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研究要旨
リン酸化ニューロフィラメント重鎖（pNF-H）は中枢神経系有髄線維の髄鞘に含まれるタン
パク質で脱髄に伴って血中に漏出する。我々はこれまで、pNF-Hが外傷性脊髄損傷での神経
障害のバイオマーカーとなること、化学療法の投与クール数とpNF-H陽性症例数が正相関す
ることを報告してきた。本研究では、乳癌患者を対象に化学療法施行毎のpNF-Hの動態を経
時的に追跡し、pNF-Hのケモブレイン重症度指標としての妥当性を検証する。がん手術後に
発症するせん妄ではpNF-HとTNFαを計測し中枢神経系の炎症と神経細胞死の関連を明らか
にする。

Ａ．研究目的
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終了 1 か月後に脳灰白質の萎縮が認められるが、
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ことが知られるようになった。 がん化学療法に
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Ｃ．研究結果
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Ｂ．研究方法
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法後約一か月後）と同時に行う。認知機能検査は

血を行い変化を観察するとともに、認知機能検査

化学療法開始前と終了 1 か月以内に担当者が付き
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「疫学研究に関する倫理指
針」など各指針を順守して人権擁護に配慮する。

Ｅ．結論
乳癌患者のサバイバーシップ向上のために、ケ
モブレインの解明が寄与するところは大きく、機
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序解明や治療介入への発展を目指して、本研究を
継続してゆく。
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資料1：説明資料「ケモブレインの謎を解く」

