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51.
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教育・研究概要
糖尿病・代謝・内分泌内科では，糖尿病（１型，
２型）を中心とした代謝性疾患，および甲状腺，下
垂体，副腎，性腺などの内分泌疾患を対象とした幅
広い診療を行っており，継続的に診療している外来
患者数は４附属病院で 1.6 万人を数え，年々増加し
ている。このような患者数の増加を背景として，糖
尿病・代謝・内分泌内科では，糖尿病学および内分
泌学の進歩に寄与するのみならず，患者さんに対し
て最善最良の医療を提供するために，臨床に還元す
ることが出来る質の高い基礎的・臨床的研究を行っ
ている。また学生教育においては当学学生のみなら
ず，国内外から広く受け入れている。卒後研修医・
レジデントに対しても積極的な学会発表を指導して
いる。
Ⅰ．糖尿病合併症に関する研究
１．糖尿病細小血管症と Rho/Rho kinase シグナ
ル：低分子量 G 蛋白 Rho の標的分子である Rho kinase は糖尿病状態で活性化され，血管合併症の病
態形成に深く関与している。本来 Rho/Rho kinase
シグナルはアクチンストレスファイバーの脱重合や
ミオシン軽鎖のリン酸化による細胞形態・伸縮性の
調節をはじめ，様々な細胞機能を制御している。し
かし，糖尿病状態の網膜においては血管新生因子の
発現を誘導し，腎臓では酸化ストレスの亢進や炎症
性サイトカインの発現，低酸素応答を介した糸球体
硬化，尿細管上皮細胞の形質転換を制御することが
明らかになっている。さらに，末梢神経における
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Rho/Rho kinase の過剰な活性化は，接着関連分子

関連していることが示唆されている。糖尿病に合併

の局在を介した神経障害の進展に関与することが明

する事が多い高脂血症による「脂肪毒性」である。

らかになっている。

さらに，糖毒性と脂肪毒性が合併した「糖脂肪毒性」

２．糖尿病大血管症と Rho/Rho kinase シグナル
Rho kinase は血管内皮での接着分子発現や炎症
性サイトカインの発現をも制御しており，大血管症
の進展過程においても重要な役割を担うと考えられ
る。これまでの検討結果から，糖尿病による血管合
併症は臓器毎に進展するものではなく，Rho kinase
の活性化を主体とした共通の病態が存在すると考え
ている。これは同時に Rho kinase が有効な治療標
的となる事を強く示唆するものであり，臨床に対す
る還元を強く意識して研究を進めている。
Ⅱ．疫学に関する研究
１．持続血糖モニターを用いた糖尿病の病態把
握・臨床研究
１型糖尿病ならびに２型糖尿病患者における血糖
変動パターンを評価し論文化してきた。薬物を用い
た臨床研究や，低血糖の予測因子にも取り組んでい
る。今後，Flash Monitoring Glucose を用いた臨床
研究にも取り組んでいる。
２．地域住民の生活習慣病ならびにインスリン抵
抗性に関する研究
新潟県津南町（豪雪で有名かつ新潟県屈指の長寿
町）において，住民健診のデータを解析して生活習
慣病の特徴を明らかにしようとする試みである。ま
た，中学生を対象に空腹時採血を行うことにより，
インスリン抵抗性・インスリン分泌能や脂肪酸分画
の詳細について検討している。
３．病院データベースについての検討
４附属病院外来に通院中のデータベースを作成中
である。外来患者の血糖コントロールの状況，処方
状況ならびにこれらの動向を評価し，我が国屈指の
データベースとして活用できるように検討して行
く。
Ⅲ．膵ランゲルハンス島の分子生物学的研究
糖尿病発症時はインスリン分泌能（膵β細胞機能）
が約半分に減弱しており，インスリン分泌能は時間
経過とともに低下する。近年インスリン分泌能低下
は膵β細胞容積減少が糖尿病の発症と悪化の原因と
して知られてきた。そこで，膵細胞減少の分子生物
学的機序の解明を目的とした研究を行っている。
１．糖脂肪毒性による PKCδ依存性膵β細胞容積
変化の分子機序の解明
高血糖による膵β細胞生涯は糖毒性以外の要素が

