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ポッドキャストの写し

LWW

Hi, this is Evan Kharasch, Editor-in-Chief 
of Anesthesiology, with some highlights from 
the February 
こんにちは。Anesthesiologyの編集長を務めて
いるエバン・カラッシュです。雑誌の編集者
2022 issue, as selected by the journal 
editors. 
から選ばれた2022年2月号のいくつかのハイライ
トを紹介致します。
In this month’s podcast, we’ll take a 
look at the potential of point-of-care 
ultrasound to help identify frail 

今月号のpodcastでは、手術前にフレイルのある患者を見極めるた
めのポイントオブケア超音波
patients before surgery.  This may have implications for 
more efficient use of resources to improve 
診断の可能性について見ていきたいと思っています。これは、フレ
イルのある患者の予後を
outcomes for frail patients.  We’ll also explore new 
information from a rabbit model about mechanical 
改善するために、資源の有効活用に影響するかもしれません。我々
はまた、機械換気と肺障害
ventilation and lung injury. We’ll discuss a clinical focus 
review of the safety and effectiveness of dried 
についてラットモデルから情報を得ようと考えています。また、入
院前の時点での乾燥血漿に
plasma in prehospital settings. And we’ll close this month 
with a comprehensive review of molecular 
ついての安全性や効果についての臨床的レビューを討論します。さ
らに、神経障害性疼痛の
changes in the dorsal root ganglion in the late phase of 
peripheral nerve injury pain. 
後期における脊髄後根神経節の分子学的変化についての包括的レビ
ューを行います。
Let’s begin this month with a pilot diagnostic study that 
showed the potential of preoperative ultrasound 
それでは、はじめに外科患者におけるフレイルティを評価するため
に術前に超音波による大腿
measurements of quadriceps depth to assess frailty in 
surgical patients. Frailty is gaining recognition as a 
四頭筋の深さ測定の可能性を示した診断的パイロットスタディーに
ついて説明します。
public health issue that affects all age groups, not only 
elderly patients.  Frailty is associated with a range 
フレイルティは、若い患者だけなく全ての年齢群に影響を与える公
衆衛生問題です。
of adverse postsurgical outcomes. The current standard for 
frailty screening is computed tomography, but 
フレイルティは、様々な手術後の予後悪化と関連しています。フレ
イルティに関する近年の
it is resource-intense and exposes the patient to radiation. 
Dr. Cecilia Canales of the University of 
スタンダードはCTですが、患者への曝露という問題があります。カ
リフォルニア大学の
California, Los Angeles, led a team in exploring the ability 
of point-of-care ultrasound to assess frailty. The 
セシリア・カナーレス医師がチームを率いて、フレイルティ評価の
ためにポイントオブケア
researchers measured quadriceps depth in 32 adults scheduled 
for major surgery who had had a 
超音波診断の可能性について論じました。手術90日以内にCT撮影を
した32人の成人患者に
computed tomography scan within 90 days.  They also studied 
20 healthy controls. Approximately half of 
大腿四頭筋深度を測定しました。さらに研究者達は、対照群として
20人の健康成人を設定
the patients met criteria for frailty based on the Fried 
Phenotype.  This meant that they met at least three 
しました。概算、患者の半数がフリードらの表現型モデルを基にし
たフレイルティの診断基準
of five criteria: unintentional weight loss, self-reported 
exhaustion, physical weakness based on grip 

に合致しました。彼らは、5つの診断基準、意図しない体重減少、
自己申告の疲労、
strength, slow walking speed, and low physical activity.  
