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1．オーラルメディシン・口腔外科学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 山根 源之 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

准 教 授 外木 守雄 顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究 

（Ａ97-0620-1） 

講  師 森本 光明 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

 小澤 靖弘 上顎骨および頬骨へのデンタルインプラント植立における基礎的，臨床的

研究（Ａ96-0620-1） 

 渡邊  裕 口腔癌検診におけるスクリーニングのための検査法（Ａ98-0620-2） 

助  教 蔵本 千夏 呼吸器管理下における感染部分のための口腔ケア方法（Ａ00-0620-1） 

 高田 篤史 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

 佐藤 一道 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 花上 伸明 放射線照射治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ03-0620-1） 

 宇治川清登 上顎骨および頬骨へのデンタルインプラント植立における基礎的，臨床的

研究（Ａ98-0620-1） 

レジデント 多田 和弘 顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究 

（Ａ97-0620-1） 

 内田  淳 骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

 萩野 高司 自己免疫性口腔粘膜疾患（主として水疱形成疾患）の診断と治療    

（Ａ01-0620-1） 

 森下 仁史 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討 

 浮地賢一郎 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

 枝広あや子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 市川 貴士 自己免疫性口腔粘膜疾患（主として水疱形成疾患）の診断と治療    

（Ａ01-0620-1） 

 滝沢 裕也 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究 

（Ａ94-0620-1） 

 矢崎 涼子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 矢部健太郎 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究 

（Ａ94-0620-1） 

 酒井 克彦 口腔癌検診におけるスクリーニングのための検査法（Ａ98-0620-2） 

 森谷有紀子 自己免疫性口腔粘膜疾患（主として水疱形成疾患）の診断と治療    

（Ａ01-0620-1） 

 高木 幸子 放射線照射治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ03-0620-1） 

 吉田 恭子 口腔前癌病変におけるKeratin14およびKeratin19の発現について   

（Ａ06-0620-1） 

 今村 真樹 

会田 貴久 

歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 



 佐野智恵美 

 

黒川 貴史 

顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究 

（Ａ97-0620-1） 

骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

大学院生 藤本  勝 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

 

 

 

 

 

宮本  郷 

 

齊藤 朋愛 

高市 真之 

武田  瞬 

野口 沙希 

藤代 結香 

三條 祐介 

松村真太郎 

上顎骨および頬骨へのデンタルインプラント植立における基礎的，臨床的

研究（Ａ98-0620-1） 

口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究（Ａ02-0620-1） 

口腔粘膜上皮細胞に関する基礎的研究 

歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究（Ａ02-0620-1） 

放射線照射治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ03-0620-1） 

摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

専修科生 中村 直史 上顎骨および頬骨へのデンタルインプラント植立における基礎的，臨床的

研究（Ａ98-0620-1） 

 塚本 裕介 

野澤亜也子 

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討 

摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 

2．成果の概要 

1) 顎矯正手術前後における睡眠呼吸障害の変化に関する検討 

  咬合の回復を目的とした顎矯正手術症例の術前後での各検査、診査項目を解析し、手術による閉塞 

型睡眠時無呼吸低呼吸症候群を誘発する危険性を検討した。第1報として顎矯正手術前後での終夜 

睡眠Polysomnography検査結果を、上下顎骨の前後的な移動方向と関連し検討を行った。結果は下 

顎骨の移動方向に関係なく上顎を前方移動した症例で有意にApnea Hypopnea Indexは減少し、また 

上顎の移動方向に関係なく下顎を移動した症例ではApnea Hypopnea Indexの変化に有意差はみられ 

なかった。 

   睡眠呼吸障害と顎顔面形態の評価は、とかく下顎の形態を中心になされるが、上顎も重要な要因 

であることを示した。また咬合の改善を目的とした顎矯正手術においても、睡眠呼吸障害に十分配 

慮する必要性が示された。本研究の結果は閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症候群に対する顎矯正手術の 

適応基準の重要な判断材料にもなると考えている。 

 日顎変形会誌 17(1), 9～15, 2007 

 

