60
回日本新生児成育医学会学術集会、福島、 2015/10/23 

2） 我が国の新生児集中治療室における抗菌薬使用状況
に関するアンケート調査（ABPC-JN）中間報告、 第
47 回 日 本 小 児 感 染 症 学 会学 術 集 会 、  岩 手 、 
2015/10/31 

3） 総合周産期センターNICU における抗菌薬使用の現
状, 第 61 回日本新生児成育医学会学術集会 シンポ
ジウム「NICU における抗菌薬適正使用を考える」、
大阪、 2016/12/2 
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平成 27・28 年  野県 こども病院 臨床医学研究助成研究報告 
 

研究課題名：「SNP アレイ解析を用いた原因不明の多発奇形症候群の 
原因遺伝子の探求研究」 

 

研究代表者名（所属）：  恵理子（遺伝科）１） 
研究分担者名（所属）：日高惠以子、久保田紀子（臨床検査科、生命科学研究センター） 
           荒川経子(遺伝カウンセラー) 他 
研究協力者名（所属)：古庄知己（信州大学遺伝子診療部） 
           泉 幸佑（東京大学分子細胞生物学研究所） 

現： 阪  医療センター遺伝診療科１） 
 
 

１．背景 
わが国でもマイクロアレイを用いたゲノムコピー数

解析は原因不明の先天異常症候群の診断を目的とした
遺伝学的検査として普及してきた。当院では、2012 年
4 月に生命科学研究センターが開設され、同年 10 月よ
り、染色体構造異常および原因不明の先天異常症候群
の患者らを対象として SNP アレイを用いたゲノムコ
ピー数解析を開始した。 
 
２．研究の目的 

2015 年 9 月までの 3 年間にマイクロアレイ染色体
解析を行った症例につきその詳細を検討した。対象は
遺伝科を受診し、当センターにてマイクロアレイ染色
体解析を施行した 84 例で、染色体 G‐band 法や全サ
ブテロメア FISH 解析等の従来の染色体検査により、
染色体異常（染色体微細欠失・重複など）が検出され
ている、または臨床症状からゲノムコピー数異常（染
色体微細欠失・重複）が疑われるが、従来の染色体検
査では異常を認めない症例の、ゲノムコピー数異常の
検出を目的として施行した。 
 
３．結果 

84 例の内訳としては患者解析 77 例、de novo の確
認や親由来の確認のための両親解析が 7 例で、患者 77
例のうち染色体 G‐band 法等で染色体異常を認めた
ものが 13 例で、小さいマーカー染色体のモザイクと 

 
9q21+？の症例の 2 例を除いて、pathogenic CNV が
検出できた。従来の染色体検査で正常核型であった 63
例からは 6 例で原因と考えられる CNV が検出された。
マイクロアレイ染色体解析にて診断がつかなかった
57 例の転帰としては次世代シーケンサーを用いた、全
エクソーム解析、知的障害パネル解析、網羅的疾患遺
伝子解析、結合組織疾患関連パネル解析、その後の臨
床経過より特定の疾患を想定しての解析へ進めていた。 

 
本研究の SNP アレイコピー数異常の解析が有用であ
った症例の詳細 

症例 1：臨床症状からソトス症候群の疑ったものの、
FISH 解析や NSD1 のダイレクトシーケンスでは診断
がつかず、SNP アレイ解析を施行したところ 5q35.33
の部位に 13kb の重複を認め、この重複範囲にエクソ
ン 4 が含まれており、この intragenic duplication によ
るハプロ不全が生じたと推察した。 

症例 2：新 児期に 疾患や成 障害など複数の症
状を認めたため、染色体 G‐band 法施行し、add(9)の
結果より、SNP アレイを施行し、9p の Loss のほかに
18q の gain を認め、詳細が明らかとなった。不均衡型
転座として両親へ両親の染色体解析も提案し結果をふ
まえてより適切な遺伝カウンセリングの提供につなが
った。 

症例 3：発達遅滞、相対的大頭などを認め、染色体
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G‐band 法では正常核型で SNP アレイ施行、7q11.23
の gain より 7q11.23 duplication syndrome と診断し
た。この領域は Williams syndrome で知られる ELN
遺伝子を含み、本症候群では上行大動脈拡張の合併の
報告があること、また両親のいずれかが同一の重複を
もつ可能性が 27％との報告があり、それらをふまえて、
遺伝カウンセリング、両親解析へと進めることができ、
患児の SNP アレイ解析をきっかけに、家系内の健康
管理を考慮することにつなげられた。 
 
４．まとめと考察 

先天異常症候群が疑われ、染色体 G‐band 法など
では染色体異常を検出できなかった症例の次のステッ
プとして、また染色体 G‐band 法などで染色体異常
を認めた症例での詳細を知る手段として有用であり、
pathogenic CNV が検出できた症例についてはさらに
深められた情報をもとに遺伝カウンセリングと健康管
理を行うことができた。染色体 G‐band 法などで染
色体異常を認めなかった症例での pathogenic CNV の
検出率は約 10％で従来の報国と近い値を示した。 
親の解析による de novo の確認により CNV の評価が
より深まり、遺伝カウンセリングにおいても有用と考
えられる。原因が同定できなかった症例については遺
伝カウンセリングとその後の外来フォローのなかでご
家族の希望も考慮のもと、特定の疾患が疑われた症例
についてはその疾患についての遺伝子解析、方向性を
絞れた症例については信州大学医学部遺伝医学・予防
医学教室/附属病院遺伝子診療部での NGS による結合
組織パネル、ID（知的障害）関連遺伝子パネル、その
他網羅的疾患パネルが施行され、新規症候群の可能性
も考えた症例については東京大学分子細胞生物学研究
所エピゲノム疾患研究センターゲノム情報解析研究分
野（共同研究者：白髭克彦、泉幸佑）にて全エクソー
ム解析による診断へのアプローチを行った。 
 
 
 
 
 
 

５.主な発表等 
本研究の成果を 2016 年 4 月の国際人類遺伝学会

（ICHG2016、京都）、2016 年 5 月の日本小児科学会
学術集会（札幌）にて発表した。 
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平成 27・28 年  野県 こども病院 臨床医学研究助成研究報告 
 

研究課題名：「造血幹細胞移植（HSCT）後に発症する血栓性微小血管障害症（TMA）の 

危険および予測因子の検証」 
 

研究代表者名（所属）：柳沢 龍（血液腫瘍科） 
現：信州大学医学部付属病院輸血部准教授 

生命科学研究センター研究員 
 

（緒言） 
造血幹細胞移植(HSCT)後に発症する血栓性微小血管

症 (thrombotic microangiopathy, TMA)はしばしば致死
的な経過を辿る。したがって TMA の発症や重症度に関
連する危険因子や予測因子を明らかにすることは今後
の移植成績を向上させる可能性がある。一方で心嚢液貯
留も HSCT 後の致死的な合併症の一つである。同種移植
や急性 GVHD の合併は心嚢液貯留との関連性が指摘さ
れる一方で、否定的な報告も存在し危険因子に対する評
価は一定していない。またこれまで HSCT 後心嚢液貯留
の有用な予測因子は明らかにされておらず、近年 TMA
との関連性を示唆する報告がなされた。 
 
