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大分大学医学部腎泌尿器外科学教室

は、旧大分医科大学の泌尿器科学教室

として1982年に創設。2003年に旧大分

大学と統合して、現在の名称となった。

初代教授は緒方二郎先生（〜1995年）で、 

2代目教授の野村芳雄先生（〜2004年）を 

経て、現在は3代目教授の三股浩光先生

が教室を主宰している。

■単孔式腹腔鏡下手術も
他施設に先駆けて実施

三股先生は教室の臨床面での特徴と

して、まず「腹腔鏡下手術を中心とした

低侵襲手術に力を入れていること」をあ

げる。腹腔鏡下手術は1993年より本格

的に開始し、副腎疾患や腎尿管腫瘍な

どをはじめ、多くの疾患に対して施行

している。最近では、小さな腎腫瘍に

対しては腹腔鏡下部分切除術を行い、

副腎腫瘍や比較的大きな腎腫瘍に対し

ては単孔式腹腔鏡下手術を行っている。
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地域医療の充実に貢献しつつ
世界に通用する
基礎研究にも邁進
県最大の医療機関として地域医療を支える大分大学医学部。腎泌尿器外科学 
教室も幅広い診療体制で地域医療に貢献している。単孔式腹腔鏡下手術や 
腹腔鏡下膀胱全摘除術など、他大学に先駆けた取り組みも少なくない。基礎 
研究でも分子病理学教室などとの良好な協力体制を構築し、ユニークな成果を 
あげている。三股浩光教授をはじめとする先生方に、教室の現況をお尋ねした。

●教室概要

外来患者数　13,209人
入院患者数　9,021人
手 術 件 数　413件
病　床　数　26床
教　室　員　19名

（2011年3月現在）
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特に単孔式腹腔鏡下手術は西日本では

最初に導入し、全国でもトップクラスの

施行数を誇っている。

単孔式腹腔鏡下手術とは文字通り1ヵ

所の創からすべての手術を行い、必要最

小限の切開創により臓器を摘出する方法。

「通常の腹腔鏡下手術よりもさらに術後

の疼痛が少なく、美容的にも優れた術式」

と三股先生はそのメリットを説明する。

単孔式腹腔鏡下手術の今後の課題を

あげるとすれば、専用器具の開発が十

分ではないこと。教室では現在、通常の

腹腔鏡下手術から単孔式手術の橋渡し

的な手術として3mmポートを追加した

手術も行っているが「トロカー、内視鏡、

鉗子など専用器具がそろってくれば、さ

らに単孔式手術の適用範囲は拡大する」

と准教授の佐藤文憲先生も付け加える。

教室では腹腔鏡下の前立腺全摘除術も

実施。さらに2011年5月より、腹腔鏡下

膀胱全摘除術も、わが国で2番目に先進

医療として認可された。
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教室の臨床面の特徴の2つ目は「診療