The ultrasound imaging identified frailty based 
握力の低下、歩行速度低下、身体活動の低下のうち、少なくとも3
つに合致しました。
on measures of quadriceps depth and psoas muscle area.  The 
accuracy of ultrasound imaging, based on 
超音波像は、大腿四頭筋深度と大腰筋面積の測定に基づいてフレイ
ルティを確認しました。
area under the curve-receiver operating characteristics, was 
0.80 for quadriceps depth and 0.88 for psoas 
AUCおよびROC曲線に基づいた超音波像の正確性については、大腿四
頭筋深度が0.8、
muscle area.  An area of one would mean a perfect 
prediction.  The researchers also examined how well 
大腰筋面積が0.88でありました。一つの領域は、フレイルティに関
して正確な予測と云える
frailty measures predicted secondary outcomes.  They found 
that quadriceps depth was associated with 
でしょう。また研究者達は、フレイルティ測定がどのように副次評
価項目を上手に予測できる
unplanned admission to a skilled nursing facility, as well 
as with postoperative delirium. The authors 
かを検討した。結果、大腿四頭筋深度が術後せん妄と同様に介護施
設への予期しない入院と
emphasized the need to identify frail patients and plan 
accordingly to reduce adverse outcomes.  They 
関連することが判明しました。著者らは、フレイル患者を確認する
必要性、それに応じて予後
also said that knowing a patient’s frailty status prior to 
surgery can guide anesthetic management. They 
悪化を軽減するための計画を強調しました。彼らはまた、手術前に
フレイルティ状況を
noted that their results support the value of bedside 
ultrasound to identify frailty, although larger studies 
認識することが麻酔管理を導くことを報告しました。大規模研究が
必要ではあるが、今回の結果がフレイルティを確認するためのベッ
トサイド超音波の価値を高めることを彼らは言及しました。
are needed. An editorial by Dr. Daniel McIsaac accompanies 
this article. Dr. McIsaac emphasized the 
ダニエル・マクラサック医師による論説は、この話題を取り上げま
した。マクラサック医師は、
challenges of assessing frailty, but questioned whether the 
resources needed for point of care ultrasound 
フレイルティを評価する機会を強調したが、同時にポイントオブケ
ア超音波診断への物資が
would detract from patient care.  He also noted that the 
muscle images captured by ultrasound are more 
患者ケアを損なっているかどうかについても問題提起した。また、
超音波によって捕らえた
specific to sarcopenia. However, he described the study as a 
foundation for further research to better 
筋肉像がサルコペニア診断により特異度が高くなることを示した。
しかしながら、彼は
identify patients with true frailty according to the Fried 
Phenotype. Check out the full article for free in 
フリードらの表現型モデルによる真のフレイルティを確認する更な
る研究基盤が必要であると
this month’s issue.
言及した。この話題に関して、全文を無料でチェックしてくださ
い。
We next take a look at a randomized trial to investigate 
botulinum toxin as an intervention for complex 
次の話題として、ボツリヌス毒素が複合性局所疼痛症候群CRPSの治
療に利用できるかの
regional pain syndrome.  Complex regional pain syndrome 
involves a combination of sensory, vasomotor, 
ランダム試験について取り上げます。CRPSは、ある症例における運
動や萎縮性徴候と同様に
and sudomotor or edema symptoms, as well as motor or trophic 
symptoms in some cases.  Although data 
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感覚、血管運動、発汗促進、浮腫を含みます。過去の研究結果か
ら、交感神経ブロックは効果
from previous studies show that sympathetic blocks can be 
effective, studies of this strategy in clinical 
があることを示しているが、臨床におけるこの戦略の研究は限ら
れている。ボツリヌス毒素は
practice are limited. Botulinum toxin has become popular 
for pain management in addition to its cosmetic 
美容外科的使用に加えて、痛みの治療として普及してきている。
本研究の著者である
uses.  The authors of this study, Dr. Youngjae Yoo of 
Seoul National University Hospital in Korea and 
ソウル大学のヤンジェイエン医師およびその同僚らによって、ボ
ツリヌス毒素による
colleagues, tested the hypothesis that lumbar sympathetic 
ganglion block with botulinum toxin would
腰部交感神経節ブロックがCRPS患者に対して、局所麻酔薬と比較
して長時間に渡って
 provide longer sympathetic blockade compared to local 
anesthetic in patients with complex regional pain 
交感神経遮断を起こすという仮説が検証された。著者らは、片側
下肢のCRPSに罹患している
syndrome. The authors assigned 48 individuals with 
unilateral lower-extremity complex regional pain 
48人を対照群とボツリヌス毒素群に分けた。主要評価項目とし
て、処置後１ヶ月における
syndrome to a botulinum toxin group or a control group.  