（方法および結果） 

我々は TMA と心嚢液貯留の関連性に着目し 野県 
こども病院の開設以来施行された HSCT について後方
視的調査を行い TMA および心嚢液貯留の発症率、危険
因子、予測因子についての検討を行った。評価可能症例
89 例のうち GradeII 以上の TMA は 15 例に発症してい
た。一方、心嚢液貯留も 15 例に認められ累積発症率は
17.4％であり、9.2％が臨床的徴候を伴う GradeIII であ
った。これら合併症と患者背景について多変量解析を行
ったところ TMA の合併は心嚢液貯留の有意な危険因子
であった。加えて心嚢液貯留群では移植前の心電図より
得られた QT dispersion が有意に延 していることも明
らかとなった。 
 
（考察） 

これらのことより移植前 QT dispersion の延 および 
 

移植後 TMA の合併が心嚢液貯留の予測および危険因子
となりうる可能性があると考えられた。したがって QT 
dispersion があらかじめ延 している症例に HSCT を
実施する場合、移植後に TMA を合併した際にはより注
意深い水分管理と定期的な心エコーによるフォローが
必要と考えられた。 

 
発表論文等 
論文発表 
1. Yanagisawa R, Ishii E, Motoki N, et al. Pretrans-

plant-corrected QT dispersion as a predictor of 
pericardial effusion after pediatric hematopoietic 
stem cell transplantation. Transpl Int. 2015 
May;28(5):565-74. doi: 10.1111/tri.12532. 

学会発表 
1. R. Yanagisawa, E. Ishii, N. Motoki, et al. Pre-

transplant corrected QT dispersion as a predictor 
of pericardial effusion associated with thrombotic 
microangiopathy after pediatric hematopoietic 
stem cell transplantation. 41st Annual Meeting of 
the European Society for Blood and Marrow 
Transplantation. (Istanbul, Turkey, March 22   
25，2015). 

2. 柳沢 龍、小森一寿、藤原郁子、他. 小児 HSCT
後発症心嚢液貯留に対する QT dispersion の予測
因子としての有用性の検討．第 37 回 日本造血細胞
移植学会総会．（2015 年 3 月 5   2015 年 3 月 7
 ，神 、神 国際会議場・神 ポートピアホテル） 
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平成 27・28 年  野県 こども病院 臨床医学研究助成研究報告 
 

研究課題名：「ヒルシュスプルング病および同類縁疾患における Phactr4 遺伝子変異の検討」 
 

研究代表者（所属）：樋口 司（総合小児科） 
共同研究者（所属）：竹内浩一（総合小児科）、高見澤 滋（小児外科）、 
          久保田紀子・日髙恵以子（臨床検査科、生命科学研究センター） 

 
 

１．目的 
ヒルシュスプルング病は 5,000 人に 1 人と言われ、肛

門側腸管の神経節欠如により腸管蠕動運動障害を生じ
て、慢性便秘や拡張腸管(巨大結腸)などを呈する疾患で
ある。原因遺伝子として RET や EDNB3 などが判明し
ているが、特定できるのは患者の 3 割程度である。原因
遺伝子変異と重症度との関連について言及した報告は
ほぼ皆無である。 
 Phactr family遺伝子は信州大学で発見されたscapinin
を発端とする 4 つの相同遺伝子であり、神経系に発現が
認められるが個々の機能についてはまだ不明な点が多
い。このうち phactr4 では変異マウスにおいて腸管神経
の伸 障害が認めてられており、ヒルシュスプルング病
の病態を説明しうるが、ヒトでの変異の報告はまだない。 

本研究ではヒルシュスプルング病および同類縁疾患
患者における Phactr4 遺伝子を含む phactr family 遺伝
子の変異の有無を解析し、病因の一つと考えられるかど
うかを明らかにする。同時に既知の原因遺伝子の異常の
有無を解析し、それぞれの患者における原因遺伝子と重
症度との関連を検討する。 
 
２．方法 

当院においてヒルシュスプルング病および同類縁疾
患と診断された患者の末梢血から DNA を抽出し、次世
代シークエンサーを用いて既知の原因遺伝子 25 種と
Phactr family 遺伝子 4 種の遺伝子変異を検索する。 
 
 
 
 

３．結果 
ヒルシュスプルング病の孤発例 3 名とその両親、家族

例の一家系の患者 3 名、健常者 1 名の計 13 名について
解析を行った。このうち家族例では本疾患の原因として
多いとされている RET遺伝子の新規点変異を発見した。
また発端者では健常者である親から本疾患の重症化と
関連するとされる missense 変異も遺伝していることが
判明し、発端者の重症化と関連していると考えられた。 
孤発例のうち 1 名では RET 遺伝子の既知の点変異が判
明した。他の 2 名では検索した遺伝子の中には有意な変
異は判明しなかった。 
 
４．まとめ 

RET 遺伝子の既知の変異及び新規変異を認めた。この
うち新規変異については invitro での機能解析を計画し
ており、臨床症状と合わせた論文化の準備を進めている。 
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平成 27・28 年  野県 こども病院 臨床医学研究助成研究報告 

 

研究課題名：「次世代シークエンサーを用いた若年性骨髄単球性白血病の微小残存病変測定法の開発」 
 

研究代表者名(所属)：坂下一夫（血液腫瘍科） 

共同研究者名（所属）：日高惠以子・久保田紀子（臨床検査科） 

 

１．はじめに 
 若年性骨髄単球性白血病（JMML）の発症関連遺伝子
（NRAS, KRAS, PTPN11, CBL, NF1）は約 90％の症
例で同定されるようになった。臨床症状と遺伝子解析に
より JMML は均一な疾患ではなく、治療抵抗性の症例
から経過観察のみで血液学的に軽快する症例など様々
な臨床経過を示すことが明らかとなる中で、多くの JM
ML 症例の根治療法は造血幹細胞移植療法である。しか
し JMML の移植後の無病生存率は 5 から 6 割にとどま
っている。さらなる治癒率の向上を目指すためには現在
行われている移植治療を改善し、治癒率向上を目指す取
り組みが必要である。我々はこれまでに遺伝子変異を特
異的に同定する方法（AS-qPCR 法、Matsuda et al.  B
r J H, 2009）で、移植後の微小残存病変(MRD)の測定
法を開発し臨床応用を行っている。今回の研究は次世代
シークエンサー（NGS）を用いることにより遺伝子変異
をより感度の高い方法で同定することが可能か検討を
行った。 
 
２． 法 NGS の感度 
 PTPN11(226G>A）変異のあるプラスミドを正常と混
合し NGS 法にて測定を行なった。0.01%の混合まで測
定が可能であったが、それ以下の低濃度になると実測値
と期待値の乖離が大きくなった。つまり 10-410-5 レベル
まで検出が可能であると考えられる。PCR 法においては
10-2 から 10-3 レベルであることから NGS 法により感度
が上昇したことが証明された。 
 正常末梢血あるいは骨髄血における検出感度は変異
塩基により異なり、例えば PTPN11(226G>A)0.007-0.0
15%,PTPN11(214G>A)0.054-0.064%,PTPN11227A>C
0.004-0.01% などとなっている。 
 

３．症例 
 PTPN11(226G>A)変異を持つ症例の造血幹細胞移植
後の MRD の評価を行なった。この症例はキメリズム解
析あるいは PCR 法により MRD が検出されないが、N
GS 法にて MRD が検出されている症例である。このよ
うに NGS 法による MRD 陽性例が再発と関連があるか
今後症例を積み重ねて検討する必要がある。本症例にお
いては免疫抑制剤を調整しながらコントールしている。 
 
４．考察 
 NGS 法による MRD の評価法の最大の利点は従来法
よりも感度が高く評価ができる点である。症例数を増や
し、その有用性を検討する予定である。また今後 JMML
において、移植後の NGS 法による MRD 陽性例対して
どのような介入治療が必要か臨床研究を計画する予定
である。 
 