により膵β細胞死がさらに増悪することが予想され
る。このことから，高脂肪食が多い現代糖尿病患者
の食生活において，膵β細胞容積低下がより増悪す
る要因として，糖脂肪毒性の関与が考えられる。
細胞死や細胞増殖に関与するプロテインキナーゼ
C のアイソフォームのひとつである PKCδは，活性
化にジアセルグリセロールを必要とする。ジアセル
グリセロールは脂質の代謝産物のため，高脂肪食で
は PKCδが活性化される。そこで，当研究室では
PKCδに注目し，
「糖脂肪毒性における PKCδを介し
た膵β細胞死の分子生物的機序の解明」を目指して
いる。共同研究先であるアメリカのワシントン大学
より分与され，日本では我々のみが保有している
PKCδﬂox マウスを用いた研究も併せて行っている。
Cre/loxP システムを用いて PKCδを膵β細胞特異的
にノックアウトしたマウスを樹立し，糖尿病のモデ
ルマウスにおける耐糖能や膵β細胞死の変化を検討
している。
Ⅳ．内分泌に関する研究
近年，内分泌疾患の臨床は，古典的なホルモン産
生腫瘍に関する診療だけにとどまらず，生活習慣病
の臨床との結びつきが強まっている。特に，アルド
ステロンやレプチンに関しては，具体的な生活習慣
病との結びつきが解明されつつあり，単にホルモン
の過剰・低下に対する治療だけでなく，生活習慣病
の診療を行う上で，内分泌学的な視点を持つ事が大
切である。
１．基礎研究
１）糖尿病腎症におけるミネラルコルチコイド受
容体の作用に関する研究
２）糖尿病黄斑浮腫におけるミネラルコルチコイ
ド受容体の作用に関する研究
２．臨床研究
１）内分泌疾患患者のデータベース
２）副腎腫瘍（無機能腺腫・原発性アルドステロ
ン症）に関する臨床研究
３）稀少症例に関する症例報告
４）GH 分泌不全症の臨床像に関する研究
Ⅴ．高血圧に関する研究
糖尿病，高血圧症，脂質異常症の存在は心血管イ
ベントリスクであり，これらの合併が心血管リスク
を増大することも知られている。治療は血糖値，血
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圧値，コレステロール，中性脂肪値を低下させるこ
とであるが，近年これらのパラメータの「変動」が
心血管イベントの発症や糖尿病合併症の増悪を引き
起こす事が報告されてきており，これらのパラメー
タの「変動」に注目し，これらの発生や心血管イベ
ントに結びつく機序の解明に取り組んでいる。具体
的な研究テーマを以下に示す。
１．糖尿病性心筋症と 12 LOX
２．血糖変動と血圧変動の共通メカニズムとして
の圧・化学受容器の制御機構
３．グルコースモニタリングによる血糖変動の
マーカーとしての役割
４．血糖変動，血圧変動，脂質変動に関わる因子
の解明
５．血糖変動に各糖尿病薬が与える影響
６．自宅モニタリングシステム開発

研

究

業

績

Ⅰ．原著論文
1）Katoh S, Markku Peltonen, Zeniya M, Kaji M, Sakamoto Y, Utsunomiya K, Tuomilehto J. Analysis of the
Japanese Diabetes Risk Score and fatty liver markers
for incident diabetes in a Japanese cohort. Prim Care
Diabetes 2016 ; 10(1) : 19 26.
2）Nishimura R, Izumi K, Hayashino Y, Origasa H,
Noda M, Ueki K, Tajima N. A large scale observational study to investigate the current status of diabetes complications and their prevention in Japan :
research outline and baseline data for type 1 diabetes
JDCP study 2. Diabetol Int 2016 ; 7(1) : 4 11.
3）Nishimura R, Omiya H, Sugio K, Ubukata M, Sakai
S, Samukawa Y. Sodium glucose cotransporter 2 inhibitor luseogliﬂozin improves glycaemic control, assessed by continuous glucose monitoring, even on a
low carbohydrate diet. Diabetes Obes Metab 2016 ;

「点検・評価」

18(7) : 702 6.