The primary outcome was a temperature change 
健側と比較した患側足の温度変化とした。
on the affected foot compared to the unaffected foot at 
one month after the procedure. Although 
両群の患者は、健側と比較して処置をした患側足の温度が高いこ
とが判明しました。しかし、
patients in both groups showed a higher temperature in the 
blocked foot compared to the contralateral 
ボツリヌス毒素群は、対照群と比較しても基準値から有意に温度
が高くなること、これが
foot, the botulinum toxin group had a significantly 
greater temperature from baseline compared to the 
3ヶ月継続することが判りました。ビニータ・シン医師及びステ
ィーブン・コエン医師は、
controls, and this persisted at 3 months.  In an 
accompanying editorial, Drs. Vinita Singh and Steven Cohen 
概念的に魅力ある研究であると記載したが、主要評価項目として
温度変化を選択したことに
described the study as “conceptually appealing,” but 
questioned the choice of temperature change as a 
問題提起した。つまり、温度上昇と痛み改善に関連性があるかの
データ不足があることを指摘
primary outcome given the lack of data to support a 
correlation between temperature rise and pain relief. 
している。それ故、他のメカニズムが鎮痛に関与している可能性
について指摘した。つまり、
 Therefore, they proposed that other mechanisms might have 
contributed to the analgesia. They 
臨床現場においてボツリヌス毒素を痛み治療に幅広く適応となる
には、正確な注入を含む
concluded that the more studies involving more precise 
injections would be needed for widespread 
他の研究が必要になるだろうと結論づけた。しかしながら、臨床
治験における産業支援
adoption of botulinum toxin for pain management in 
clinical practice. However, they emphasized the need 
つまり、巨大な力を承認する必要性を強調した。この話題も無料
で確認できます。
to recognize the “800-pound gorilla in the room,” namely 
the effect of industry sponsorship on clinical 
trials. This article is available for free in this 
month’s issue.
Our next clinical study is a pooled analysis of data on 
dexmedetomidine clearance.  Dexmedetomidine is 
続いての臨床研究は、デクスメデトミジン代謝に関するプール解
析であります。デクスメデトミジンは、

approved for use in the intensive care unit setting and 
for periprocedural sedation, and multiple models 
集中治療室での鎮静使用が保険適応とされているが、投与量のガ
イドとして多数のモデルが
have been published to guide dosing. However, many of 
these models underpredict plasma 
発表されてきました。しかし、これらの多くは血漿中デクスメデ
トミジン濃度を過小評価し、
concentrations and include only linear kinetics, according 
to Dr. Ricardo Alvarez-Jimenez, of Amsterdam 
線形力学だけを扱っていました。アムステルダム大学のリカル
ド・アルバレス へメネス医師、
University Medical Center, in the Netherlands. Dr. 
Alvarez-Jiminez led a team in building a three-
アルバレス・ジミネス医師によれば、血漿中デクスメデトミジン
濃度を予測するため、
compartment mamillary model with nonlinear elimination 
clearance to predict plasma dexmedetomidine 
非線形薬物動態を伴ったスリーコンパートメントモデルを構築す
るチームを先導しました。
concentrations. In a simulation study, this model showed 
predicted plasma concentrations similar to the 
シミュレーション研究において、このモデルは、予測血漿濃度が
2 ng/mlまでハニボートらに
current Hannivoort linear pharmacokinetic model at 
concentrations up to 2 ng/ml-1. The authors found 
よって発表された線形薬物動態モデルに共通していることが示さ
れた。本筆者らは、
that dexmedetomidine clearance decreased with increasing 
plasma concentrations, but the question was 
デクスメデトミジン代謝は血漿濃度が高くなるにつれ減少するこ
とを発見したが、心拍出量が
why.  Cardiac output did not explain the decrease.  They 
proposed that dexmedetomidine might decrease 
血漿濃度減少の説明に関与しないのかは疑問である。デクスメデ
トミジンは、濃度上昇により
the liver blood flow-to-cardiac output ratio as 
dexmedetomidine concentrations increased.  This might 
肝臓への血流と心拍出量の比を減少させる可能性を言及した。心
拍出量とデクスメデトミジン
account for the lack of correlation between cardiac output 
and dexmedetomidine clearance. The new 
代謝の関係不足を説明してくれるかもしれません。この新しいモ
デルは、より正確な投与量を
model may allow for more accurate dosing, but more studies 
of the mechanisms of nonlinearity are 
提示する可能性があります。しかし、非線形の機序に対する多く
の研究が求められます。
needed. An editorial by Drs. Thomas Henthorn, Tom Krejcie, 
and Michael Avram accompanies this article. 