５．その他 

COI について：なし、倫理委員会承認： 野県 こど
も病院倫理委員会承認、助成について：がんのこどもを
守る会研究助成（平成 27 年）科学研究助成 基盤研究
C： 26461517, 17K101 
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平成 27・28 年  野県 こども病院 臨床医学研究助成研究報告 
 

課題名：「新規敗血症マーカー「プレセプシン」による新生児感染症早期発見に関する研究｣ 
 

      代表研究者(所属)：関 聡子（新生児科） 
 

【はじめに】 
 プレセプシン（sCD14-ST）は敗血症に特異的なマー
カーで、可溶性 CD14 のサブタイプである。細菌が顆粒
球に貪食される際に CD14 も同時に取り込まれ、断片化
されたのちに血中に放出されるため、感染成立により上
昇する。C-reactive protein（CRP）や procalcitonin（PCT）
と比較して敗血症発症後の応答時間が早く、重症度をよ
く反映するとして、すでに保険収載されており、成人領
域ではカットオフ値を 500pg/ml として臨床応用がされ
ている。しかし、小児領域ではそのカットオフ値自体が
まだ設定されておらず、新生児、とくに早産児において
もプレセプシンが早期の敗血症のマーカーになりうる
かに関しては国内ではほとんど報告例がない。 
 
【方法】 
 当院 NICU に入院した児のうち感染を疑い血液培養
を提出した児で CRP と同時にプレセプシンの値を測定
した。また血液培養が陽性となった児のプレセプシンの
推移を検討した。 
 
【結果】 
 2015 年１  ６ で 52 例血液培養を提出し、血液培
養陽性は 6 例あった。カットオフ値を 500pg/ml とする
と、感度 100％、特異度 17％、陽性的中率 13.6％、陰性
適正率 100％であった。1 例は CRP の上昇、血液培養の
陽性後もプレセプシンは 546pg/ml の上昇までにとどま
った。5 例に関しては血液培養陽性後のプレセプシンの
値は最高値で 1387 2144pg/ml と上昇を認めた。一方、
手術等による外科的侵襲により CRP の上昇が見られる
が血液培養陰性の例では、プレセプシンの上昇がみられ
ず、細菌感染を否定するための指標となることが示唆さ 
 

 
れた。しかし、中にはプレセプシンが 2000 3000pg/ml
と高値であっても血液培養が陰性の例も散見された。 
 
【結語】 
 CRP と合わせてプレセプシンを測定することで、低値
であれば細菌感染を否定し不必要な抗生剤の使用を減
らすことができると示唆された。敗血症の診断に関して
はプレセプシンの測定が補助診断となる可能性はある
が、敗血症以外での上昇例も多く見られ、臨床応用する
にはさらなる検討が必要である。 
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平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告 
 

研究課題名：｢小児臨床検体より分離された Haemophilus influenzae 株における 
     Haemophilus haemolyticus の誤同定率」 

 
研究代表者氏名・所属：堀内 綾華（臨床検査科） 
研究協力者氏名・所属：久保田紀子（臨床検査科） 

 

【目的】 
Haemophilus influenzae は肺炎、喉頭蓋炎、中耳炎、

髄膜炎などの重篤な感染症を引き起こす病原体である。
特に小児感染症領域ではその出現頻度は高く、重篤化の
傾向が強い。しかし一方で、小児においては呼吸器にお
ける保菌率が高いことが知られている。H. influenzae 以
外の他の Haemophilus 属菌はしばしば呼吸器系器官に
常在しているが、これらの病原性は低く、一般的には感
染起因菌とならないと考えられている。 

現在、臨床検査としての H. influenzae の菌種同定は
すでに確立されており、菌種特有の栄養要求性や生化学
的 性 状 を 基 に し た 菌 種 同 定 が 行 わ れ て い る 。 H. 
influenzae と H. haemolyticucs の生化学的性状は非常
に似通っているが、通常 H. hamolyticus は馬血液を溶
血させるためその性状を同定の一助として利用してい
る。しかし、近年、H. influenzae と同定された株に非溶
血 H. haemolyticus が含まれるとされる報告が散見され
る。これは H. influenzae の感染症を診断・治療するう
えで重要な問題である。よって、小児の呼吸器官から検
出される Haemophilus 属菌の正確な菌種同定を行い、小
児における保菌状況、その感染起因性を明らかにするこ
と を 目 的と して 小 児臨床検 体 よ り分 離さ れ た H. 
influenzae を対象とし、従来法と質量分析計 MALDI-
TOF MS による同定一致率について検討した。 

 
【結果】 

MALDI Biotyper では 58 株中 44 株(76％)が H. 
influenzae、14 株(24%)は H. haemolyticus と同定され
た。この H. haemolyticus は全て非溶血性で、ID テス
ト・HN-20 では、低い同定確率による同定不能株が 11
株、H. influenzae に同定された株が 3 株だった。また、 

 
これらの非溶血性 H. haemolyticus は呼吸器関連検体か
ら分離された。 

 
【考察】 

非溶血性 H. haemolyticus の従来法による同定は困難
であり、H. influenzae として同定される中に一定の割合
で非溶血性 H. haemolyticus が含まれることが分かった。
H. haemolyticus の感染起因性については判定が困難で
あり、質量分析計や遺伝子検査といった追試の必要性に
ついては症例ごとに考慮の上実施していくことで、さら
なる知見を集積していく必要があると考えられた。 
 
本研究の成果は、第 27 回臨床微生物学会において報告
した。 
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平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告 
 

研究課題名：「SNP array による Loss of heterozygosity 検出系の確立」 
 

研究代表者名（所属）：日髙惠以子（生命科学研究センター・臨床検査科） 
研究協力者名（所属）：久保田紀子（生命科学研究センター・臨床検査科） 

 

【はじめに】 
近年、網羅的遺伝子解析技術の飛躍的進展により、

マイクロアレイ染色体解析法が臨床検査として実施さ
れてきている。 
 マイクロアレイ解析は、既知の配列のクローン化
DNA やオリゴクヌレオチド DNA をプリントして作製
したチップ上で試料 DNA とハイブリダイゼーションを
行い、試料ゲノム中の微細な欠失や重複などのコピー
数変化を検出する技術である。中でも SNP アレイは、
コピー数変化(copy number variation: CNV)に加えて一
塩基多型(single nucleotide polymorphism: SNP)データ
によるヘテロ結合性の喪失(loss of Heterozygosity: 
LOH)が検出可能であり、劣性遺伝病や片親性ダイソミ
ーの検出法として臨床的有用性が高い。 
 今回、モザイク検出が難しいとされるマイクロアレ
イ染色体検査 SNP アレイ法での LOH の検出感度につ
いて検討し、検出限界を明らかにした。 
 
【機器および試薬】 
 CytoScan HD Array (ThermoFisher Scientific)を用
いて、GeneChip  Scanner 3000 7G System 
(ThermoFisher Scientific)により検出、Chromosome 
Analysis Suite を用いて解析した。 
 
【結果および考察】 

解析に際して、解析ソフトウェアでの機械的な LOH
判定を示す segment 図では、LOH(+)細胞 100％の場合
のみが LOH として判定され、モザイクの存在は検出で
きなかった。一方、allele peaks 図では 20％の LOH
（+）細胞の存在を認識できることがわかった。よっ
て、モザイク例に関しては解析ソフト上の call のみに
依存せず、allele peaks 図を目視により確認すること 

