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＜開会の挨拶＞
����

(琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科
学講座 教授)

＜一般演題＞
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(琉球大学大学院医学研究科 皮膚病態制御学講座
教授)
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(１：琉球大学大学院医学研究科 皮膚病態制御学講座)
(２：琉球大学 大学院 免疫学)
(３：川崎医科大学 微生物学)

���や ��	
���等の難治性疾患の原因となる
������感染において, ������抗体が担う生体防御
機能や該当する抗体群の力価と病態の関連性については,
これまで詳細な研究がなされていない. そこで, 本研究
では, まず血清 (血漿) の������中和抗体価, 主要
糖タンパク���に対する総抗体価, および����誘
導能の測定を可能とする方法を確立すること, そしてそ
れらを用いて�����Ⅰキャリアや�����Ⅰ関連疾患
患者の血清の解析を行うことを目的とした.
�����Ⅰ産生�細胞株と非感染�細胞株の混合培養
を用いた感染実験系, �����Ⅰ感染者における血中の
���抗原に対する抗体の検出を目的とした�����系,
�����Ⅰ感染者由来の精製 ��を用い����標識
������感染細胞を標的とした抗体依存性細胞傷害活
性を測定する系を確立し, 現在, サンプル数を増やし病
態と血清中の抗体の機能について検討中である.
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(琉球大学医学部附属病院 光学医療診療部)

cdef�g潰瘍性大腸炎 (以下��) は原因不明の炎

症性腸疾患である. 近年再燃と難治化にサイトメガロウ
イルス (以下�	�) の関与が注目されている. 診断の
������� !��!��は病理診断であるが, 偽陰性の場合
も多いとされる. 今回 ��患者の腸液中における
�	�����を��"で検出 (以下腸液��"法) し,
病理診断との関連を調べた.
chig対象は#$症例 (男性�$例, 女性%&例) で, の
べ��検体であった. 内視鏡にて腸液を吸引し, 腸液
��"法と病理診断での検出率の比較を行った.
cjkg腸液��"法による陽性率は病理診断の検出率
高かった. 組織診断で陰性, 腸液��"法陽性の症例は
９例でありうち８例で��の難治化を認めた. 組織診
断, 腸液��"法で陽性の症例は組織診断で陰性となっ
た群に比べ腸液中の�	�定量で高い傾向にあった.
cjlg腸液��"法は有用な診断法となる可能性があ
る.
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(琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科
学講座)

c�$g頭頸部癌における���と�'�の重複感染を
明らかにする.
chig頭頸部癌%�%症例を検討した. 男性($例, 女性
��例, 平均年齢は�#)$歳でした. ��"を用いて���
と�'�の���, ��� *"��を検討した. さらに
�'�では+��+ ,-./�+�+0! +��法を用いて�'�"発
現を計測した.
cjkg頭頸部癌における���の感染率は約%()$％で
あり, �����が1�)�％を占め, 最多であった. ����
���陽性頭頸部癌の#�)(％が��
�$*"��を発現
していた. �'�����の検出率は�1)(％であり, �	��
��末端の#&塩基欠損は1�)(％で見られた. �'�"遺伝
子発現は全頭頸部癌の�)�％で見られ, 上咽頭癌では�&
％で陽性であった. ���と�'�重複感染 (�'�"陽
性) は全頭頸部癌では&)(％, 上咽頭癌では�&％に見ら
れた. 中咽頭癌では���陰性群と陽性群の%群間で無
再発生存率に有意差を認め, ���陽性群では予後が良
好であった. 上咽頭癌で�'�, ���感染有無により
群分けをして検討したところ, �'�, ���のいずれの
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日時：平成%�年�%月３日 (火)
会場：���クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー２階『白鳳の間』
当番幹事：鈴木幹男（琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 教授）



