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Aboutfortyyearsago,iwasdeeplyimpressedbyresearchesinthefieldofendo-

crinologicalexaminat.ionsandtherapies. h/1ypathwasdestined tocrosslaboratory

medicine. EversinceIhavebeenapplying lllySelftrodevelopmentinthisfield. 1

wouldliketogiveanaccountoftheworkcarriedoutfrom 1948tothepresenttime.

Asforadministrativeworks,鮎stIy互organiEed theClirliC級lLaboTatoFy 量n もhe

NiigataUniversityHospit-al..andthensetuptheI)epartmentofI.aboratoryA:.Iedieine

intheNiigat･aUniversitySchoolofh･'tedicine. Forresearches,basicallywehaveen-

酢igedinestablishingnew methodstodpt.erminesubstanceconcentrat.ionsinserum and

urine. Int･heway,wefoundsomesub-clinicalabnorm.･11itiessuchasbis壬Ilbuminemia.
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rangesoflaborat･orydata;predict､illgandpreventingdiseasesintheirearlystages.

Iam convinced thatalltt柑 WOrkswillcontributet｡furtherdevelopmentinlと1 -

boratoryllledicineinthefuture.

lくeywords:llnalyticaltechniquetodissolveapatrhogやneSis,infor111ationscience,

Laboratorymedicine
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〔医師自身による検査と診断〕

話はかなり古 くなるがきまだ本学に検葱医学講座は勿

読,中東検査部の影も形もなかった時代に,私と検査診

断の結びつ射豊漸 くわが国に形をとり始めた内分泌学か

ら始まっていた.
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い鳥飼能生教授し7)門をくぐリ.以後8年余先年が東北人

掌をこ転 じられるまで内科臨床を教えこまれたが,先生と

の出会いは生涯の恩恵になった.発生は患者中心の臨床

医の育成に全力を傾げられ 特に臨床診断に厳 しい目を

別刷請求先: 苧951新潟市場町通 1番町

新潟大学医学部検査診断学教室

屋 形 稔



696 新潟医学会雑誌 第 呈別 巻 第 9号 平成 2年 9月

もち,当時数える位の項 目Lかなかつたが,臨床晩餐の

習熟を人た靖 7･々 の医師の 二l1-1JJ_して謀+ことにされた.

発端 と/L仁一,た槻線は,今はかしこL-I-ナ亡病釦 こなつた

が, ､L/1時 本用では殆ど知 t:T凍 てい左か一一た Anorcxi;I

NerヽFOSこ1-------神経性食思不振症L7)第 ･例に遭遇 した二王

に始tt一一L,已.こ(-'l例は現在(7､)下垂体機能伏 卜症 上 亡く似

た症状を星し 殿初は恐 らく当時下垂体 るい療症という

Y.-こ1倒錯吾LIJl)I.1')Lf,し･りある症例上キ:LtL),1け二. しかし

その頃は内分泌機能検度の確かな手段は殆どなかった頃

で,文献に出てき上尻車 17--KS とい･う新 しい化学/rJ析

法を,そし71頃J)牛化羊粍授島蘭順姓先'いり所に出むいて

指導!!:仰ぎ,漸くニI沌 用いて内/JJ泌稚能i･二若変C')机 ､

AnortlXiこINer＼,osi-I､〔し､う概念を確 立て きた.∫-人後 17----

1･くS iJ.珍 しく息L')良し､検査jj法LL二左L)現在も川いi-凍 て

い左

その後 こ机 ､う経験に味を Lめたことと,内分泌学が

即 日く時代上在-L.,た二十∴し:fl巨卜 ,て.測定法(]澗 発.内

分泌代謝疾患の病態 ･治療をこ関する研究へと進むことが

で きた.

そ碍 lつとしてわが国では初めて術前に審議日腎癌の局

在を診断 して､泌尿器科楠降光救撞執 J)で甜酎酎 性 行-,

た Cushizlg症候肝〔7)l例1工..臣 :'.