トーマス・ヘンソン医師、ミカエル・アブラム医師による論説が
本議題に付け加えられている。
The authors suggested that the current study was limited 
by failing to include cardiac output data in a 
彼らは、近年の研究は、薬物動態モデルにおける心拍出量データ
が含まれていないために限界
pharmacokinetic model. They added that the study results 
cannot definitively identify the cause of the 
があると提起しています。付け加えて、研究結果は、肝臓への血
流とデクスメデトミジン濃度
concentration-dependent elimination clearance, although 
they cited the inverse relationship between 
の逆相関を挙げているけれども、濃度に依存したクリアランスの
要因を定義することはできな
hepatic blood flow and dexmedetomidine concentrations as 
the most likely cause. You can access this 
いことを言及しました。この議題に関してもフリーでアクセス
できます。
article for free in this month’s issue. 
Now, let’s turn to an animal study of how mechanical 
ventilation might contribute to lung injury.  
続いて、機械換気が肺障害に関与している可能性を検証した動物
研究を紹介します。



Community-acquired pneumonia remains a leading cause of 
mortality even when antibiotics are used
市中肺炎は、抗生剤が早期から使用されている場合でも死亡率の
主要な要因である。
 early in the disease. Previous research suggests that 
mitochondrial depletion and dysfunction may play a
過去の研究では、ミトコンドリア減少と機能障害が、機械換気で
治療された幾らかの肺炎患者
 role in the lung damage seen in some pneumonia patients 
treated with mechanical ventilation. Dr. 
で認められた肺障害への主要因であるかもしれないと論じられて
いる。フランス リヨン大学の
Mathieu Blot of University Hospital in Dijon, France, and 
colleagues conducted a study in rabbits to
マチュー・ブロット医師及び同僚らによって、ウサギを使用して
機械換気が免疫障害や
 determine whether mechanical ventilation led to immune 
and mitochondrial dysfunction. Animals
ミトコンドリア機能障害を誘導するかを主導されました。機械換
気をされている動物が
 undergoing adverse mechanical ventilation received human 
umbilical-cord derived mesenchymal stem
臍の緒から抽出した間葉系幹細胞の投与を受ける、それに付け加
えるあるいは
 cells and/or ceftaroline; or sodium chloride four hours 
after a pneumococcal challenge. The primary 
セフェム系抗生剤であるセフタロリンまたは生理食塩水を、肺炎
変化から4時間後に受けました。
outcome was 24-hour survival. The authors found that high-
pressure adverse mechanical ventilation had 
主要評価項目として、24時間の生存率でありました。筆者らは、
高圧機械換気が自発呼吸に比
significantly lesser survival compared with spontaneous 
breathing. Treatment with mesenchymal stem 
べて生存率を有意に低下させることを示しました。間葉系幹細
胞、セフタロリン、そして2つ
cells, ceftaroline, and a combination resulted in 
significantly greater survival as well. The authors noted 
の併用が有意に生存率を改善しました。また筆者らは、この研究
における機械換気の設定が　
that the adverse mechanical ventilation settings used in 
the study can not be considered clinically relevant, 
臨床現場に直結できず、動物モデルは人におけるARDSとは異なる
ことを述べました。
and that their animal model is far removed from acute 
respiratory distress syndrome in humans. However, 
一方、今回の結果は、重症肺炎における免疫障害やミトコンドリ
ア機能障害を改善させるため
they concluded that their findings open the door for more 
research into protective mechanical to correct 
の保護的機械換気への更なる研究への扉を開くものであると結論
づけました。この話題を無料
immune and mitochondrial dysfunctions in severe pneumonia.  
Check out this article for free in this 
で確認できます。
month’s issue. 
We move next to a clinical focus review on the use of 
dried plasma in prehospital and austere 
続きまして、入院前や厳しい環境における乾燥血漿の使用に関す
る臨床的レビューをご紹介
environments.  We know that early plasma transfusion can 
improve survival in cases of traumatic 
します。外傷性出血症例に対して、早期の輸血が生存率を改善す
ることは認識している。
hemorrhage, but logistics of using fresh frozen plasma 
remain a challenge in some settings. As freeze-
しかし、新鮮凍結血漿製剤を使用する論理がまだ未確定でありま
す。凍結して乾燥された血漿は
dried plasma, also known as lyophilized plasma, becomes 
more widely available, more research is needed 
凍結乾燥血漿として知られており、広く使用されるようになると
ともに、その安全性や効果に
on its safety and efficacy. Dried plasma products may be 

stored at room temperature, so they are more 
ついては多くの研究が必要である。乾燥された血漿製剤は、室温
で保存できる可能性があり、
readily available for transfusion than frozen plasma. A 
team led Dr. Anthony Pusateri of Naval Medical 
凍結血漿より輸血製剤として容易に使用できます。テキサス州の
フォート・サム・ヒューストン
Research Unit-San Antonio at Fort Sam Houston in Texas 
reported current use of these products. 