 
で、LOH の検出感度を向上させることが可能と考えら
れた。 
本研究によって得られた知見を活用することで、G-
banding では検出不可能な微細な数的異常の検出に加え
て LOH を検出し、臨床診断に寄与した partial trisomy 
20とUPD20の合併モザイク症例についてのcase report
ができた。 
 
【業績】 
論文：Izumi K, Kubota N, Arakawa M, et al. 
Am J Med Genet A. 2015 Jun;167:1289-93. 
Dissecting the phenotype of supernumerary marker 
chromosome 20 in a patient with syndromic Pierre 
Robin sequence: combinatorial effect of gene dosage 
and uniparental disomy.   
学会：久保田紀子、日髙惠以子 
SNP アレイを用いた LOH: loss of heterozygosity 検出
に関する基礎的検討 
第 52 回日臨技 関甲信支部 医学検査学会 
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平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告 
 

研究課題名：「ガスクロマトグラフィ質量分析装置(GC/MS）による新生児、 
小児期の脂肪酸組成の研究」 

 
研究代表者名（所属）：増田（ 島）史恵 1)（臨床検査科） 
研究協力者名（所属）：日高恵以子（生命科学研究センター、臨床検査科）、宗像 俊（新生児科）、 

 廣間武彦（新生児科）、中村友彦（新生児科） 
 日高宏哉（信州大学医学部）、本田孝行（信州大学医学部） 

             現：京都大学医学部附属病院 がんセンター がん医療開発部 1)  
 

【はじめに】 
必須脂肪酸(EFA)であるリノール酸やアラキドン酸

(共に n-6 系脂肪酸)、α リノレン酸やエイコサペンタエ
ン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA；共に n-3 系脂
肪酸）は、食事で摂取すべき脂肪酸群である。血漿中 EFA
濃度の減少やその組成の変動は、栄養不良や消化器吸収
不良で引き起こされ、成 障害、免疫 低下、脳神経系
や視力の発達障害、アレルギー疾患、皮膚障害、アトピ
ー皮膚炎の発病などに進展することが報告されている。
一方、血清中の脂肪酸は、リン脂質（PL）、トリグリセ
ライド（TG）、コレステロールエステル(CE)にエステル
結合した分子とアルブミンに結合した遊離脂肪酸(FFA)
があり、これまでの総脂肪酸組成では、これらの脂肪酸
組成の合算として分析されているが、それぞれの脂質が
構成する脂肪酸組成は特徴的であり、脂質分子の異常濃
度が、血清総脂肪酸組成の変化に影響を与える。今回、
これまでに構築した 50μL(希釈限界としては数 μL)の
試料で、血清中脂肪酸組成の分析を可能とする質量分析
法１)により、新生児からの年齢群による血清中脂肪酸組
成を明らかにし、さらに、血清脂質を分画し脂質分子ご
との脂肪酸組成の分析を検討した。 

 
【結果および考察】 
１．新生児・乳幼児の脂肪酸組成 

血清中では 10 種類の総脂肪酸組成を検討した。新生
児 か ら 幼 児 の 成  に 伴 い 、 リ ノ ー ル 酸 (C18:2) 、
EPA(C20:5)、DHA(C22:6)は増加傾向にあった。５歳ま
でには、ほぼ 年期と同様の総脂肪酸組成を した。 

２．血清脂質中脂肪酸組成 
血清中の脂質分子は、薄層クロマトグラフィー(TLC)

で分画し、各分画を含むシリカゲル板を切り取り、その
切片から脂質を抽出した。各脂質分子中の脂肪酸組成は、
PL では多価不飽和脂肪酸(PUFA)を豊富に含有してお
り、TG では、パルミチン酸(C16:0)、オレイン酸(18:1)、
リノール酸(18:2)が豊富であり、PUFA では EPA を除く
３種が含まれていた。また、CE では、リノール酸(18:2)
が豊富で続いてパルミチン酸(C16:0)、オレイン酸(18:1)
であり、PUFA ではアラキドン酸(C20:4)や EPA(C20:5)
が含まれていた。各脂質分子中の脂肪酸組成は、新生児
と 少年では、顕著な差はなかった。 

血清中の脂質分子では、胆道閉塞や胆汁うっ滞などの
肝・胆道系疾患では、PL 濃度は異常高値となることがあ
り、PL の脂肪酸組成が総脂肪酸組成に反映する。また、
血中変動が比較的大きい TG は、TG の脂肪酸組成が、
総脂肪酸組成への反映も大きくなる。現在の総脂肪酸組
成分析では、血清脂質分子濃度の変動と合わせて評価す
る必要がある。各脂質分子の脂肪酸組成を分析すること
は、脂肪酸代謝を評価するためには必要であることが見
出された。しかし、今回の分析操作はやや煩雑で、すぐ
さま日常検査に用いることは困難である。今後さらに簡
便な分析法を開発する必要がある。 

研究の成果は、2015 年 5 月 14 日から 18 日に横浜で
開催された 12th Asian Congress of Nutrition において
Serum fatty acid composition of neonates, infants and 
young people measured by gas chromatography mass 
spectrometry として発表した。  
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平成 27 年度、28 年度 臨床医学研究助成制度報告 
 

研究課題名：「新生児における表皮ブドウ球菌叢形成メカニズムの解明」 
                         

代表研究者名（所属）：久保田紀子（生命科学研究センター・臨床検査科）  
 

【目的】 
 ヒトには非常に多くの病原・非病原細菌が定着し正
常細菌叢を形成している。これらの細菌は相互に干渉
しあい全体的に動的な平衡を保ち、特定の細菌の突出
した増殖を許さない（細菌間相互干渉）。このメカニ
ズムは新規侵入の病原微生物にも適用され、その増殖
を阻止し、感染防御の一翼を担う。感染防御のために
は健全な正常細菌叢の形成が必須である。近年、正常
細菌叢構成を含めた細菌間相互干渉に関する多くの研
究行われてきている。しかし、上気道定着細菌叢がヒ
トの一生の間にどのように形成され、またどのような
変化が起こるかはほとんど知られていない。本研究で
は、上気道細菌叢の形成研究の指標として
Staphylococcus epidermidis を選択し、各人に定着し
ている菌株を遺伝子配列タイピングの手法を用いて分
別することにより、定着菌の由来を推定することによ
りヒトの常在菌形成メカニズムを明らかにすることを
目指した。 

 
【方法と結果】 

異なったボランティア 9 名から分離した 12 株の S. 
epidermidis を材料として、次世代シーケンサーを用い
た 20 種類の菌種特異的な網羅的遺伝子配列解析を実施
した。得られた遺伝子配列の差異を検出する方法によ
り菌株ごとの系統樹解析をすることによってそれぞれ
の菌株の分別を試みた。その結果、12 株を 9 グループ
に分別できた。特記すべき結果として、同一ボランテ
ィアから由来した 4 株のうち 3 株は同一グループとし
て分別され、1 株は異なったグループとして分別された
。また、別々のボランティアから由来した 2 株が同一
グループとして分別された。 

 

【考察】 
現在、微生物研究の領域についても精力的な Whole 

genome 解析が進められているが、MLST typing 以外
の S. epidermidis 菌株間の相同性、多様性についての
データほとんど報告されていない。今回検討した 20 の
ハウスキーピング遺伝子配列での SNP 解析により、現
在広く行われている MLST typing 以上に菌株間の多様
性を検出できることがわかった。しかし、常在菌の由
来決定のためには、SNP 解析以外の多型解析法の組み
込みや疫学的情報を付加した解析が必要と考えられ
る。データベースのさらなる発展を期待するととも
に、今後も解析を継続していけることが望まれる。 
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院外研修 in Singapore 
 