このとき現在暦及 している二日レチゾ-ル汐)Po約er-S呈まber

反応による測定法を始めて確立 したことがこの診断につ

ながったものである.

Fll撒J3こけ･頃に LTL､Sl/ハ ML_.tこIhいIiL､し1nit(代謝研究

節)をこ田ッタブ_Fラーー財団の Fe損脚 とLて研究で き

上と_さは.-i-/i-千:､′卜を用いて尿中 ~Jl:;-‡Jl'卜1J:':測定す

対せる抑制度を比較 Lた繋験研究を行 tT,た書

二tJt)要点は ^し､'l't-I!-.('omp.i/捜 fjL(71lfTL中半減期

を考慮に入れて,体内Fレベルが plateauに逮すると

いう想定で実験 を行 った.窯際をこ数 日で尿中Fを測定す

ると plateau近 くに連す る成鱗 を得たが,厳密をこぼ 3

遇1..L後で満足すべ き pILLteLlu眉 モ巨-'Ilナ∴

墨験 は Comp.ド ~丈は ∧し'′1､卜lを長期投 Lj･して上う

なるかということを3遇以後 と6週以後に突然中止 した

ときLJ沖車齢IT)LべJLから観察 した.長期になる程CoTnl).

F投与が抑制力太で,ACTH 投与では副腎予備力があ

る程度健存するのを認めた.

かかる成続は治療的に ACTH の有利性を示唆 した

ものである.その他 この研究所ではステロイド投客の時

間と抑制の リズムというオ 】jジケルな楽観報告 も行って

いた .

そのため帰国鯉は新任の西川光束教授が全 く同 じよう

なテ-マをライフワ-タとして掲げているとい う奉遷 も

あi)教室L')協同研究に入ろことがで きた.

西川教授は所謂下垂体の分泌抑制をこぼ周閣性があると

いう坪論で, ~八十【11′卜捜 シー法への応用に矧 閏を見,刺

定方法の開発が常をこ基本であることを示 された.換言す

ればこの頃までは医師白身による検査が主流であったと

いえ､LTJ.

〔検査部における分析手技の開発〕

時を同 じくして昭和37年には梗塞部が公認 きれ,初め

ての専任教官 として私が移ることになり,その後専 ら病

魔診断のための分析手技の開発を行 うことができた,

例えば兜程の Cushim琵症候群をこ例をとると血中 コル

確な把握に∴日和 f.遊離 ニL,L千､′■∴ JL.61トし)Hド 左とか

適切で, この劫司への手技の発展を試みたことなどがこ

れに当る.

〔検査データから病態解明へ〕

反対に検査部や検患医学教室ではデ--深分析から病魔

解明のいとぐちを把揺することが可能であることも知 り

上.

そ(rl)[列としては副腎性器症候群や妊娠佃で. 1jス LII--

-､,卜IL_2-･~,し').家如し71取常 し二一一JJ.-)-I:i;)l･IlI二車上--､

二㌦穴子い). 1j-!1--:く分析や rt,tentiontim(､畑 ■,.:人て

5t官と 5β のプレダネノuyであることを同意すること

ができたという如 き鮎齢である.

ここにあげたア ミラー-ゼ産生骨髄腫 もその 1-)である.

私達は昭和50年頃相次いで特異なア ミラーーゼアプリサ

イ吾を示 し igA一議型骨髄腫 と判明 した2例を経験 し

た.血清ア ミラーゼは 7760Ⅰui/Iでザイモグラム上5-ア

ミラ-ゼおよびその陽極に渡溌あわせて4-5本のバン

ドがみとめられ肺癌胸水のサブ-ンドと易動度が - A 致 L

ていた.ゲル滅遇を試みると主なバンドはやや高分子分

画をこ位置 しこれが産生アミラ-ゼと考えられた.