感染も認めない群の予後は不良な傾向が見られた.
�����頭頸部癌では����％に���感染が見られ,
���と最も関連が強いものは中咽頭癌であった. 	
�
感染は上咽頭癌に多くみられたが, その他の部位では見
られず���と	
�の共感染は少ないと考えられた.
上咽頭癌では	
�, ���のいずれの感染も見られな
い症例では予後が不良で, 上咽頭癌では予後推定のため
にウイルス感染を調べることが有用であると推察された.
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(琉球大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座)

�=>�
��はポリオーマウイルスの一種で成人の�
‐��％では尿路上皮に既感染の状態である. 腎移植な
どの免疫抑制状態となると再活性化し出血性膀胱炎や

��腎症など���������の原因になるような重篤な合
併症を引き起こす. 今回我々は末梢血幹細胞移植後に

��感染による腎後性腎不全という比較的まれな状態
を呈した�例を経験したので報告する.
�?��２歳８カ月の男児. 若年性骨髄単球性白血病
(����) に対する末梢血幹細胞移植術後に
��感染
による出血性膀胱炎を発症. その５ヶ月後に両側尿管閉
塞による腎後性腎不全となり, 両側腎瘻造設術を施行,
その後腎機能は速やかに改善した.
�@A�
��感染による腎後性腎不全を来した�例を
経験した. 
��感染による腎機能障害が生じた場合上
部尿路の形態評価は必須であると思われる.

＜特別講演＞
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(琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科
講座 教授)
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(琉球大学大学院医学研究科 免疫学講座 教授)

�{|�我が国では������感染症に対するワクチン
や抗体医薬等の開発が急がれている. しかし, どのよう
な免疫エフェクターが効果的に働くのかは未だ明らかに
されていない. そこで, 本研究では抗体に着目し, ��

�����!"中和抗体がに������感染および感染細胞に
対してどのような影響を与えるかを明らかにすることを
目的とした.
�}~�抗������#$%�!"��&単クロン抗体群の
中から, 中和能をもつ������と非中和抗体������'
等を使用した. ���患者 (���) および健常人の血
清��&は硫安沈殿とゲル濾過法で精製した. ���患
者由来の�
� はそのままでの培養を, ������感染
細胞株は自家�
� との混合培養を, 抗体の存在下お
よび非存在下行い, １～数日後, 細胞内��(抗原発現
を���"染色で, ������産生量は&��!�"抗原定量
	��)�で定量した. 動物実験には免疫不全マウスであ
る*+&に正常ヒト�
� を移植したヒト化マウスを
用いた.
�@��������と������&は������合胞体形成
を完全に阻止し, その阻止はアフィニティ精製�!"で
有意に解除された. すでに������が感染した細胞が
存在する���患者�
� に������を添加して１日
培養したところ, ��(陽性の細胞の出現率が有意に低
下し, その抑制効果は抗  ��抗体で解除された.
�����
� 長期培養では������の添加培養系では
������陽性細胞株は樹立されなかった. 正常ドナー
由来������感染細胞株培養系に, 新鮮自家�
� 
と������を添加し３日培養を３回繰返すと��(陽性
細胞の頻度と!�"産生量が�
� のみのコントロール
と比較して有意に減少し, 最終的には������感染細
胞は駆除された. ���患者��&も������と同様な
抑制効果を示したが, 健常人��&や他の非中和抗体単
クロンにはそのような抑制効果がなかった. ������は
新鮮自家�
� 存在下で'� �標識自家������感染
細胞株と混合すると *�細胞依存性に�"時間以内に
��  を示した. ヒト化マウスへの������感染は,
予め������を受動免疫することにより完全に阻止され
た.
�@���������!"中和活性と��  活性を単一
あるいはポリクローナルとしてもつ抗体 (群) は, ,$
%,���において������の伝染を完全に阻害すると同時
に, すでに������感染した細胞の増殖を�!"抗原特
異的に監視している可能性が示唆された. また, ����
��単クロン抗体はヒト化マウスを用いた,$%,%�におい
ても������感染を完全にブロックできるので, ヒト
型化することにより受動ワクチンとして活用できると期
待される.

＜閉会の挨拶＞
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(琉球大学大学院医学研究科 皮膚病態制衛学講座 教授)
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