 野県 こども病院 小児外科 
畑田 智子

 野県 こども病院の職員院外研修のシステムを利
用して、2017 年 6 月から 11 月までの半年間、シンガポ
ールで小児外科研修に行ってきました。シンガポールを
選択した理由としては①人種が同じまたは近いことか
ら日本人と罹患する疾患が類似していること、②アジア
でありながら公用語が英語であること、③小児外科疾患
が集約化されていること、④手術に参加できること、が
あげられます。ただし、手術に参加できる代わりに、ビ
ザ取得の手続きはとても大変で、時間を要しました。ビ
ザ取得にあたっては、始めに Singapore Medical Council
（以下 SMC）という機関が定める Hand-on の Clinical 
observerという立場での研修の申請を行います。SMCか
ら許可が得られると、Ministry of Manpower(以下
MOM) に 最 終 的 な ビ ザ 申 請 を 行 い 、 Training 
Employment Pass というビザを取得して研修を始める
ことができます。 

前述しましたが、シンガポールでは手術を行う病院は
集約化されており、小児外科手術も National University 
Hospital（以下 NUH）と KK women’s and children’s 
Hospital（以下 KKH）の二つの病院でほとんど行われて
いましたので、この二つの病院で研修を行いました。 

胆道系疾患と直腸肛門奇形を中心に見学したいと考
えていましたが、ちょうど胆道系疾患と直腸肛門奇形が
少ない時期でした。しかし、その代わりに新生児症例や
泌尿器系疾患の手術に沢山参加することができました。
沢山の先生の手術に助手として入りましたが、KKH の
前外科部 である Prof. Jacobsen の手術はとても美しく
感動しました。どうしたらあのような手術ができるのか
と私なりに考えると、手術中に迷いがないことだと気付
きました。膨大な経験に裏付けられたなめらかな手技に
思わず見とれてしまいました。 

 
ここでシンガポールの医療事情について少し紹介し 

たいと思います。 
 
 

 患者対象  
シンガポールの出生数は年間 4 万人弱です。また合計

特殊出生率が 1.2 人台と日本と似た人口形態になってい
ます。ただし、シンガポールは近隣の国から治療を受け
に来るお子さんも多いため、実際の対象人口は出生数に
対して多い印象でした。 
 
 医療体制  

日本と異なり、自由診療が多く行われていました。公
的医療機関であっても、自由診療と保険診療が混在して
いました。治療費もそれぞれの病院で異なりますし、シ
ンガポール人と外国人でも異なります。自由診療がある
ことから、術者にシニアコンサルタントを希望されるこ
とも多く、外科部 が  術を うことも多くありまし
た。 

シンガポールの初期研修医または後期研修医の多く
は Medical Officer として３ ６ヶ 間 児外科を研修
します。日々のカルテ記載もすべてスタッフとともに行
います。欧米ほどではないですが、イギリスの影響も強
いため、訴訟に関しては敏感であることが原因だと教え
てもらいました。 

 
  児外科医  
 NUH は小児外科スタッフ 6 人（教授１人、コンサル
タント 3 人、レジスター2 人）、Medical officer 4 人（初
期研修医・後期研修医）という小規模チームでしたが、
KKH はスタッフ 21 人（シニアコンサルタント 6 人、コ
ンサルタント 4 人、アシスタントコンサルタント 3 人、
レジスター5 人、アシスタント 3 人）、Medical officer 10
人という大所帯でした。KKH では 4 つのグループに分
かれて診療を行っていました。 
 
 スケジュール  
スケジュールは各班により異なりますが、一つのグルー
プの 1 週間を表 1 に示します。on call（救急当番）の時
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はとても忙しくなりますが、各グループで on call が 
1 週間に 1 2 回であることから、on call ではないとき
は比較的時間に余裕があるようでした。ただし、NUH・
KKH ともに救急外来の受診者はとても多く、緊急入院
数もとても多かったです。KKH の救急外来は 1 日約 400
人の受診があり、予定入院と緊急入院を併せると 1 日約
100 人の入院がありました。夜間はひとまず入院させて、
翌朝にコンサルタントの診察を受けるという流れに 
なっていました。 

 日常生活、医療全てを通して、日本との違いはあまり
感じませんでしたが、大きな違いとして感じたことはご
みの分別に関することでした。ショッピングセンターや
道端に分別ゴミ箱が置いてありますが、家庭ごみは基本
的には分別は不要です。病院内も鋭利なものは分別しま
すが、普通ゴミと感染性ゴミの分別はあまり厳密ではあ
りませんでした。また、文化的に装飾品を身につけてい
る や髪が い が多いのですが、病院内でも装飾品を
身につけ、髪をかき上げるしぐさはよく見られました。
術者にもマニキュアやピアス、ネックレスの制限がなく、
清潔不潔の区別に関しては日本の方が厳しいと感じま
した。 

生活する上で最も大切な食事についてですが、街中の
いたるところに食堂を見かけ、朝のカンファレンスには
軽食が準備されていました。チーム内のちょっとした申 

し送りもマクドナルドや食堂で食べながら行うことが
多く、食への関心の高さを感じました。手術着で手術室
エリアから出てはならないこともあって、手術室では昼
食が準備されていました。手術の合間の短時間でも食事
をとることができ、手術に集中することができたのは外
科医としてはありがたかったです。 

システム化された入院や手術により、沢山の症例を見
学することができました。また沢山の先生方の外来を見
学することで、診療や治療のコツを教えていただき、今
後の医療に役立てていきたいと思いました。文化の違い
や、考え方の違いから落ち込むこともありましたが、親
切にしてくれる同僚に出会い、小児外科について共に語
り合った時間は自分にとってかけがえのない経験とな
りました。最後になりましたが、このような機会を与え
てくださったこども病院全ての方に感謝するとともに、
これからも 野県 こども病院のために尽 していき
たいと思います。 

表１ １週間のスケジュール

写真 1 Prof. Prabhakaran と NUH 手術室にて

写真２ KKH のメンバーと昼食

写真３ NICU での手術風景
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 野県立病院機構ハワイ SimTiki 研修 
 

 野県 こども病院 新生児科   
                                               宗像 俊 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 年 12 月 11 日から 13 日まで、ハワイ大学

SimTiki シミュレーションセンターで行われたシ
ミュレーション教育指導の研修へ参加した(写真1)。
シミュレーションでは、医療者が実際の患者さん
の診療に当たる前に、模擬患者などを使うことに
よって練習を行うことができる診療行為について、
事前にどのようなことなのか学習するのは当然だ
が、シミュレーションでは実際に手を動かして学
ぶことができる。その学習者に対する指導法を学
ぶ研修であった。 
 まず、SimTiki 研修へ く前に 野県 病院機構
本部研修センターでシミュレーション教育指導ス
キルアップシリーズを 3 回に分けて受講した。シ
ナリオ開発、ファシリテーション(シミュレーショ
ンを進行すること)、デブリーフィング(シミュレー
ション後に振り返って議論すること)、学習者の評
価法などを学んだ。そこで作成したシナリオをひ
とつ使用して、SimTiki 研修を行った。 
 シナリオは「急変対応中の家族対応」であった。
患者が急変し、蘇生を行っているところに家族が
到着する。動揺した家族への対応を行うシナリオ
であった。シナリオを細分化し、必要な道具、場所、
人数、役割、目的、行動のチェックリスト、時間の
割り振りをどうするかなどを確認した(写真 2)。参
加者がスモールグループに分けられ、テスト形式