の米国海軍医学研究所のアンソニー・プサテリ医師が乾燥血漿の
研究を先導した。
Retrospective data from patients treated with French 
lyophilized plasma showed that patients given the 
フランスの凍結乾燥血漿で治療された患者の後ろ向き研究によれ
ば、凍結乾燥血漿を受けた
lyophilized plasma in military settings received it 
significantly sooner and maintained higher plasma to red 
患者は、新鮮凍結血漿を受けた患者と比べて極めて早くに処置を
受けることが可能となり、
cell ratios than patients given fresh frozen plasma. 
Another product, LyoPlasN-w, has been used in 
血漿・赤血球比が有意に高くなりました。他の製剤は、2007年か
ら2011年までにドイツで
Germany, with more than 230,000 units distributed from 
2007 to 2011. The authors cited several 
23万単位以上使用されました。筆者らは、凍結乾燥血漿は安全
で、入院前から早期に使用
retrospective studies in which LyoPlas N-w demonstrated 
safe and easy prehospital administration.  
できるという後ろ向きの研究をいくつか提示しました。バイオプ
ラズマFDP（ボランティア
Bioplasma FDP has been used in South Africa since 1996, 
and reports show minimal adverse events and 
から集めた血漿から生成したもの）は、1996年以来、南アフリカ
で使用されてきました。報告
similar safety to fresh frozen plasma, the authors added. 
The authors emphasized the need for prospective 
として副作用は少なく、新鮮凍結血漿製剤と同等の安全性がある
と筆者らは言及しています。
studies, and the need to increase awareness of lyophilized 
plasma as a treatment option in trauma 
また筆者らは、外傷患者への治療オプションとして乾燥血漿に対
する前向き研究や認識を
patients. 
増やす必要性について強調しました。
Next, we have a clinical focus review on the topic of 
heparin-induced thrombocytopenia. Heparin-induced 
続いて、へパリン起因性血小板減少症（HIT）についての臨床的
レビューを紹介します。HITは、
thrombocytopenia, or HIT, is a severe disease that causes 
death in approximately 10 percent of patients 
入院中の死亡率10％という重大な病態です。
who develop it during a hospital stay. Studies of the 
incidence of heparin-induced thrombocytopenia have 
HITの発生率に関する研究は一貫しておらず、病状があっても不
十分な診断となる可能性が
been inconsistent, and, the condition may be 
underdiagnosed. Dr. Andreas Koster of Ruhr University in 
あります。ドイツ ルール大学のアンドレアス・コスタ医師
は、HITの機序についてのレビュー
Germany led colleagues in a review of the mechanisms of 
heparin-induced thrombocytopenia.  The review 
を主導しました。レビューは、診断、臨床検査、他の抗凝固薬へ
の変更、確定診断への要望
addressed diagnosis, laboratory testing, changing to 
another anticoagulant, and requesting a confirmation 
について言及されました。血小板減少症は、へパリンと血小板第
四因子（PF4）との混合体への
assay. The authors explained that thrombocytopenia is 
caused by the formation of IgG antibodies in 
IgG抗体の形成が原因となっていることを説明しました。
response to very large complexes of heparin and platelet-
factor 4. They noted that the two main 
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HITの主要たる2つの特徴として、発生時期と血小板数減少がある
ことを示しました。
characteristics of heparin-induced thrombocytopenia are 
timing and decrease in platelet count.  They 
HITを起こした大抵の症例において、へパリンは、直接的に血小
板に作用している可能性がある
suggested that heparin may directly activate platelets to 
cause this decrease, which is relatively moderate 
と説明しました。また筆者らは、洗浄血小板を用いた血小板凝集
分析法がHITの
in most cases.  The authors added that functional washed 
platelet assays remain the gold standards for
ゴールドスタンダードであることを付け加えました。免疫学的検
定の陽性は、
 diagnosing heparin-induced thrombocytopenia. Positive 
results in the immunoassay correlate with 
機能アッセイでの陽性反応と関連していますが、免疫学的検定は
変動します。HITの患者は
positive reactions in functional assays, but immunoassays 
are variable. Patients with heparin-induced 
thrombocytopenia can be treated with argatroban, but 
bivalirudin also has been used off-label. The 
アルガトロバンを使用することができます。しかし、国内未承認
のビバリルジンは適応外使用
authors concluded that heparin-induced thrombocytopenia 
remains a challenge, but that it should be 
されてきました。HITは、これからも挑戦すべき病態であります
が、もし、へパリンの投与を
considered in hospitalized patients on heparin if a 
decreased platelet count or thrombosis is observed.