2)  三次元有限要素解析法を用いて顎顔面・頭蓋骨におけるZygomatic implantの力学的影響の解析、

検討 

 CT 画像をもとにした顎顔面・頭蓋骨モデルを作製し、三次元有限要素解析法を用いて顎顔面・頭

蓋骨における Zygomatic implant の力学的影響の解析、検討を行った。研究方法として上顎無歯顎

の日本人ヒト男性のCT画像より得られたDICOM dataから、Rapid Formを用いてポリゴン化を行い、

SolidWorks を用いて三次元顎顔面・頭蓋骨モデルを作成した。これらのモデルを基に、三次元有限

要素解析法を用いて Zygomatic implant の上部構造への荷重を想定した条件下において上部構造、

インプラント体およびその周囲組織の力学的影響の解析を行い、上部構造から伝わった咬合力が頬



骨から顎顔面・頭蓋骨へどのように影響を与えているかを検討した。DICOM data を用いた三次元顎

顔面・頭蓋骨モデルは顎顔面の複雑な形態や骨内、上顎洞内など直視不可能な部位を簡便かつ的確

に再現し、これが視覚的のみならず三次元的な力学的検索が可能であり、今後インプラントのみな

らず、広範な欠損に対する補綴などのシミュレーションに有用であることが示唆された。また、有

限要素法による解析結果から、Zygomatic implantは、大部分の応力は頬骨で支持するため上顎骨の

解剖的構造の制約に影響ないものの上部構造にて前方部のインプラントと連結することにより、上

顎顎堤での応力緩和が可能であることが示唆された。 

   Int J Oral Maxillofac Surg 36(3), 620～625 2007 

 

  3) 放射線照射口腔乾燥モデルマウスにおけるニトロチロシンの発現に関する実験的研究 

   頭頸部悪性腫瘍に対する放射線治療により臨床的には唾液分泌機能低下し、口腔乾燥症を発現す 

ることが以前より認められている。しかしながらその機序においては未だ不明なことが多い。NOそ 

のものの組織障害性は認められているが、一般的にその障害性は強力なものではない。しかしNOは 

スーパーオキサイドと瞬時に反応することで組織障害性の強いパーオキシナイトライトを形成する 

ことが知られている。そこで放射線照射モデルマウスを用い、放射線による唾液腺機能低下におけ 

るパーオキシナイトライトの関与を明らかにし、さらにNOの合成酵素であるiNOSの阻害薬である 

アミノグアニジンの効果について検討を行った。放射線照射群においてNOおよびスーパーオキサイ 

ドの発生量はNormal群と比較し著明に増加し、免疫組織学的検索よりニトロチロシンの発現が認め 

られることから、パーオキシナイトライトの関与が考えられる。またiNOSの阻害薬であるアミノグ 

アニジンの投与によりニトロチロシンの発現が抑制されていることから、iNOSを阻害することで放 

射線による唾液腺機能低下に有効である可能性が示唆された。 

Biomed Res 28(3), 147～151, 2007 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

外木 守雄 放射線治療における口腔粘膜障害

RBE（reaction of biological effect）
の定量化とその修飾因子の研究 

放射線医学総合研究所

重粒子センター 

千葉市 溝江 純悦

 

 

渡邊  裕 

 

嚥下障害解明に向けた基礎的研

究：嚥下誘発における上位脳の役割

新潟大学医歯学総合研

究科顎顔面機能学部門

新潟市 山田 好秋

 

渡邊  裕 咀嚼刺激による記憶増強機構の脳

科学的解明 

神奈川歯科大学 横須賀市 小野 弓絵

渡邊  裕 

三條 祐介 

MEG における時間相関信号源の逆問

題的解決法に関する研究 

早稲田大学理工学術院 東京 石山 敦士

木津 康博 

宇治川清登 

宮本  郷 

上顎骨および頬骨へのデンタルイ

ンプラント植立における基礎的，臨

床的研究 

COMPRU, 
Misericordia 
Community Hospital 
University of Alberta 

Edmonton,CA Johan 
Wolfaardt 



担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

山根 源之 

外木 守雄 

蔵本 千夏 

顎顔面における重粒子線照射後腐

骨と照射野及び照射線量に関する

研究 

放射線医学総合研究所

重粒子センター 

千葉市 溝江 純悦

 

 

 

4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

渡邊  裕 視覚･聴覚刺激を用いた痴呆高齢者の誤嚥性肺炎予防に関する研究 文科省科研費・若手研究(Ｂ)

渡邊  裕 新しい在宅歯科医療を支える地域における先進事例の調査 日本歯科医学会のプロジェク

ト研究 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地 

外木 守雄 2007. 7.15 

 

口腔内装置保険導入 その後 NPO法人日本睡眠歯科学会   

第６回学術集会 

東京 

外木 守雄 2007.11. 7 

 

顎外科手術に伴う上気道の変

化と睡眠呼吸との関連 

日本睡眠学会第32回定期学術

集会 

東京 

外木 守雄 2007. 6.23 睡眠時無呼吸症候群患者への

新しい戦略 手術療法を含む

チームアプローチの可能性   

顎顔面外科手術に伴う気道の

変化 

日本外科系連合学会 東京 

渡邊  裕 2007. 6.20 脳卒中急性期での摂食・嚥下障

害の評価について 

第18回日本老年歯科医学会総会 札幌市 

渡邊  裕 2007. 9.15 摂食・嚥下リハビリテーション

と栄養管理の連携の重要性 

日本摂食・嚥下リハビリテーシ

ョン学会 

大宮市 

渡邊  裕 2007. 9.22 第3回プライマリ・ケア秋季実

践セミナー 

第3回プライマリ・ケア秋季実

践セミナー 

名古屋市 

 

  6.教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

山根 源之 2007. 5.13 

 

