
琉球大学学術リポジトリ

[研究会抄録]第２回沖縄ウイルス研究会抄録

言語: 

出版者: 琉球医学会

公開日: 2015-04-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: -

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002017619URL



＜開会の挨拶＞
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(琉球大学大学院医学研究科 免疫学講座 教授)

＜特別講演＞
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(沖縄県立中部病院 神経内科部長)
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(日本大学医学部内科学系 神経内科学分野 教授)
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中枢神経系ヘルペスウイルス感染症は, 初期治療が患
者の転帰に大きく影響する��������	
��������
�
である. 単純ヘルペス脳炎 (����) とヒトヘルペス��
型ウイルス (�����) 脳炎・脳症を概説する.
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１. 診断
������������	����
�	��(���) が標準的検査
であるが, 高感度���が必要である. 一方, 高感度
���でも急性期に陰性を呈する場合もあり, 臨床的に
本症を疑う場合にはアシクロビルは継続し, 再検が必要
と本邦や欧州のガイドラインでは指摘していた. しかし,
米国では���は感度, 特異度が�いから, 初回結果に
て診断していた. しかし, 今回, この���の発症早期
の陰性化やそれを補完する抗体診断の有用性を認識し,
欧州や本邦と同様になった. 一方, 米国では転帰不良要
因として, 年齢, 発症から治療までの期間, 治療開始時
の意識障害, ��で病巣検出, 初回髄液���で１�
中���コピー以上が挙げられていた. 我々は, 髄液中の
ウイルス量を継時的に測定し, 髄液中のウイルス量と転
帰とは必ずしも関連を示さないと報告した. その結果,
米国ガイドラインの転帰不良要因から���による髄液
ウイルス量は削除された.

２. 治療
アシクロビルで死亡率は低下したが, 転帰不良率は未
だ�く, 新たな治療指針が必要である. 新たなガイドラ
インでは, 入院６時間以内のアシクロビル投与が推奨さ
れている. 最近の欧米ガイドラインは, その投与期間が
従来の２週間から２～３週間へ延長している. 最近, 我々
はアシクロビルの追加延長だけで十分なのかとの問題意

識から, 遷延例の解析を報告した. 遷延例は全例抗ウイ
ルス薬の追加延長をおこなっていた. 確かに追加投与で
半数は改善し, 転帰良好であった. 特に, 転帰良好の多
くが����	�������	���	��を追加していた事実は, ア
シクロビル耐性株を考慮すると注目された. しかし, 残
り半数は転帰不良であり, アシクロビルの追加投与のみ
では限界があると考えた. 今後, 初回アシクロビル用量
の再検討やアシクロビル不応例での���	�	�� 	����
を介さない抗ウイルス薬の追加を検討すべきといえる.
最近, 免疫能正常例でのアシクロビル耐性株が報告され
た. アシクロビル投与にも拘らず増悪し, 髄液ウイルス
量は著増し, ホスカルネットを併用し軽快し, 耐性株が
確認されている. 耐性株では���	�	�� 	����を介
さない抗ウイルス薬が必要である. 我々は, 多変量解析
による転帰影響要因の検討から急性期の副腎皮質ステロ
イド薬併用の有用性を臨床的に初めて報告した. 最近の
ガイドラインは, この論文を引用し, その併用して良い
とされている. 現在, その有用性の無作為二重盲検が進
行中である. さらに, 本薬の有用性の機序が !���
	�"�������
��� 	��の産生抑制にあることを我々
は立証した.
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�����は, 造血幹細胞移植後の辺縁系脳炎の病原ウ
イルスとして知られている. 本症は小児例のみならず成
人例でもおきる.

１. 症候と診断
本症の症候は����と類似しているが, 即時記憶障
害が#$％と高率である. 従って, 移植後の患者に即時
記憶障害をみたら, 直ちに%�&が必要である. 本症は
治療が遅れると急激に増悪し, 中枢性低換気・昏睡を呈
し, 死亡や後遺症を残す. 治療はガンシクロビルやホス
カルネットである. ����では%�&の病巣が内側側
頭葉とそれ以外まで分布し, 左右差があるのに対し, 本
症では, 病巣が両側の内側側頭葉に限局することが多く,
左右差がすくない.