その後多数の例がみとめられている殿でないかと考え

ていた軌 凝近極東の高月教授の手紙で本邦では我々の

外に窯施 きれていないのをこおどろいた次第である,

〔検査室で発見される異常〕

こうしたものと軌を-- )にするが,検査室内で臨床 よ

りも異常に遭遇す る機会が多いことが しば しばある.そ

れ jyがある.必ず L転炉素懐の異常を伴わないことも
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あるが,アイソザイムパタ-捌こ異常を見出すものであ

ら.

昭和･17盲目こ第2内科の患苦で検査部('1矢日常カミて ノ'tl

アミラ-ゼ彪症のパタ-ソを認めたときは,わが国では

1. 2例を教:tろ'I)7-Aであ吊 こ.二の例は血111上師 ~恒 '

ミニ丁一一-tiL値の尭離があり.~′'!､=1二､十人に slow i3か

という異常がみ出された.

同し頃気を-.叶卜こいると LlつH ベト ーンにも艶常な

例に遭遇することが労った.例えはノLDH3付近にプロ--

ドな強い LDH 活性が出現 したものが多くみられた.

他の酵素でも続々とかかるアイソザイム異常と活性値

の異常から臨床診断上の混乱もみられ 病態解明のため

の組織的研究を思い立った.即ち他大学検査部に呼びか

け文部省総合研究班を作ったり,電線学会のワ-キソグ

ゲル-プも組織 Lて総力を結集 したため,,わが国の本領

域は断然世界をリ- ドする成果をあげるに至った.

図 1は我々の検査室で作ったアノマ リ--検出法のモ

デルであり,酵素が高分子化しているかを確認 し,結合

を同定する方法である,

また教室LT)杉rI]-I-:Tは immlU1日riutionを行-1て LDH

が IgA の好タイプと結合 Lていることを示した･

マクロアミラ- ビ血痕をこついてのみの ｢疾患との関連

性｣を虎の門病院と我々の集計で比較 した.何れも悪性

新生物に£転校的勢いが,自己免疫疾患との関連性は乏し

いことが指摘された.

また審現象の出現頻度と疾患との関連を LDH,アミ

ラ-潔,CK,ALP その他でとりあげてまとめてみた･

LDH について自藍免疫疾患では IgG 結合の多いのが

注目された.

かかる研究証の集計をまとめて検査室から臨床家への

指針を作成してあるが,強調 したいことは長い間医治的

をこ誤った治療やさ侵襲を加えられるという事態がよくあ

ると云うことである.

このf似こ検査室では u)H 測定C')際患者血清を -晩

冷蔵庫で冷却保存すると,活性懐の低下に遭遇すること

がある.これをアイソザイムでみると,iDH2からLDH5

程の方法と別の煮法で Ⅰ屠A 戊型の免疫 グロブリソが結

合するため生じていることはつきとめてある.

また Ch-Eの高儀を示 した例で,病気というより先

人性(I)C5I工.卜保有に由来することもー','仁Jザ ヤム

分析でf:岬Fiした.

つま吟酵素値は種々の原因で修飾され,数値の鼎常を
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きたし治療の現場を混乱させることが多々あるというこ

とである.

次に電気泳動法をこよる血清蛋白分画を実施していると,

しばしばアルプミソの異常に遭遇することがある.

正常 Albより陽極側に早く泳動されているものを fasも

タイプと呼び,反対に正常 Albより遅 く泳動されるの

を siow タイプと呼ぶ.

このよ･-1真二峰性 Albは[･冊tも遺伝性で,とくに fast

タイプは世界でもその数はあまり多くないが,私達の検

査部では併せて8家系を見出している.

教室の医員で若 くして亡くなった遠藤君は入局後第2

牛化学の協力で d()ubleAlb(∫)分析/ti:試･ち塩析,Al:I,L

滴遇, ･(ナン/交換力;-Iム'Jl.1て 卜で sl(.)W タ1'/の艶

常-J･'IL--/ミンを分離 した.