障害者・高齢者のインプラント

治療 

東京都立心身障害者口腔保健

センター歯科医師集団研修会 

東京 

 

山根 源之 2007.10. 7 チーム医療における口腔ケア 岡山コンベンションセンター 岡山市 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

山根 源之 2007.11.15 喫煙は歯周病のリスクファク

ターか 

千葉県保険医協会学術講演会 千葉市 

山根 源之 

 

2007.11.16 

 

医療安全を考えた外来診療 東京歯科大学同窓会市川支部

学術講演会 

市川市 

 

山根 源之 2007.12. 8 全身疾患と医療安全 市川・浦安歯科医師金曜会講演会 市川市 

山根 源之 2008. 2.22 長寿のための栄養学と老年歯

科医学 

―高齢期における咀嚼と全身

の関わり 老年歯科医学の全

体像― 

東京大学ジェロントロジーセ

ミナー 

東京 

山根 源之 2008. 2.24 口腔がんと鑑別疾患の診かた 歯科人間ドック学会第一回認

定医研修会 

東京 

外木 守雄 2007.12. 6 口腔ケアについて みつわ台総合病院 千葉市 

外木 守雄 2007. 9.13 重症集中ケア看護技術 日本看護協会看護研修学校 東京 

外木 守雄 2007.10.21 口腔ケアの知識と実際 東京慈恵会医科大学 東京 

外木 守雄 2007. 7. 5 VAPと口腔ケア 日本医科大学橘桜会館 東京 

渡邊  裕 2007. 6.17 歯科衛生士ができる専門的口腔

ケア 

東京歯科大学 東京 

渡邊  裕 

 

2007. 7.10 

2007. 7.23 

嚥下障害の程度、摂食機能の評価 千葉県看護協会 千葉市 

渡邊  裕 2007.11.19 肺炎とたたかう口腔ケア 昭和大学歯学部 東京 

渡邊  裕 2007.10.24 口腔ケアでつなぐ医療連携 耶麻歯科医師会 福島市 

渡邊  裕 2008. 3. 1 後期高齢者の医療問題を考える 松戸市歯科医師会 松戸市 

渡邊  裕 2008. 3. 1 摂食・嚥下障害への対応 浦安市歯科医師会 浦安市 
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口腔・顎顔面外科・口腔腫瘍学,(3)東医歯大・大学院医歯学総合研究科口腔病態診断科学,(4)埼玉がんセンター・口腔外科, 

(5)市病・口腔がんセンター,(6)奈良県立医大・口腔外科学,(7)自治医科大・歯科口腔外科学,(8)鶴見大・歯・口腔外科学,   

(9)熊本大・大学院・医学薬学研究部総合医薬科学部門顎口腔病態学,(10)昭和大・歯・口腔外科,(11)市病・臨検,(12)九大・

歯・口腔画像情報科学,(13)新潟大・医歯学総合研究科・顔面放射線学,(14)札幌医大・医・口腔外科学,(15)東医歯大・大学院

医歯学総合研究科学顔面外科学 

 

4. Okazaki,Y.(1), Sato,K., Takada,A., Morisaki,S., Watanabe,Y., Tonogi,M., Yamane,G., Ozawa,Y., Morimoto,M. : 

Evaluation of Epithelial Dysplasia at the Surgical Margins in Patients with Early Tongue Carcinoma &#8211; 
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21(1), 239, 2008. (第 37 回(社)日本口腔インプラント学会・学術大会, 熊本市) 

 

59. 外木守雄, 山根源之, 佐藤一道, 塚本裕介, 有坂岳大, 中島庸也(1), 大櫛哲史(1) : 顎矯正手術による睡眠呼吸

障害への影響に関する研究 睡眠時無呼吸症候群への歯科の関わり, 日歯医会誌 27, 88, 2008. (歯科医学会を

中心とした総合学的な研究を推進する集い, 東京) (1)市病・耳鼻科 

 

60. 田中陽一(1), 山根源之, 佐藤一道, 岡崎雄一郎(2), 山内智博(2), 竜崎崇仁(3) : 地域網羅的口腔癌早期発見シス

テム(Oral Cancer Detecting System;OCDS)構築のための戦略的研究 歯科診療所における細胞診システムの確

立, 日歯医会誌 27, 89, 2008. (歯科医学会を中心とした総合学的な研究を推進する集い, 東京) (1)市病・臨検,(2)市病・

口腔がんセンター,(3)市川市歯科医師会 

 

61. 浮地賢一郎, 宇治川清登, 花上伸明, 佐藤一道, 高田篤史, 蔵本千夏, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 森本光明,   

外木守雄, 山根源之 : 当科における下顎智歯抜歯後の下歯槽神経麻痺に関する検討, 口腔顔面神経機能 

学会誌, 2008. (第 12 回口腔顔面神経機能学会, 東京) 

 



  