２. 治療と病態
最近, 移植後と初感染のウイルス量が報告された. そ
の結果, 移植後の再活性化の症例で�����量が多かっ
た. さらに, 転帰と髄液&'��の関連から, 重篤な後遺
症群は軽度ないし全治群よりも髄液&'��が高かった.
一方, 初感染での髄液�����量とサイトカインの検討
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日時：平成()年�(月４日 (火)
会場：ザ・ナハテラス 『アダンの間』
当番幹事：城之園 学 (沖縄県立中部病院 神経内科部長)



も報告された. 初感染では, �����量は髄液より血清
で多く, ����	は髄液で高く, ���
は血清で高く, 髄液
と血清でサイトカイン像は異なっていた. 以上より, 初
感染と移植後では, 病態に大きな相違があり, 前者がサ
イトカインによる脳症が主体なのに対し, 移植後では再
活性化を基盤とした脳炎が主体といえる. 今後, 本症に
おける抗ウイルス療法とサイトカイン抑制療法の使い分
けが課題である.

＜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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(琉球大学大学院医学研究科 皮膚病態制御学講座)

症例は��歳女性. 平成��年頃から顔面の紅斑と下肢
の脱力を自覚した. 平成�年８月より発熱, 咳嗽が出
現し平成�	年１月に近医で間質性肺炎, シェーグレン
症候群と診断されプレドニゾロン, シクロスポリンにて
加療された. 顔面の皮疹, 脱力, 倦怠感の症状が続くた
め平成��年７月に当院へ紹介され受診した. 顔面の皮
疹, 機械工の手や爪囲紅斑から皮膚筋炎を疑い精査した
ところ, 抗�����抗体が陽性であったため皮膚筋炎・
抗���抗体症候群と診断した. その後, 免疫抑制療法
の治療強化を行った. 治療強化後, 腰背部痛が出現し緊
急入院となった. その際に口唇を含めた全身に水疱形成
を認め, 血液検査では肝酵素の上昇に加えて���			
�����というフェリチンの異常高値を認めた. その後
も肝酵素は上昇し続け入院後３日目に永眠された.
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(１：琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・
膠原病内科学講座)

(２：琉球大学医学部附属病院 骨髄移植センター)

����関連脳原発悪性リンパ腫の治療経過中に著明な
炎症反応と����
血症を認め, ���関連キャッスルマ
ン病 ����� ���������� ! "!��#��$ %!�& ��$

('(����(�) を疑い, リツキシマブが有効であった
一例を経験したので報告する.

症例は��歳男性. 難治性食道カンジダを契機に����
の診断に至った. 診断後間もなく短期記憶障害, 失語の
出現あり, 精査の結果左側頭葉に腫瘤性病変を認めた.
脳圧亢進症状が急激に進行したため, 脳生検を行うこと
はできなかったが, 臨床背景と画像所見より脳原発悪性
リンパ腫が強く疑われた. ����)療法に併行して大
量')*療法１コースを施行し, 症状の改善を認めて
いた.
経過中に発熱, 炎症反応異常高値, 著明な低アルブミ
ン血症, 血小板減少, 肝腎障害などを認めた. 熱源は不
明で, 抗生剤は全く無効であり, 多臓器不全が急速に進
行した. �����+,����, ����
�-� ２×�	.�コ
ピー���と高値であったことから, ���関連'(��
��(�と診断し, 集中治療室管理のもと, リツキシマブ
投与, 血漿交換, 抗ウイルス薬投与を行った. 治療後よ
り血液検査データの劇的な改善, 全身状態の回復を認め,
透析や人工呼吸器からの離脱が可能であった.
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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)

頭頸部癌の発癌要因には喫煙と飲酒が知られているが,
近年中咽頭癌ではヒト乳頭腫ウイルス (���) の関与
が示唆されている. ,��がサロゲートマーカーとして用
いられるが, 頭頸部癌, 中咽頭癌において�����-�,
�����-�と,��の関係については充分な報告がない.
そこで, ,��免疫染色の有用性, 予後解析をおこなった
ので報告する.
対象は頭頸部扁平上皮癌 (���例) である. 凍結保存
した組織から�(�法を用いて, �����-�, ����
�-� (/��/+��-�) 発現を調べた. また,��免疫
染色を行い, (－)～(000) の４段階に分類した. ,��免
疫染色による�����-�������-�の検出はそれぞ
れ感度+
％, 特異度	％, 感度�％, 特異度
�％であっ
た. ,��陽性中咽頭癌では無再発生存率は高いが有意で
はなかった (,1	2	+).

［結論］,��はサロゲートマーカーになりうるが, ���
そのものを検出した方がより正確に予後と相関した. し
かし, 実地臨床を考えると�(�法よりも免疫染色の方
が簡便であり汎用性が高いと判断された.

＜閉会の挨拶＞
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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 教授)
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