受けている入院患者に血小板減少や血栓症が認められた際に
は、HITを考慮すべきであると
結論づけました。
Now, let’s take a look at a review article on the impact 
of quantitative neuromuscular monitoring on 
続いて、定量的神経筋モニタリングの術後予後への影響について
のレビューを紹介します。
postoperative outcomes.  Quantitative monitoring devices 
are not new, and recent studies have shown 
定量的モニタリング装置は古く、最近の研究では、手術中の量的
モニタリングは、手術室
that quantitative monitoring during surgery results in 
less risk of residual neuromuscular blockade, both 
だけでなく、回復室での残存筋弛緩のリスクを軽減することが示
されています。シカゴ在住の
in the operating room and in the post-anesthesia unit.  
Dr. Glenn Murphy, an anesthesiologist in Chicago, 
麻酔科医グレン・マーフィー医師とメイヨークリニックのソリ
ン・ブラル医師は、手術中の
and Dr. Sorin Brull of the Mayo Clinic, Jacksonville, 
conducted a literature review of clinical trials that 
定量的モニタリングと術後予後を評価するためのエビデンスを評
価した臨床研究について
evaluated the published evidence to evaluate 
intraoperative quantitative monitoring and postoperative
文献レビューをしました。筆者らは、筋弛緩の程度と症例を確認
し、筋電図方式、加速度感知
 outcomes.  The authors identified stages and instances of 
neuromuscular block, and described several 
方式、圧電気方式を含むいくつかの方法について賛否両論を加え
て述べました。
techniques for quantitative monitoring including 
electromyography, acceleromyograpy, and 
筋張力を定量化する緊張力モニタは、臨床現場では適応がなく、
商業的にも利用されていません。
kinemyography, with some pros and cons of each. 
Mechanomyography, which measures muscle force
研究結果は、小さいサンプルサイズであることや、術後の残存筋
弛緩の測定時期で一貫性が
directly, is not suitable for clinical practice and not 
available commercially.  Study findings were limited by 
ないなど限定的な面がありました。
factors including small sample sizes and inconsistent time 

points for the measurement of postoperative
しかしながら、術中の定量的モニタリングは麻酔からの回復を促
進し、術後罹患を軽減する
 residual muscular blocks.  However, data suggest that 
intraoperative quantitative monitoring also may 
可能性があることが示されています。
improve recovery from anesthesia and reduce postoperative 
morbidity. Ultimately, the evidence 
結局、エビデンスは術後の神経筋の回復を最大限にするための術
中の定量的モニタリング
supports the use of intraoperative quantitative monitoring 
to maximize recovery of neuromuscular 
の使用を援助しています。定量的モニタリングの使用は、患者の
安全を改善する可能性を
strength after surgery. Use of quantitative monitoring has 
the potential to improve patient safety, but 
持っていますが、トレーニングや教育は成功のために不可欠であ
ると筆者らは結論づけました。
training and education are essential for success, the 
authors concluded.  