２．内 科 学 講 座 
 
プロフィール 

1 教室員と主研究テーマ 

教  授 森下 鉄夫 胃微小循環、茶カテキンの薬理作用 

 武井  泉 HbA1c,グリコアルブミンの標準化、膵β細胞の再生、新規糖尿病の探索 

准 教 授 野川  茂 脳虚血における遺伝子発現制御、パーキンソン病のQOLの評価 

講  師 寺嶋  毅 気管支喘息の病態におけるロイコトリエンの関与 

 荒川 幸喜 血管作動性物質と腎微小循環 

 岡田  聡 Cytolytic Molecules 
助  教 内藤明日香    呼吸器内科学 

 松崎  達 吸入微粒子の人体への影響 

 小川 健夫 糖尿病と炎症性サイトカイン 

 栁澤 里香 呼吸器内科学 

 

2 成果の概要 

granulysinのdisulphide bondと分子内domainのapoptosis誘導における意義 
<研究の目的> 
Granulysin(GLN)によるJurkat細胞のapoptosis誘導には細胞内Ca上昇、GLNの細胞内への

取り込みが重要な因子である。GLNはdisulphide bondを有するが、このdisulphide bond、お

よびGLNのどのdomainがこれらの因子に関連性があるか検討した。 
＜研究計画＞ 
1 site directed mutagenesis で GLN の cysteine を serine に変え disulphide bond のない

GLN(C→S)をつくる。また G13-GFP、GLN-GFP、GLN(C→S)-GFP、Ｇ8-GFP,G9-GFP
を作製し細胞内の取り込みについて共焦点顕微鏡で検討する。 

2 GLN, GLN(C→S)によるJurkat細胞に対する障害作用、細胞Ca、mitochondria内Ca上昇

の有無を調べる。 
3 GLN, GLN(C→S)でER stress誘導の有無を調べる。 
4 GLNとGLN(C→S)でJurkat細胞蛋白とのprotein-protein interactionに差があるかを２次

元電気泳動で調べる。 
＜結果＞ 

1 GLN-GFP,G8-GFP は細胞内、さらに核内に短時間で取り込まれたが GLN(C 
S)-GFP,G9-GFP, G13-GFPでは細胞内へのとりこみはごくわずかだった。   

2 GLN(C S),G9, G13はGLN比し、apoptosisの誘導が著明に抑制された。同様に細胞Ca、 
mitochondria内Ca上昇も認められなかった。 

3 GLN, GLN(C→S)ともER stress誘導は認められなかった。 
4 GLN, GLN(C S)と巻く蛋白のIP後のSDS-PAGEで30Kd相当のバンドがGLNのみに認め

られた。 
＜考察＞ 
disulphide bond、およびG8末端のRRが細胞内、核内への取り込みおよびapoptosisの誘導に

重要であると考えられた。今後GLNと膜蛋白の IP認められた、特異的なバンド内の蛋白の同定

に目指したい。 



  

3 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

野川 茂 パーキンソン病のQOLの評価 順天堂大学 東京 服部 信孝 

野川 茂 ウイルス動脈輪閉塞の病因・病態に

関する研究 

京都大学 京都市 橋本 信夫 

野川 茂 急性期脳梗塞におけるCT,MRI検査の

標準化に関する研究 

岩手医科大学 盛岡市 佐々木真理 

岡田 聡 Genetic Risk Factor of EMS N.I.H. Bethesda, 
U.S.A. 

Frederick 
Miller 

 



論      文 

 

1. Okada,S., Morishita,T. : Significance of Granulysin in Cancer Immunology, Ann Cancer Res Ther 16(1), 2～5, 2008. 

原著 

 

2. Terashima,T., Matsuzaki,T., Yanagisawa,R., Naito,A., Inokuchi,S.(1), Kaida,s.(1), Kishikawa,H.(1), Nishida,J.(1), 

Tanaka,Y.(2), Miyauchi,J.(2), Morishita,T., Ishizaka,A.(3) : Fulminant Heparic Failure as the Initial Manifestation of 

Small-Cell Lung Cancer:Report of 2 Cases, Ann Cancer Res Therap 16(1), 16～20, 2008. 原著 (1)市病・消化器科, 

(2)市病・臨検,(3)慶大・医・呼吸器内科 

 

解      説 

 

1. 寺嶋 毅, 山澤文裕(1) : 【慢性疾患に対する身体活動のすすめ方 QOL 向上への新しい具体策】 ワンポイントアド

バイス 身体活動と過呼吸症候群, 臨スポーツ医 24(臨増), 204～206, 2007. (1)慶大・医・呼吸器内科 

 

2. 野川 茂 : 新しい治療 アルツハイマー病予防と選択的 COX-2 阻害薬, 治療学 41(12), 1281～1284, 2007. 

 

3. 武井 泉 : 【糖尿病マネージメント up-to-date】 トピックス 新しい血糖コントロール指標, 内科 101(1), 118～120, 

2008. 