１．長所
糖尿病・代謝・内分泌内科では，糖尿病を中心と
した代謝性疾患，および甲状腺，下垂体，副腎，性
腺などの内分泌疾患を対象とした幅広い診療を行っ
ており，継続的に診療している外来患者数は４附属
病院で 1.6 万人を数え，年々増加している。特に

4）Kano M, Takekoshi S, Osamura R, Tojo K, Utsu-

2015 年度はこれまでの最高患者数を記録し，他施
設からの紹介患者も急激に増加していることから，
糖尿病・内分泌領域において日本国内随一の臨床・
研究施設となった。これまで，糖尿病・代謝・内分
泌内科では，糖尿病学および内分泌学の進歩に寄与
するのみならず，患者さんに対して最善最良の医療
を提供するために，臨床に還元することが出来る質
の高い基礎的・臨床的研究を行ってきた。近年の上
記のような症例数の急激な増加を背景に，これまで
以上に質の高い基礎的・臨床的研究が可能となり，
これに伴い質の高い論文発表や学会発表が可能と
なっている。
２．問題点
上記の通り，患者数が顕著に増加していることを
背景に，医局員が臨床・研究・教育の全ての領域に
おいて，均等な時間配分をすることが困難になりつ
つある。医局員への調査によれば，特に若い医局員
において研究・教育に費やす時間が減少し，特に研
究に費やす時間を捻出することが出来ず，研究を開
始する時期が遅くなるという現状がある。また上級

search International (DERI) Mortality Study Group.

医に関しては，今日の情報の発展や外来指導の充実
から病棟業務から外来業務へと診療の重点が移行し
ており，負担が多くなっていることである。

nomiya K, Yamada S. Characterization of possible tumor stem cells from human pituitary adenomas. Jikeikai Med J 2016 ; 63(1) : 15 25.
5）Onda Y, Nishimura R, Morimoto A, Sano H, Utsunomiya K, Tajima N ; Diabetes Epidemiology ReAge at transition from pediatric to adult care has no
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2016 ; 11(3) : e0150720.
6）Iuchi H, Sakamoto M, Suzuki H, Kayama Y, Ohashi
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patients with type 2 diabetes. PLoS One 2016 ; 11(1) :
e0144921.
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内分泌の疾患 14 2．
視床下部・下垂体
１）発生・形態，２）視床下部・下垂体連関，３）下垂
体前葉ホルモン．内科学．第 11 版．矢﨑義雄（国際医
療福祉大）総編集．東京：朝倉書店，2017．p.1523 9．
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3）森武美帆，川浪大治，山城健二，須藤英訓，嘉納麻
耶，三石純江，原興一郎，坂本昌也，西村理明，宇都
宮一典．卵管癌に対してニボルマブ投与後に劇症１型
糖尿病を発症した１症例．第 54 回日本糖尿病学会関
東甲信越地方会．横浜，１月．
4）浅野

裕．日光暴露の不足によって低カルシウム血

症を呈した男性の１例．日本内科学会第 624 回関東地
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リボース配合剤を追加投与した際の血糖日内変動．第
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教育・研究概要
腫瘍・血液内科では，良性血液疾患，造血器悪性
腫瘍，固形がんを三つの柱として幅広い診療を行っ
ている。悪性腫瘍の制圧は私たちに課された最優先
課題の一つであり，造血器悪性腫瘍に対する化学療
法と造血幹細胞移植療法，固形がんに対する集学的
治療に力を注いでいる。そのため，エビデンスに基
づいた標準治療から最新の治療まで，患者さんの病
態に応じた最適な医療を提供できるように努めてい
る。そのため質の高い全国規模の臨床研究に特に力
を入れている。学生教育においては臨床実習での教
育を重視しており，実際のベッドサイドで患者さん
から医学を学ぶよう配慮している。卒後研修医・レ
ジデントに対しては，医局会や学会で症例報告の機
会を与え，プレゼンテーション能力の育成に努めて
いる。
Ⅰ．急性白血病の臨床研究
日本成人白血病治療共同研究グループ（Japan
Adult Leukemia Study Group : JALSG）に参加し，
多施設共同で質の高い臨床研究を行っている。特に
急性骨髄性白血病（AML）の症例登録数は全国で
３番と，当科での臨床の activity の高さを示してい
る。
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