We close this month with a review article on the 
challenging topic of chronic pain. We know that the 
最後に、慢性疼痛に関するチャレンジングな話題を取り上げま
す。脊髄後根神経節は、慢性
dorsal root ganglion is a potential target in the 
management of chronic pain, but little is known about 
疼痛の治療においてターゲットとなる部位です。しかし、分子学
的なレベルで、後根神経節が
changes in the dorsal root ganglion at the molecular 
level. A better understanding of these changes could 
どのように変化するはほとんど知られていません。この変化をよ
く知ることは、やがては
eventually help develop more targeted and effective 
treatments. Mehrman Chalaki and colleagues at 
より焦点を絞った、そして効果的な治療へと繋がる可能性があり
ます。オランダ ライデン
Leiden University Medical Center in the Netherlands 
conducted a review of 168 studies that used a rodent 
大学のマーマン・チャラキ医師及びその同僚らによって、脊髄後
根神経節への損傷を加えて、
model to examine injury-induced pain in the dorsal root 
ganglion of rodents at 3 weeks after injury. The
3週間経過した齧歯（げっし）動物の神経障害性疼痛を扱った168
の研究についてのレビュー
authors identified 309 molecules associated with changes 
on the protein level in the dorsal root ganglia 
がなされたので、ここに紹介します。筆者らは、末梢神経に対す
る損傷後の慢性期に
during the chronic phase of induced injury to the 
peripheral nerve. 99 molecules showed significant 
後根神経節でのタンパクに309もの分子レベルの変化があること
を確認しました。少なくとも
increases in at least one study. The molecules that most 
frequently showed significant increases included 
一つの研究で99もの分子が有意に増加していました。有意な増加
を認めた分子には、ATF3、
ATF3, TRPV1, GFAP, and MCH-II. A total of 30 molecules 
showed significant decreases in at least one study,
TRPV1、GFAPとMCH-IIが含まれました。一方、少なくとも一つの
研究において、30もの分子が
 mainly CGRP, IL-10, and MOR. The authors then presented a 
thorough explanation of the molecular
有意に減少しており、主にCGRP、L-10、MORでした。筆者らは、
齧歯動物モデルで損傷後の
 processes that occur in the dorsal root ganglion during 
the chronic phase of injury in the rodent 
慢性期に後根神経節に起こる分子変化を通して説明しました。分
子変化は次のような
models. They divided the processes into the following 
topics: ion channels, immune system, 
トピックスに分かれます。イオンチャネル、免疫システム、神経
ペプチド、細胞内神経変化、
neuropeptides, intracellular neuronal changed, cell-cell 
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and cell matrix interactions, and satellite glial cells. 
細胞間相互作用、細胞–細胞外基質間の相互作用、神経嘐細胞に
ついてでした。
The authors cited their main limitations in comparing 
results as the lack of homogeneity between studies, 
筆者らは、主なlimitationとして、研究間の同種性の欠如がある
中で結果を比較していること、
the variation in timepoints for quantifying molecular 
changes, and the variation in methods used to 
分子変化を定量化する時期が一定でないこと、分子の定量化を行
う方法が一定でないことを
quantify molecules. The results identified molecular 
classes that changed after nerve injury. However, 
指摘しました。結果は、神経損傷後に変化した分子を確認しまし
た。しかし、
studies are needed that include both male and female 
animals and involve longer survival times and high 
動物でもオス・メスへのアプローチ、寿命の長い動物へのアプロ
ーチ、より臨床に関連した
throughput analysis to make the results more clinically 
relevant. If you want to delve deeper, the authors 
結果への高い情報量による分析など多くの研究が必要になるでし
ょう。もし、あなた方が深く
included supplementary tables of the raw data from the 
included studies and a schematic overview of the 
調べたい場合には、筆者らはこれらの研究の生データを示す補足
表や分子および機序の概略図
molecules and mechanisms along with their review.
を示してあります。

You can always find new studies and commentary on the 
journal website, 
ジャーナルウェブサイトで新しい研究や論評を確認できますの
で、アクセスしてください。
www.pubs.asahq.org/anesthesiology. 
If you are interested in learning more about submitting to 
Anesthesiology, please visit our Submission 
あなた方がanesthesiologyへの投稿についてより知りたい場合に
は、ジャーナルウェブサイト
Advice page on the Journal website, anesthesiology.org. 
The page offers insight into our editors’ 
のSubmission Advice pageに是非ともアクセスしてください。そ
のページは、われわれ編集者の
expectations and a blueprint for creating successful 
manuscripts. 
予想やアクセプトされる原稿を作成する青写真が掲載されてい
ます。
As always, thank you for listening to this podcast and 
thank you for your support of Anesthesiology. I 
このpodcastを聴いていただきありがとうございます。そして
anesthesiologyへのサポートを
hope you find the information presented helps to guide and 
improve your clinical practice. I look forward 
いただき感謝申し上げます。あなた方の診療へのガイドや診療が
より改善するための情報
to sharing more important research with you next month. 
となることを願っています。翌月の重要な研究について共有でき
ることを期待しています。
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