 

その他 

 

1. Morishita,T. : Interdisciplinary Collaboration, Annals of Cancer Research and Therapy 16(1), 1, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 桑波田美智子, 柳澤里香, 松崎 達, 内藤明日香, 寺嶋 毅, 森下鉄夫 : 縦隔リンパ節腫脹によりサルコイドー 

シスを疑われ、その後肺小細胞癌と診断した若年者肺癌の 1 例, 第 546 回日本内科学会関東地方会例会プロ

グラム, 24, 2007. (第 546 回日本内科学会関東地方会例会, 東京) 

 

2. 倉沢 彩, 寺嶋 毅, 栁澤 里香, 内藤明日香, 松崎 達, 森下鉄夫 : 気胸を繰り返している若年発症 COPD の 1 例, 

第 550 回日本内科学会関東地方会例会プログラム, 223, 2007. (第 550 回日本内科学会関東地方会例会, 東京) 

 

3. 野川 茂, 片山正輝(1), 岡田 聡, 島本佳憲(1), 菅 貞郎(1) : 急性期脳梗塞血栓溶解療法における症例経験の  

意義, 脳卒中 30(2), 272, 2008. (日本脳卒中学会, 東京) (1)市病・脳外科 

 



3．外 科 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究 

講  師 佐藤 道夫 TISSUE ENGINEERING法を用いた代用食道の研究 

 小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ94-0650-6） 

 原田 裕久 移植血管の慢性拒絶による内膜降下の抑制に関する基礎的研究 

助  教 青木 成史 大腸癌発癌におけるPBRの機構解析 

 宮田 量平 Paclitaxel封入Hbs抗原MPCポリマーを用いたヒト肝細胞に対する化学療法の

検討 

 戸張 正一 ブタ阻血胃管血流モデルを用いたlipo-PGE1投与の有用性に関する研究 

 

2．成果の概要 

本邦ではこれまで外科的切除が食道がんに対する標準治療とされて来たが、その一方でごく早期

の粘膜がんには内視鏡的粘膜切除術が、周囲臓器浸潤や遠隔リンパ節転移を伴った高度進行がんに

は化学放射線併用療法が積極的に行われるようになり、がんの進行度により治療選択の幅が拡大し、

治療の個別化が進んで来た。このような情勢の中で、厚生労働省がん研究助成金指定研究「消化器

悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための多施設共同研究」班のJCOG食道がんグループでは、1978

年のグループ発足以来継続して行ってきたStage II,III食道がんに対する手術補助療法の第Ⅲ相ラ

ンダム化比較試験を中心に、StageⅠ食道がんや高度進行食道がんに対する化学放射線併用療法の第

Ⅱ相試験などを併行して行ってきた。安藤はグループ代表として佐藤は施設コーデイネーターとし

て以下の3試験を積極的に進行中であり、２試験を準備中である。 

1) 臨床病期Ⅱ期およびⅢ期胸部食道がんに対する5FU＋シスプラチン術前補助化学療法と術後補 

助化学療法のランダム化比較試験（第6次研究JCOG 9907） 

2)局所進行食道がんに対するLow dose CDDP/5‐FU・放射線同時併用療法とStandard dose 

CDDP/5‐FU・放射線同時併用療法とのランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（JCOG 0303） 

3)StageⅠ（T1N0M0）食道がんに対する食道切除術と放射線化学療法同時併用療法 

（CDDP+5- FU＋RT）のランダム化比較試験（JCOG 0502） 

4) 臨床病期Ⅱ,Ⅲ期胸部食道がんを対象とした根治的化学放射線療法＋/— Salvage surgeryの第 

Ⅱ相試験 

5）切除不能、再発食道がんに対するDocetaxel,Cisplatin,5-FU併用療法の臨床第I/II相試験 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

小川 信二 抗 TIMP‐１抗体を用いた胃がんの

浸潤増殖抑制効果の検討 

独立行政法人国立病院 

機構東京医療センター 

東京 窪地  淳

 

 



4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究 厚労省がん研究助成金 

安藤 暢敏 第IV期食道がんに対する標準的治療法の確立に関する研究 厚生労働科学研究費補助金 

（がん臨床研究） 

安藤 暢敏 ティッシュエンジニアリングを応用した組織再構築型人工

食道の開発 

文科省科研費・基盤研究(C) 

 

5．教育講演等教育に関する業績，活動 

    教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

安藤 暢敏 2007.10.24  第45回 日本癌治療学会 教育セッション  演 者 京都市 

安藤 暢敏 2008. 2. 8  日本消化器外科学会 2007年度後期教育集会 司 会 東 京 

 



論      文 

 

1. Miyata,R., Shimazu,M.(1), Tanabe,M.(1), Wakabayashi,G.(1), Kitajima,M.(1) : Clinical Characteristics of Thrombotic 

Microangiopathy Following ABO Incompatible Living Donor Liver Transplantation, LIVER TRANSPLANTATION 

13, 1455～1462, 2007. 原著 (1)Dept. of Surgery Keio Univ. 