か練習か、参加人数を変更など、異なった課題を与
えられてシナリオをどのように変えていけば有効
なシミュレーションとなるか考えていった(写真3)。
さらに、シミュレーションを行う役の担当者に「無
言になってしまう」などの設定を行って、ファシリ
テーションやデブリーフィングが滞りなくできる
か確認した。どの課題も非常に奥が深く、ひとつの
シナリオを様々な角度から見直し、磨き上げてい
けることが分かった。 
 3 日間ではあったが非常に多くのことを学べた。
院内でシミュレーションを行う際には微力ながら
お手伝いをしていきたいので、ぜひ声を掛けてい
ただきたい。 

写真２ 必要な道具、部屋などの空間を設定し、
シミュレーションを行う環境を作る。

写真 3 グループに分けて課題についてディス
カッションしていく。

写真 1
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平成 29 年度 野県 病院機構ハワイ SimTiki 研修報告 
 シミュレーション教育指導者プログラムを受講して  

 

 野県 こども病院 看護部  
                                                 健郎 

 

ハワイ大学 SimTiki シミュレーションセンターは、
3000 以上のシミュレ―ション機器を有する全米でも有
数の施設であり、ハワイ大学の医学部学生やレジデント、
看護師など様々な職種を対象として数多くのコースを
開催し、新たなコース開発やシミュレーション教育指導
者養成なども行っている。なかでも、シミュレーション
インストラクション手法というシミュレーション教育
の効果的な手法を開発し、シミュレーション教育の最先
端を担っている。実際にシミュレーションを病棟で行っ
ているなかで、シミュレーションに苦手意識をもって参
加する学習者や、デブリーフィングの質の向上に日々悩
んでいた私にとって今回の研修は大変貴重な機会であ
った。ハワイ大学での研修における学びはとても多く、
学習内容を抜粋して報告する。 
 
活動報告 

３日間の講義は、 野県 病院機構本部研修センター
主催の「シミュレーション教育指導スキルアップシリー
ズ」で使用したシミュレーションシナリオを使用し、実
際にシミュレーションを行いながらファシリテーショ
ンスキル、オリエンテーションスキル、デブリーフィン
グスキルについてアクティブラーニング形式で行われ
た。以下に項目ごと説明する。 
 
 

1.ファシリテーションスキル 
シミュレーションは事前に目指すべき目標が設定さ

れ、その目標を達成するためにシナリオがデザインされ
ている。学習者はその目標に向かって考え行動し体験す
ることによって学習をする。そのサポートを行うのがフ
ァシリテーターである。ファシリテーターはガイドであ
り、学習者自身が目標に向かって答えを探せるようにコ
ーチングで導いていく役割を担っている。 

シミュレーションは講義ではなくアクティブラーニ
ングであり、学習者は意図しない行動に走ることもある。
ファシリテーターは、学習者が何をしたいのかを予測し
臨機応変に対応し、時には、シナリオデザインと学習者
の行動のずれが大きければある程度シナリオに引き戻
すこと、シミュレーションが始まった時点からどのよう
なデブリーフィングを行わねばならないか考えながら
ファシリテーションを行うなど役割は多い。 

シミュレーションにおいてファシリテーターが行う
主な役割は以下の４点である。 
①Be an active listener and observer:よく聞いて観察す
る。学習者の行動や言葉を細かく見て、聞いて、時には
メモを取って観察をする。 
②Be flexible:シナリオから逸脱した行動や、バリアを張
っている学習者に対し、フレキシブルに対応する。良い
方向に行ったときでも少し介入して引き戻すと学習者
が効率的に対応できる場合がある。 
③Do not focus on yourself:目指すべき方向性はあって
いるが、違った順序で進んだ場合でも、そこにファシリ
テーターがついていく必要がある。 
④Use different techniques:学習者が積極的に学習でき
るように、シミュレーション内容を撮影したり、質問し
たりと様々なテクニックを使う。 
 これらの役割を遂行するためには、①Engaging、②
Informing、③Involving、④Planning といったファシリ
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テーションスキルが必要である。 
①Engaging は、学習環境を整えシミュレーションの世界
に学習者を入り込ませることである。手法として、フリ
ッカーを使ったり事前学習の復習をしたりする。 
②Informing は、シミュレーションの目的、知識、学習
内容などの情報を共有することである。これは、ファシ
リテーターから学習者への一方向性の情報であること
が多いが、学習者が情報を理解しているか確認を行うこ
とが必要である。 
③Involving は、学習者を積極的に参加させることである。
ファシリテーターと、オープンクエスションなどの形式
をとることで学習者とファシリテーターの間で双方向
性のコミュニケーションが成立し、学習者の積極的参加
につなげる。 
④Planning は、シミュレーションを行ったあとに、身に
ついた知識やスキルを使って次回に何をするのか明確
に伝えることである。 
 以上４点のスキルは、シミュレーションシナリオを作
成する段階からシナリオへ計画的に盛り込みファシリ
テーションをすることが望ましい。 

 
次に、シミュレーション中のファシリテーションテク

ニックについて説明する。３つのテクニックがあり、①
Redirect、②Continue and debrief、③pause and reflect
である。 
①Redirect は、学習者がシミュレーション中違う方向に
進んだ場合、少しヒントを与えて修正させる方法である。
これにはさらに Cueing、Coaching、Prompting の３つ
の手法に分けられる。Cueing は非言語的ヒントに近く、
シミュレーション中に SpO2 値を下げたり、役者を投入
してヒントを与えることである。Coaching は言語的ヒン
トで、直接ファシリテーターが「次何するの？」など話
しかける方法である。Promptingは一番積極的な介入で、
ファシリテーターが学習者にやってほしいことを伝え
ることである。これは、シミュレーション中に学習者が
悩んでいたり行動が止まってしまった場合に、「これを
治しなさい」や「何しなさい」と取るべき行動を言って
しまうことである。Cueing、Coaching、Prompting のう
ちどの手法を選択すればいいのか、それは学習者が今ど
のような状況でどのような頭の中になっているのかを

予想し介入することで正しい選択ができる。 
②Continue and debrief は、学習者の行動が、正しい方
向に進んでいるかそうでないかに関係なくシミュレー
ションにファシリテーターが途中介入することなく学
習者のみの力で行い、最後のデブリーフィングで正しい
とるべき行動に気付かせる方法である。 
③pause and reflect は一番介入が多い方法で、シミュレ
ーション中に学習者が違う方向に進んだ場合、一時中断
し状況を戻して再開させる方法である。 
 
２.オリエンテーションスキル 

オリエンテーションは、何をどう学ぶかを示すもので
あり、シミュレーションを行う目的やシナリオにおける
ルール（例えば、ここは病院の設定である、困ったこと
があれば私に聞いてよいなど）を伝えることである。全
部でなく、シナリオで必要なことを説明し、学習環境に
どう参加させるかを伝える場である。 

オリエンテーションでは伝えるべき内容が７点ある。
それは、①シミュレーションを行う目的と、学習目標、
②学習者の安全の保障、③学習者が行うべき明確な役割
と行動、④シミュレーターの具体的方法、⑤シミュレー
ター以外の機器の取り扱い方法、⑥機器以外に学習者が
扱える情報や事柄、⑦患者背景の情報である。オリエン
テーション時には、必ずこれら７点のアナウンスを忘れ
てはいけない。 
 