-J･JL7L'ミンを7種('')-~pllj'/rLントに分解 し,更に Hl' -

LCで浄軌 差鼎のみとめられるピ-タをaとしその分

画LT)丁 ミ/酸分析をする上 ~~二r'スベラ二巨 ノ酸が こIt)n()r-
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160
All-Pro-Glu-L●tJ-LOU-Ph〇一Ph〇一▲lL-Lys-▲rE-

り O

Tyr-LyB-All-▲l■- Ph〇一 Thr-G ltJ-CyJl-Cy8-Gュn-

180
1̂--AIL一 人sp-Ly8-▲1--▲1■- Cy■-Lou-L●u-Pro-

190

Lys-LetJ-Asp-Glu-LOU-ATE- ▲9p-GIu-Gly-Ly8-

200
All-Ser-S●r-All-Lys-Gin-上rr-LetJ-LyJ-Cyさ-

210

▲1■-Ser-LOU-G上n-Lys-Phe-Gly-Glu-▲rf-▲lL1

220
Phe-Lys-▲lL-Trp-All-YLl-All-▲rg-Len-S●r-

2さO

Gln-▲rE-Phe-Pro-Lys-▲ 1■-GltJ-Phe-▲lI-Glu-

24O
yLl-Ser-Lys-LOU-YLl-Thr-▲sp-LOU-Thr-Lys-

250

yLl-HIS- Thr-GIN-Cys-Cys-His-Gly-▲叩 -Lou 一一

2dO

Lou-Glu- Cys-All-Asp 一 人sp 一 人r(-Al- Asp-L●u-

270

^l&-Lys-Tyr-Ilo-Cys-Glu-Ash-GlnT_̂きp~てSer-
(一一¢1!一一)

･t2.("'2)
280

Ile-SOr-Sot-Lys - Lou--Lys-Glu-Cys-Cys- Glu-

29n

298
▲1&-GltJ-Y&1-Glll-Isn -Asp-Glu- u●t-

図 2 旧 .LI;ア ル ブ ミン(,'7 Lll)NA か rj,iJt定さ打 ている
cN tうr_llT i.Jl一 次 構 造 しミニ~'r･Lrブ ミンニ 1ガ ･'jtt_I

L'1比較

m;l】Altってlケ滅′レL. ブりシンが li,一増加していた.

さらをここの異常 aチ2のど-タを分解することでN末

端より269番 目のアスパラギソ 摘 SP)酸がダリシソ

(Gly)をこ置換 されていることが確かめられヲ この症例

を Alb新潟と名付けて報暫 した.アルブミンバリアン

トの-一次構造の決定された症例は陛界でも8家系のみで

この報告が9家系目になった (図 2),

〔臨床科の媒介による新 しい手法の工夫〕

検査医学では-寸 した新 しい手法をエ表 して病態診断

杏-歩進めることを可能をこすることがあるが,方法の開

拓をこぼ臨床料の必要性を媒介として生れることがよくあ

る.以下 2, 3の例を述べる.

電泳法をこよる ALP アイソザイムの分画は,通常陽

極側をこ最も早 く泳動される高分子性の ALP か捌酎こ

肝性のALP2,骨性 ALP3,胎盤性 ALP4,小腺性 ALP5

I.eCtin
(+.)

i(
1
3
a

u
Z
0
3
!S
u
a
P

A80RATORIES･r~■ CAT.J-)03 1S)

L 上i

責 垂巨 - ? I i-==

J3

B 卜

e

ItI 葦∴ i･一事･* J】-1 ∴衰

毒 ::冒

I/ "L"
S i

i蔓

i

図 3 Lク+ン純nl'.ti'㌔行来触法に.t､引fll清 ^lJP

LJ_i/Jy両便〔_t二十､ンシトメトFトー

と な る . この方法の最大の欠点は肝性と骨性の ALP

が分離されずラ従って両者翻意慶ができないということ

である, 6- 7年前をこ当時整形の助教授の高橋発生が再

≡,肝 と骨の ALP の分別麗登ができないかという要

望をもちこんできたものである.