 

2. 宮田量平, 安藤暢敏, 相浦浩一(1), 北島政樹(1), 熊井浩一郎(1), 中塚誠之(2) : 悪性肝外胆道狭窄に対するメタリッ

クステントとチューブステントの減黄効果と生存期間の比較検討, 日腹救医会誌 27(6), 849～855, 2007. 原著 

(1)慶大・医・外科,(2)慶大・医・放 

 

解      説 

 

1. 安藤暢敏 : 食道癌治療ガイドライン, コンセンサス癌治療 5(2), 62～64, 2006. 

 

2. 安藤暢敏 : 食道癌の標準治療：ガイドライン, 医のあゆみ 263, 487～490, 2007. 

 

3. 宮田量平, 田邊 稔(1), 若林 剛(2), 島津元秀(2), 北島政樹(2) : 肝細胞癌治療における ablation の役割, 外科治療 

96(5), 946～950, 2007. (1)慶大・医・外,(2)慶大・医・外科 

 

4. 原田裕久, 安藤暢敏 : Effort thrombosis, 血管外科 26(1), 31～33, 2007. 

 

5. 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 食道癌治療－最近の動向－5.標準的根治術－開胸－, 日外会誌 109(1), 21～25, 2008. 

 

6. 宮田量平, 安藤暢敏 : 腫瘍栓のすべて I.病理,腫瘍マーカー,画像 5.腫瘍栓の画像診断, 外科 70(2), 145～

152, 2008. 

 

単行図書 

 

1. Ando,N.(a): 著分担 :Difficult Decisions in Thoracic Surgery (a)Postoperative Adjuvant Therapy for Completely 

Resected Esophageal Cancer 265～270 頁, Springer, Berlin, 2007. 

 

プロシーディングス 

 

1. Ando,N. : A randamaized trial of postoperative adjuvant chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil versus 

neoadjuvant chemotherapy for localized squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus(JCOG 9907), 2008 

Gastrointesytinal Cancer Symposium:Science and Multidisciplinary Management of GI Malignancies Proceeding 

Book, 74, 2008. (ASCO 2008 Gastrointesytinal Cancer Symposium, Orando, USA) 

 

その他 

 

1. Sato,M., Ando,N., Harada,H., Tobari,S., Ogawa,S., Aoki,S., Miyata,R. : Vascular pedicled jejunal Roux-en-Y 

reconstruction with supercharge technique for necrosis of gastric tube following subtotal esophagectomy, 

Esophagus 4(2), 87～90, 2007. 

 

 



学会抄録 

 

1. Miyata,R., Wakabayashi,G.(1), Kitajima,M.(1) : Accurate radiological diagnosis of microinvasion of portal vein in 

hepatocellular carcinoma by distortion of the corona enhancemant, tumoral arterioportal shunt and perilesional 

hyperintenser rim, American Hepato Pancreato Biliary Association Annual Meeting Program, 41, 2007. (American 

Hepato Pancreato Biliary Association Annual Meeting , Orando, USA) (1)Dept. of Surgery Keio Univ. 

 

2. 原田裕久, 佐藤道夫, 小川信二, 青木成史, 宮田量平, 戸張正一, 代永和秀, 安藤暢敏 : 当院における IVC 

フィルター留置症例の検討, 静脈学 18(2), 94, 2007. (第 27 回日本静脈学会総会, 京都市) 

 

3. 大島 剛, 宮田量平, 小川信二, 戸張正一, 青木成史, 原田裕久, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 経口摂取不能のため

メトロニダゾールの静脈内投与により治癒したアメーバー性肝膿瘍の 2 例, 第 3 回千葉重症感染症研究会プロ 

グラム・抄録集, 15, 2007. (第 3 回千葉重症感染症研究会, 千葉市) 

 

4. 佐藤道夫, 戸張正一, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 安藤暢敏 : 癌性食道穿孔を伴う進行食道

癌に対する治療方針の検討, 第 61 回日本食道学会学術集会プログラム・抄録集, 177, 2007. (第 61 回日本食道

学会学術集会, 横浜市) 

 

5. 戸張正一, 佐藤道夫, 代永和秀, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 安藤暢敏 : 良性食道狭窄の  

2 例, 第 61 回日本食道学会学術集会プログラム・抄録集, 244, 2007. (第 61 回日本食道学会学術集会, 横浜市) 

 

6. 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 安藤暢敏, 島津元秀(1), 北島政樹(1), 真杉洋平(2),   

入江理恵(2) : 術前診断に難渋した明細胞型胆管癌の 1 例, 日消外会誌 40(7), 1161, 2007. (第 62 回日本消化器

外科学会定期学術総会, 東京) (1)慶大・医・外科,(2)慶大・医・病理 

 