範囲の広さ」である。血液透析や腎移植

などの腎不全医療に加えて、長期透析

の合併症である副甲状腺機能亢進症に

対する手術は1980年代より行っている。

尿路結石症に対する体外衝撃波結石破

砕術や内視鏡下手術の施行数も多い。

前立腺癌に対する小線源療法も2007年

から導入している。小児泌尿器科や女

性泌尿器科領域でも、主要な疾患への

診療体制が整っている。

外尿道括約筋の
再生医療にもチャレンジ

最近の教室の基礎研究における充実

ぶりも目覚ましい。三股先生は元来、基

礎研究が好きで、泌尿器科専門医を取

得してから留学した米国のイェール大学

でも生化学的研究に打ち込んでいたと

いう経歴をもつ。そうした先生の意向が

反映されている結果であろうか。

三股先生が最近特に力を入れている研

究は、講師の住野泰弘先生（ピッツバー

グ大学留学中）と行っている外尿道括約

筋の幹細胞を用いた再生医療。高齢者や

前立腺全摘除術後は外尿道括約筋障害

により腹圧性尿失禁が生じることが多い。

その治療法として外尿道括約筋再生を目

指すというのが主旨である。先生は前立

腺全摘除術症例より外尿道括約筋を微量

採取し、幹細胞のみを分離、培養。その

細胞を用いて、幹細胞の産生するHGF

およびIGF-1がオートクリン作用により自

己増殖を促進することを示した。つまり、

幹細胞をHGFおよびIGF-1で刺激するこ

とで、外尿道括約筋を増殖、再生できる

可能性が示唆されたわけである。

分子病理学教室との
良好な共同研究体制を構築

教室は分子病理学教室との間で密接

な共同研究体制を構築しており、このこ

とも基礎研究の充実につながっている。

分子病理学教室教授の守山正胤先生は

秋田大学泌尿器科の出身で、泌尿器科

医として臨床経験を積んだ後に基礎研究 

に転じたという経歴をもつ。「同じ泌尿器

科という基盤をもつ2人が意気投合し、

共同研究を開始するのに時間はかから

なかった」と異口同音に話す三股、守山

の両先生。最近では主に腎癌を対象に、

array CGH法を用いてゲノム異常につい

て検索し、腎癌の発症や転移に関わる遺

伝子異常の同定などを行っている。

腎癌の分子学的研究では、発症に関

わる最も重要な遺伝子異常として、von 

Hippel-Lindau（VHL）遺伝子の欠損が

明らかにされている。しかし、同じ

VHL遺伝子欠損があっても腎癌の悪性

度はさまざまで、悪性度の高いものと

低いものでは予後は大きく異なる。そ

こで守山先生は、この悪性度に関わる

分子の検索を行った結果、micro RNA

（miR）フ ァ ミ リ ー のmiR-210が 強 く 

関連していることなどを見出している

＜コラム参照＞。

前立腺癌のホルモン抵抗性
獲得機序の解明でも
多彩なアプローチ

前立腺癌ではホルモン抵抗性の獲得

機序の解明が重要な課題となっている。

佐藤先生はヒト前立腺癌細胞由来培養

細胞株（LNCaP）を用いた検討で、ホル

モン抵抗性の獲得の制御にheat shock 

protein（HSP）90の阻害が有効であるこ

とを見出している。

先生の検討によれば、長期にテストス

テロンを除去したLNCaPは著しい細胞

浸潤能を獲得することから、ホルモン除

去療法は浸潤能を抑制せず、むしろ促

進すると考えられる。そして、これには

Aktの活性化が関係しているが、HSP90

はAktの活性維持に重要な役割を果た

していることから、HSP90を阻害すれば

LNCaPの浸潤能が抑制される。先生は

「ホルモン抵抗性前立腺癌にはドセタキ

セルが用いられるが、これでは増殖能は

抑制できても浸潤能は抑制できないこと

が多い。HSP90阻害薬を併用することで 

ドセタキセルの治療成績が高まる可能性

がある」としている。

前立腺癌、腎癌などは骨へ転移し

やすいが、これは癌細胞で産生される 

β2-microglobulin（β2M）が誘発因子であ

野村 威雄 先生

佐藤 文憲 先生

守山 正胤 先生　分子病理学教室 教授
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ることが判明している。講師の野村威雄

先生は、β2Mと腎癌細胞増殖との関連

を検討し、β2M-PKA-CREB-VEGFシグ

ナル伝達系が腎癌の進行に重要な役割を

果たしており、新たな治療標的となり得

ることを明らかにしている。

前立腺癌など固形癌では、腫瘍内部

の低酸素環境が腫瘍細胞の浸潤能や転

移能の獲得に寄与し、治療抵抗性の要

因になる。しかし、従来の癌と低酸素

環境との関連の研究は、1週間程度の短

期の低酸素環境による検討が多かった。

医員の山崎六志先生は、より臨床に近い

6ヵ月以上の長期低酸素環境における前

立腺癌細胞の挙動について検討。前立

腺癌細胞が、細胞周期促進およびマト

リックスメタロプロテアーゼ（MMP）の

活性化により細胞増殖・浸潤・遊走能を

亢進させ、ホルモン抵抗性を獲得してい

る可能性が示唆されたという。

幅広い診療体制を整えるべく、ま

た、基礎研究をさらに深めるべく、教室

では内外の泌尿器科はもちろん、それ

以外の領域の施設にも、積極的に人材

を派遣し交流を深めている。国内では 

獨協医科大学、日本大学、東京女子医科

大学などに国内留学を行っており、海外

ではイェール大学、ハーバード大学、エ

モリー大学、ピッツバーグ大学などにも

留学生を送っている。

「大分という地域に根差した医療を 

提供するとともに、大分から世界に向け

て大いに情報発信していくこともわれわ

れの使命」と三股先生は結んだ。

Column

HIF1 の標的分子miR-210の過剰発現は
腎癌細胞に中心体増幅を引き起こす
J Pathol  224（2）：280-288, 2011
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中田 知里 先生

腎淡明細胞癌（ccRCC）では、VHL遺伝子の不活化（変異、欠

失、メチル化）によるHIF1αの蓄積がVEGFなど増殖因子の発現

亢進をもたらし、それが発症に重要であると考えられている。一

方、VHL不活化は約7割の症例にみられるものの悪性度はさまざ

まであること、また経時的に再発を繰り返して次第に悪性度を高

める傾向があることもよく知られており、これまで知られていな

い悪性化メカニズムの存在が予測される。私たちはそのような観

点から腎癌の研究を続けている。その試みの１つとして、2008年

に他に先駆けてccRCCにおけるmicroRNAの発現プロファイル

を明らかにし報告した1）。その後、ccRCCにおいて発現亢進する

miR-210に着目し、その機能的意義を研究している。興味深いこ

とにmiR-210はHIF1αによって発現誘導されており（図）、このこ

とからccRCCではVHL不活化によるHIF1αの異常な蓄積によっ

て、miR-210の過剰発現が起こっていると考えられた。驚いたこ

とに、HEK293細胞にmiR-210を過剰発現させると、細胞分裂異

常が誘導された。詳細に解析したところ、中心体増幅を伴う多極

紡錘体を形成することによって、染色体の不安定性、さらに異数

性（aneuploidy）を引き起こすことが判明した。私たちはmiR-210

の標的遺伝子を探索し、E2F3がその１つであることを見出した。

実際にmiR-210の過剰発現によってE2F3が発現低下すること、

かつE2F3発現を強制的に抑制（ノックダウン）すると、aneuploid 

cellが増加することも突き止めた。

以上の結果から、miR-210はVHL不活化によるHIF1αの蓄積

により過剰発現し、染色体不安定性を引き起こすことでccRCCの

発症、さらには悪性化に関与しているものと考えられる。

1）Nakada, C. et al.：J Pathol 216（4）：418, 2008

図　miR-210の発現とHIF1α蓄積の関連（正常酸素環境下での検討）
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