そこで最初に始めた♂封豊平ポリアクリルアミドダラジェ

ソトゲルを用いた方法である. この方法で肝性 ALP

が骨性 ALP よりごくわずか陽極側に泳動され 辛 う

じてデソシトメ-ターで分画定義できるようになった.

更にその後 レクチンを周いる方法を教室の桑名君が検

討を加え,図 3のように明確に肝性,骨性を分離定量

できるようになった.この方法はレクチン親和電気泳動

法とよばれている★

この方法で 488寒潤 健常者から年令別の肝性, 骨性

ALP の正常値を作ってみた,この成績は今後の高齢化

社会で予想される女性高齢者の骨疾患の診断治療の一助

となることが期待されている.

この正常値を周いて実際艶老デ--タをとると,紘 (弧 P)

活性で異常高値を示 した患者について, 例えば肝性の

ALP は上昇 し,骨性 ALP は正常という判定が可能と

左--,た.
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次に最近行---､ている血清IJ'ミHT卜 A (_SA人)の定

畳むこの種の試みに属する.教室の山田署が透析アミU

イ ドを β2-ミクログロブリソであることを同産 した第

二内科の下条助教授の仕事を手伝っているときき続発性

アミロイ ドーシスの病因蛋白である SAA が戯敏な急

性相反応物質であることに着目し まず測定研究から始

めることをこなった.

元来血燦動 L】賀L])研究は 基礎科学的にはモ(1)精製品

を得て静温 顔能ヶ病因との関わりを追究するのが本道

であるが,検査医学の分野では,その測定法を確立 し

臨床的意義を明確にし 最終的には研究室 レベルから日

常検査として耐えうる商品ベースの試薬開発をすること

が代表的な手放となる.

研究室 レベルでは免疫拡散法と EIA による測定系を

開発 し,現在は検査べ-封こなるように自動化,親機化

された迅速測定系を共同開発 している.

SAAは心筋梗塞などの急性疾患では時間的変動はCRP

と同 じで,慢性疾患でもほぼ CRP と平行 しており,

濃度的捌 丑CRP より増幅程度が太である.

アミロイドーシスを合併 した RA では SAA の高値

状態が長 く続 くことがあり,アミロイト-シス発症の要

因の-つになると推測される.

SAA が CRP と全 く同意義ならば新 しい検査 と して

の価値は低いことになるが,調べてみるとウイルス感染

症,腎移植,拒絶反応時には,CRP よりも反応性の高

い指標となりうる可能性が示唆きれた.今後はもっと臨

床的意義を相加するとともに蛋白とアミロイド-シスの

関連の質的研究-の進展が期待される,

〔検査医学と情報科学〕

最後に検査医学の車に情報科学という領域が益々墓要

祝されているので,これについて触れたい.これは初め

は極めて専門的な知識を必要とされることから特殊化さ

れていたが亨急激に潜遍化 し,現在検査医学の中で不可

欠の技術分野になりつつある曲

つまり荘太となってきた検査情報を,医師の頭の中で

ほんとうに整理され応用されているのかという素朴な疑

問から出発 した研究である.

これにはコンビュ--タをはじめ諸技術を駆使 して検査

チ-タの総合的判定のための新 しい概念による診断基準

を作成する仕事,特に疫学的視点に立脚 してすべての検

査値の見直しを計る仕事は最も重要である.さらに診断

上薬に有効な検査とそうでない検査を科学的な方法で判

定 し これを以て無用な検査項目の淘汰を計る校風 そ

の他今なお発症すると完治できない疾患が多く,発症を
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事前をこ予知するための予防医学-の泰Aなど多 くの仕事

を可能とする転のである.