7. Ando,N. : Adjuvant therapy of esophageal cancer, INTERNATIONAL SURGICAL WEEK FINAL PROGRAM, 44, 

2007. (INTERNATIONAL SURGICAL WEEK ISW 2007, Montreal,Canada) 

 

8. 小川信二, 戸張正一, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 内視鏡的レーザー焼灼による 

姑息治療を繰り返し施行し長期経過を観察した高齢者胃癌の4症例, 日本消化器内視鏡学会雑誌 49(Suppl2), 

2320, 2007. (第 74 回日本消化器内視鏡学会総会, 神戸市) 

 

9. Matsubara,K.(1), Harada,H., Hattori,T.(1), Watada,S.(1), Obara,H.(1), Matsumoto,K.(1), Ando,N., Kitagawa,Y.(1) : 

EFFECT OF GENDER ON NEOVASCULARIZATION IN A MOUSE MODEL OF LIMB ISCHENIA, Asian 

Chapter Congress of the International Union of Angiology Program & Abstract Book, 93, 2007. (2007 Asian 

Chapter Congress of the International Union of Angiology, Taipei, Taiwan) (1)Dept. of Surgery Keio Univ. 

 

10. 安藤暢敏 : 「がん治療 Up date」－食道癌－, 日癌治会誌 42(3), 969～971, 2007. (第 45 回日本癌治療学会, 京都市) 

 

11. 大島 剛, 宮田量平, 戸張正一, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 安藤暢敏, 西田次郎(1) : 肝 S1

領域の肝膿瘍を伴った S 状結腸癌の一例, 第 34 回東葛地区消化器疾患研究会プログラム, 8, 2007. (第 34 回 

東葛地区消化器疾患研究会, 船橋市) (1)市病・消化器科 

 



12. 大島 剛, 宮田量平, 戸張正一, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 有症状で治療を 

要した成人腸回転異常症 4 例の検討～それぞれの病型に応じた治療方針, 第 53 回千葉外科医会プログラム・

抄録集, 13, 2008. (第 53 回千葉外科医会, 千葉市) 

 



4．循 環 器 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

講 師  大木 貴博  急性心筋梗塞 

助 教  板橋 裕史  弁膜症、心機能 

     河野 隆志  心臓カテーテル 

     吉澤 彰宏  心不全 

 

 2．成果の概要 

循環器急性疾患である急性冠症候群に対して、市川市の中で最も積極的に患者受け入れ

を行い診療に当たっている。患者受け入れに際しては 24 時間 365 日対応のホットラインを

設け、救急隊と直接オンラインメディカルコントロールを行い、患者受け入ればかりでな

く、心肺停止症例に対しても指導・助言を行っており、また地域開業医師、他病院医師と

も密接な連絡を取りながら医療連携を行っている。大木は急性心筋梗塞の発症機序につい

て臨床研究を行い、成果を上げつつある。板橋は心筋梗塞や弁膜症に関して心エコーを用

いた評価を行い、河野は心臓カテーテルによる治療におけるモダリティの検討を行い、そ

して吉澤はあらゆる心疾患の最終的病態である左室機能低下、慢性心不全に関して免疫学

的検討を行っている。各教室員の臨床活動は非常に密度が高かったが、人員・体制が充実

し、今後これまでの研究結果を随時報告していく予定である。 



学会抄録 

 

1. 申 範圭(1), 森 光晴(1), 田野敦子(1), 大木貴博, 板橋裕史 : 後下壁梗塞後虚血性心筋症に対する左室形成術 

としての経僧帽弁的乳頭筋接合術, 日外会誌 108(臨時増刊号(2)), 321, 2007. (第 107 回日本外科学会定期学術

集会, 大阪市) (1)市病・心臓血管外科 

 



  

5．心 臓 血 管 外 科 
 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授  申  範圭  重症虚血性心疾患患者の予後改善のための手術法の開発胸部大動脈手術に 

おける NIRO モニター下での一側脳分離体外循環に関する臨床研究 

助  教  森  光晴  体外循環における送血カニューラの特性に関する臨床研究 

        鈴木  亮 

笠原 啓史（オーストリア留学）  

 

 

2．成果の概要 

 胸部大動脈手術における NIRO モニター下での一側脳分離体外循環に関して、第60 回日本胸部外科学

会定期学術集会および第 33 回日本体外循環技術医学会大会にて発表し、雑誌「体外循環技術」に掲載さ

れた。 



論      文 

 

1. Kasahara,H., Shin,H., Mori,M. : Cerebral perfusion using the tissue oxygenation index in mitral valve repair in a 

patient with porcelain aorta and aortic regurgitation, Ann Thorac Cardiovasc Surg 12(6), 413～416, 2007. 症例 

 

2. 樋口 毅(1), 菱沼浩孝(1), 森 光晴, 笠原啓史, 鈴木 亮, 申 範圭 : 近赤外線組織酸素モニター下の右腋窩動

脈一側送血による脳分離体外循環法, 体外循環技 35(1), 19～22, 2008. 原著 (1)市病・臨床工学部門 

 