３.デブリーフィングスキル 
 デブリーフィングに用いられる構造モデルは様々な
ものがある。今回の研修で紹介されたのは「GAS 法」で
会った。GAS 法は、Gather(情報収集)、 Analyze（分析） 
Summarize（まとめ）の 3 段階で行われる。それぞれの
目標と行動の概要は次の通りである。 
Gather(情報収集)：学習者がシミュレーション中に「何
を考え、なぜその行動をしたのか？」を積極的に聞きだ
していく。例えば、「何が起きて、何をしたのか？」。補
足情報を求めつつ、ひとりひとりから 「かたよりなく」
引き出していく。 
Analyze（分析）：学習者がとった行動について、「じっく
りと振り返り、それを分析」するよう学習者を促す。例
えば、シミュレーションをできるだけ正確に振り返るよ
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う促したり、「適切だったこと」「適切でなかったこと」
を自由に発言させる。また、「気づき」へと誘導したり、
その「気づき」を通じて、「方向転換」へ誘導していく。 
Summarize（まとめ）：「このシミュレーションで何を学
んだか？」について確認することを 
促す。例えば、指導者は「指導の要点」を網羅している
ことを確認し、「まとめのコメント」をする。具体的には、
以下のとおりに行われた。 
①やってみてどうだったかを尋ねる。 
②行ったことをボードに書き出させる。 
③不足している情報については、「○○はどうか？」と尋
ねる。 
④学習目標を学習者に示す。 
⑤医療安全のポイントは何かについて、2 人で話し合わ
せる。 
⑥このシミュレーションで何を学んだかについて確認
する。 
⑦シナリオに設定された幾つかの目標を再確認する。 
 デブリーフィング終了後に、デブリファーを評価する
DASH について学んだ。GAS 法に沿ってデブリーフィ
ン グ を 行 っ た 後 、 DASH （ Debriefing Assessment 
forSimulation in Healthcare）を用いて、デブリーフィン
グを評価した。DASH は、7 つの要素の評価項目からな
り、「１全く有効でない、有害である」から「７非常に有
効である」段階で評価をする評価ツールで、シミュレー
ションの導入と自分自身の行動のデブリーフィングを
自己評価するものである。評価項目は、①学習者が積極
的に参加できる学習環境を創出した、②学習者が積極的
に参加する環境を維持した、③デブリーフィングの有効
な枠組みを確立した、④学習者が自身のパフォーマンス
を振りかえるような深い議論を促した、⑤学習者の成功
点、失敗点、その理由を同定した、⑦学習者が将来的に
高いパフォーマンスレベルに到達し、維持するかを理解
する手助けした、である。この評価ツールは、概念がど
のような行動を当てはめたらよいのかがすぐには想起
できず、チェックするのに時間がかかり難しい。また、
日本人はそれほど積極的態度を示さないため、その環境
を適切に提供し評価することは難しいと考えた。 
 デブリーフィングの構造モデルにはプラス＆デルタ、
GA-S、GREAT の 3 種類がよく用いられることを学ん

だ。デブリーフィングを行う場合は最初にインストラク
ターが良かった点を伝えるとともに、受講生自身にも良
かった点を挙げさせる。その後で受講生自身に次に実施
する時にはどのように改善する必要があるかを聞いた
上でインストラクターが助言することが大事である。イ
ンストラクターが受講生の出来ていなかった点を指摘
すると彼らの気付きは少なく、学びも少なくなる。受講
生自身が何が出来、何が不十分だったのか、次の課題は
何かを気付かせるように促していく必要がある。またデ
ブリーフィングを行う場合は、肯定的で安心できる環境
を作ることもインストラクターの大切な役割であるこ
とを学んだ。 
 
研修を終えて 
 見学や体験を通しシナリオ作成やソフトの管理・運用
には様々な職種の連携が必要であること、シナリオを用
いてトレーニングを行うためには何度も繰り返しテス
トし、評価修正を繰り返しながら作り上げる必要がある
ことを学んだ。またシナリオ実施後のデブリーフィング
においてはインストラクターではなく受講生が主体で
あり、受講生自身が自分またはメンバーの良かった点や
次への課題を述べられるように時間をかけて一つ一つ
の事象を振り返ることができるように働きかけること
が重要であること、その結果が参加者のよりよい学びに
つながることを学んだ。今回学んだシミュレータを用い
た教育やデブリーフィング方法について，今後の後輩指
導に活かしていきたい。 
 最後に、このような貴重な機会を与えてくださった、
 野県 病院機構の関係者の方々に心から感謝申し上
げます。 



 

68 

 
 野 県  こ ど も 病 院 医 学 雑 誌 投 稿 規 定  

 
 

平成 28 年 1 月 8 日制定 
                                       職員研修管理委員会 

（医学雑誌編集委員会） 
 

１．目的 
   野県 こども病院の機関誌（｢以下本誌｣とする）として、 児医療・周産期医療に関する  
 総説、原著論文、症例報告、短報、業績記録、院内学会セミナー等の報告などを掲載・発行し、  
 小児医療・周産期医療の発展に寄与することを目的とする。 
 
２．投稿資格 
  本誌への投稿は、投稿時に 野県 こども病院の職員であることを原則とするが、他院等の     
 所属であっても投稿内容が 野県 こども病院在職時のものであり、編集委員会が認めた場   
 合はその限りではない。また、編集委員会から投稿を依頼する事が出来る。 
  なお、国内外を問わず、他誌に掲載済み、投稿中または掲載が決定している論文等は投稿で 
 きない。 
   
３．投稿内容 
   野県 こども病院において われた医学研究・医療・看護・講演会ならびに病院運営等に  
 関する研究を対象とし、以下のように大別する。なお、編集委員会は必要に応じて、著者に倫  
 理委員会に諮問することを要請することができる 
  １） 総説 
  ２） 原著論文（医学・医療上の諸テーマに関する論文） 
  ３） 症例報告（臨床上興味ある症例や事例，研修医論文） 
  ４） 短報（学会発表を論文様式で報告したもの等） 
  ５） 研究紹介（臨床医学研究助成、研究発表等助成） 
  ６） 学会・講演・セミナー等の報告 
  ７） その他，CPC 報告，病院の運営，活動紹介など編集委員が掲載に値すると認める論文 
   
４．投稿方法 
  原稿は電子メールまたは電子媒体を用いて電子ファイルとして提出する。 
  投稿原稿は 400 文字詰め原稿用紙に換算して以下の規定ページ数以内とする。 
  １） 総説  20 枚（8000 文字）程度（図表 10 点程度） 
  ２） 原著論文  20 枚（8000 文字）程度（図表 10 点程度） 
  ３） 症例報告          15 枚（6000 文字）程度（図表６点以内） 
  ４） 短報（学会発表を論文様式で報告したもの等） 
           10 枚以内（抄録は不要 4000 文字）（図表６点以内）                      
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  ５） 研究紹介（臨床医学研究助成、研究発表等助成） 
                15 枚（6000 文字）程度（図表６点以内） 
  ６） 学会・講演・セミナー等の報告  

10 枚以内（4000 文字）（図表６点以内） 
  ７） その他，CPC 報告，病院の運営，活動紹介など編集委員が掲載に値すると認める論文 
   10 枚以内（4000 文字）（図表６点以内） 
   ※引用文献も上記枚数に含む 
 
５．投稿書式 
  使用するワープロソフトは MS Word (.doc) に限定する。書式は A4 サイズ、横書き 1 段組  
 とする。図表は MS Power Point（.ppt）に限定する。MS Word に記載された図表は全て採用  
 しない。データ容量が４MB を超える場合は、USB メモリや CD-R などにデータを入れて提  
 出する。なお、USB メモリを使用する場合は、総務職員が貸与する専用のものとする。 
 