教室の岡田君はこれらの確立をめざしており野現在迄

をこかなりの成果をあげているが,今後の展開が期待され

るめその一端を次に述べる.

健常者群と疾患好 く虚血性心疾患や糖尿病)の値はほと

んど塵なって了うことが分〟,た. 針jポ蛋白も同様であ

るが総 コレステロ-ルよりは分離がよいことが労った,

数学的解析をこ机 ､うところに加えるのが情報科学で,

その 1つに線形判別関数@)応周がある申

総 二tLか-,L--- ′t､中性脂,q,Ij. りン脂質.βりボ蛋白

の4項 目のデ-タを線形判別関数により総合的をこ判定す

る方法をとると,誤判定率を 及.2%と極めて低 くでき明

確に異常値を分離で きることが労った.

夕分布をみると正常範囲のデ-タはどの日も同じような

分布パター-Jを示すが書異常値の簡域は不規則な所謂ゆ

ちぎが強 くみられる.太よその検査でこのようをこ正常値

チ--タは変動が小さく,異常デ-タのそれは大きくなる.

この変動を利用 して数学的に新 しい推定法から正常値を

きめることを試みると, 実際に GOT で 16-38.0才u

を得ることができる.

また LDH の正常デ--タと異常デ-タのヒス トグラ

ムから320-舶0ⅠU を推定することができ,この方が正

常または異常と考えている--群の被験者を用いるいわば

健康状態の不確かな情報より屯矛盾が少ないと思われる｡

一方人工知能とよばれる理論虻より検査診 断 学 の専門

的知識を数学的に記述することもできる9これをプログ

ラミングする と 学 生 教 育 に応用できることも労った.

本田は私 が 検 査 医 学 を 歩 んで来た道を平喜として臨床

との関わり合いを中心として述べた. しかし検査医学に

おける半面の鼠充をなす転職は基礎医学的研究である申

この点についての経験は省略 した姉 現在教室や留学中

の研究室でこの研究が続けられている (嚢).これらの

諸君の追い求めているテーマは同時に検査医学の将来も

物語っているものであることを付け加えたい.

り渡り総括すると放射線医学の医師が 1枚のⅩ線写真

からさまざまな情報を引き出す如く臨床検査医は検査値

の解釈を通 して病態をより的確に把握 し,治療方針の示

唆を与えるべきと考える. しか し単なる観察では臨床医

のほうが違かに救会に恵まれているのはいうまで屯ない

ことで,臨床医が把握 しきれないか,観察のみでは不十

分な病態-のオリジナルの研究を積み義ぬる工素が肝要
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であることを述べた.

結 語

検査部が設置 される以前の検査医学は各科の主治医の

芋のみで行われたいわば多くの小径があつたにすぎない.

検査部の設置がこ恒 ､)の体系-iけを促がしたが,検査医

はそれ1二りも精度管理.をは しめ検査室LT)A(lnlli11islrこ-1tion

が主体の阜忙左毎卜tで,いわば臨床医〔'1想像1･Llソ)奨学

の騎み霧ねなくしては検査医学を語ることはできない.

それから20年近 くの歳月を経て,この領域で正統の専

門医を膏成 し 後継者を育ててゆくための講座が国立の

阪大と新潟大にみとめられるまでは私立の教授をこあった

をこすぎなかった. しかし今や全国殆どの大学,国立の新

設大にまで講座の設置をみ予専門医合格者屯3輸 入を超

えるに至りかなりLT)広さLJ)道ができた所である.私かこ

の道に入った30年以前とは時代と体系は確実をこ変ったと

思われる.これをこ鮎が新潟光学と検査診断学教室が大き

な役割を果したことを誇 吟をこし,また感謝する次第であ

ら.

しかしまだJ＼並(rTl人道になるまでにはさ吊 二人きた努

力の集積が必要で,この学問と教室を多 くの人が腐かく

育成 していただくことを念願 して最終講義を終る.