 １）タイトルページに記載する事項 
   ・論文タイトル（和文表記） 
 ・ショートタイトル（タイトルを短縮したもの、25 字以内、和文） 
 ・著書名と所属（和文表記） 
 ・キーワード（5 つ以内） 
 ・連絡先（名前、所属、住所、TEL、FAX、E-mail 等） 
 ・抄録（600 字以内、和文） 
 
 ２）本文、図表の表記 
   ・研究論文は、抄録（目的、方法、結果、結語）、本文（緒言、方法、結果、考察、結語）、  
    参考文献、表の説明、図の説明の順に記述する。 
   ・症例報告は、緒言、症例、考察、結語、文献、図の説明、表の説明の順に記述する。 
   ・やむを得ない場合を除き、和文表記を原則とする。 
   ・日本語化した外国語はカタカナで書き、人名、地名、薬品名などは原語を使用する。 
   ・単位は mg, kg, min などメートル法表記に従う。 
   ・算用数字と外国語文字（病名、一般薬品名等）は、固有名詞と文頭の場合を除き、すべ  
   ・て半角小文字を使用する。 
   ・日本語文末の句点は「.」ではなく「。」を用いる。読点は「,」ではなく「、」を用いる。   
   ・日本語フォントは MS 明朝に、英文、数字フォントは Century に限定する。 
 
 ３）略語について 
   可能な限り略語は使用しない。やむを得ず使用する時には、初出箇所で内容を明記する。 
 
 ４）文献 
   ・引用順に記載する。本文中では右肩に番号を付け、文の最後に例に準じて記載する。 
    著者、共著者 4 名までは全員記載する。5 名以上の場合は 3 名まで記載し、「他」「et. 
    al.」とする。ページ数は最初と最後のページを記載する。英文文字、記号は全て半角 



 

70 

    文字を使用する。和文雑誌、和文書籍の文字間には大角記号（「、」や「：」等）を使 
    用する。 
   ・英文雑誌（執筆者、タイトル、雑誌名、発行年、巻、頁の順） 
    1) Herman R, Mayer N, Mecomber SA, et. al. Clinical pharmacology ofdantrolene    
     sodium. Am J Phys Med. 1972;51:296-311 
   ・英文書籍（章の執筆者、章のタイトル、編集者、書籍のタイトル、出版社の所在地、 
    出版社、発行年、頁の順） 
    2) Franz MR. Monophasic action potential mapping. In Shenasa M, Borggrefe 
     M, Breithardt G, eds. Cardiac Mapping. New York: Futura; 1993;pp565-583 
   ・和文雑誌（執筆者、大角コロン、タイトル、雑誌名、発行年、巻、頁の順） 
    3) 斎藤典子，尾上紀子，田中光昭、他：アナフィラキシーショックによって誘発 
    された冠動脈攣縮の 1 例 呼吸と循環 2008;56:1071-1075 
   ・和文書籍（編集者、大角コロン、書籍のタイトル、出版社の所在地、大角コロン、出 
    版社、発行年、頁の順） 
    4) 宮村実晴編：運動と呼吸 東京：真興貿易医書出版部 2004;pp66-67 
   ・Web サイト（著者（組織）名、ページタイトル、http アドレス、参照日時） 
    5) World Health Organization. WHO Statistical Information System 
     (WHOSIS). http://www.who.int/whosis/en/: 8 Dec 2010 
    6) 中條武志： ものづくり・サービス提供おけるヒューマンエラーの防止 
    http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~nakajo/open-data/pokayoke.pdf: 12 Jan 2011 
 
６．引用、転載、著作権について 
   他の文献から文章・図表などを引用転載する場合は、前もって著作者の了解を得ること。 
  著作者との交渉は、投稿者の責任において行う。本誌に掲載された著作物の複製品・翻訳権・  
  上映権・譲渡権・公衆送信権（送信可能化権を含む）は、 野県 こども病院に譲渡された  
  ものとする。 
 
７．倫理性への配慮ならびに個人情報保護 
   研究内容は必ず、倫理性に配慮し、検査結果など患者情報の記載がある内容については、  
  患者の個人情報保護に十分配慮し執筆する。倫理的な対応はヘルシンキ宣言を遵守すること。 
   （ヘルシンキ宣言は http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html を参照） 
   患者やの顔写真は原則として掲載しない。顔写真の掲載が必要である場合は、個人が特定  
  できない様に処理を施す。集団で写っている場合も個人が特定できないように配慮する。 
  上記いずれの場合もすべての個人の写真掲載の最終的な可否は編集委員会で審議する。 
  身体的特徴などで、個人が同定できると編集委員会で判断した場合は、患者あるいは家族の 
  同意書の添付を求める。 
 
８．採否の決定 
   論文の採否は、１名以上の査読者による査読を経た上で、編集委員会で決定する。 
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９．査読結果通知・再投稿決定 
   査読結果はメールにて執筆者に連絡する。 
   再投稿の場合は、４週間以内に再投稿原稿の修正箇所にアンダーラインを引く、赤字にす 
  るなど、どのように修正したのかわかりやすく明示する。 
   執筆者は査読者に対して修正・削除・加筆個所の説明、および査読者から質問に対する返 
  答を記載する。なお、査読結果の連絡後、２カ月を経過しても執筆者からの再投稿または連 
  絡がなかった場合は不採用とする。 
 
10．校正要領 
   採用決定後、レイアウトした校正原稿を執筆者に電子メールで配送し、著者校正を依頼す  
  る。著者校正後、編集委員会の責任により修正を行うことがある。 
 
11．カラー図表 
   本誌は紙印刷版と Web 公開版の両者を出版する。紙印刷版は  図表だけを掲載するが、 
  Web 公開版はカラー図表を受け付ける。Web 公開版にカラー図表を掲載希望する際には、 
  必ず紙印刷版 の  図表も同時に添付する。 
 
12．投稿原稿の送り先 
   事務部総務課総務係担当 
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編集後記 
 久保田紀子さんの原著論文は、感染起因菌同定に関する新しい同定法に関する論文です。当院では
Infectious control team (ICT)が中心となって臨床検査科で日頃同定している入院患者の保菌最新情報を
元に、院内感染症発生状況を監視しています。この論文はその日頃の地道なデータ解析に基づいた論文で
す。 
 小野貴子さんの原著論文は、今年で 5 年 を迎える 野県の新 児マススクリーニングのまとめです。
2013 年に 野県からの委託を受け、検査・診断・治療・フォローアップをこども病院で一元的におこなう
この事業は、「信州モデル」と理想的な体制と言われています。来年度からはバージョンアップした検査が
開始されます。 
 柳沢龍先生には、寄付事業により作られたファミリールームの開設に合わせて今までの小児ガン患者の
緩和ケアについて検討して頂きました。小児ガンの終末期に、こどもとその家族にこども病院として今後
どう向き合って行くべきか考えさせられました。 
 小池由美先生は、最近患者数が増加し県 より多くの期待を集めて開始した当院での 物アレルギー診
療についてまとめて頂きました。小池先生は県内の多くの小中学校を巡回して「小児食物アレルギー」の
最新の知見についても教育して頂いています。 
 その他、こども病院が独自に助成している研究報告や海外研修も報告して頂き、創刊号にふさわしい内
容になったことを嬉しく思います。今回は、診療部と医療技術部からの論文でしたが、次回からは是非看
護部と事務部からも投稿して頂きたいと思います。 
 最後に、創刊号の発刊に多大な貢献をされた事務部総務課、植松健一様に深謝いたします。 

編集委員 （副院 ） 中村友彦 
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