単行図書 

 

1. 申 範圭: 著分担 :看護学学習辞典(第 3 版) (a)心臓手術 1163～1166 頁,(b)心臓弁膜症 1167～1171 頁, 学習 

研究社, 東京, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 樋口 毅(1), 菱沼浩孝(1), 森 光晴, 笠原啓史, 鈴木 亮, 申 範圭 : 近赤外線組織酸素モニター下の右腋窩動

脈一側送血による脳分離体外循環法, 体外循環技 34(3), 230, 2007. (第 33 回日本体外循環技術医学会大会,   

佐世保市) (1)市病・臨床工学部門 

 

2. 森 光晴, 申 範圭, 笠原啓史, 鈴木 亮, 樋口 毅(1) : NIRO モニターによる脳虚血監視下での右腋窩動脈一側

送血による脳分離体外循環, Gen Thorac Cardiovasc Surg 55(Suppl), 406, 2007. (第 60 回日本胸部外科学会定期 

学術集会, 仙台市) (1)市病・臨床工学部門 

 

3. 申 範圭, 森 光晴, 田野敦子, 大木貴博(1), 板橋裕史(1) : 後下壁梗塞後虚血性心筋症に対する左室形成術と 

しての経僧帽弁的乳頭筋接合術, 日外会誌 108(臨増(2)), 321, 2007. (第 107 回日本外科学会定期学術集会,   

大阪市) (1)市病・循環器科 

 



６．消 化 器 科 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授  西田 次郎  エンドトキシン処理機構における Kupffer 細胞と肝細胞の 

役割(Ａ95-0775-1)  

講 師  岸川  浩  小腸における粘膜防御機構の解明(Ａ05-0775-3) 

助 教   貝田 将郷  上部消化管疾患に対する内視鏡的治療 

 市川 仁志  炎症性腸疾患に関する基礎的・臨床的研究 

 

2. 成果の概要 

１）小腸における粘膜防御機構の解明(A-05-0775-3) 

小腸粘膜は食餌抗原により常時暴露されている器官であり消化吸収のみならず体内で最

も活発に免疫応答が行われている臓器の１つである。これまで我々はエタノールが小腸上

皮細胞に及ぼす影響につき報告してきたが、消化管においてはあまり注目されていないペ

プチドである adrenomedullin について注目し、小腸上皮細胞(IEC-18)を用いて検討を行っ

た。特に LPS 投与後に adrenomedullin が上昇することを見いだし、この放出のメカニズム

について報告してきたが、現在はこのペプチドが上皮側、基底膜側のどちらに優位に放出

されるかという放出の極性についての検討を行っており今後報告する予定である。 

 

3. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

西田次郎 2008. 2.27 C 型慢性肝炎の診断と治療 船橋薬剤師会講演会 船橋市 

 



論      文 

 

1. Kishikawa,H., Nishida,J., Inokuchi,S., Kaida,s., Morishita,T.(1), Hibi,T.(2) : Advanced pancreatic cancer successfully 

with biweekly low-dose gemcitabine, Ann Cancer Res Therap 16(1), 21～22, 2008. 症例 (1)市病・内科,(2)Dept. of 

Internal Medicine. Keio Unv. 

 

学会抄録 

 

1. 永井勝也, 貝田将郷, 岸川 浩, 井口清香, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 急性胃拡張で発症した上腸間膜動脈症候

群の 1 例, 第 294 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 35, 2007. (第 294 回日本消化器病学会関東支部   

例会, 東京) (1)市病・内科 

 

2. 貝田将郷, 西田次郎, 岸川 浩, 井口清香, 森下鉄夫(1) : 早期胃癌に対する ESD の可能性, 胃病態機能研究 

会誌 39, 13, 2007. (第 39 回胃病態機能研究会, 東京) (1)市病・内科 

 

3. 瀬尾雄樹, 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 自然解除した続発性小腸軸捻転の 1 成人

例, 第 295 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 35, 2007. (第 295 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京) 

(1)市病・内科 

 

4. 薛 陸景, 井口清香, 貝田将郷, 岸川 浩, 西田次郎, 森下鉄夫(1), 日比紀文(2) : 内視鏡的止血処置を行った 

上部消化管出血患者におけるオメプラゾールとラニチジンの止血維持効果の検討, 潰瘍病態研究会第 16 回 

フォーラム・抄録集, 20, 2007. (潰瘍病態研究会第 16 回フォーラム, 東京) (1)市病・内科,(2)慶大・医・内科 

 

5. 宮田量平(1), 大島 剛, 戸張正一(1), 青木成史(1), 原田裕久(1), 小川信二(1), 佐藤道夫(1), 安藤暢敏(1),岸川 浩, 

西田次郎 : 有症状で治療を要した成人腸回転異常症の 3 例の検討-それぞれの病型に応じた治療戦略-,  

第 15 回市川医学会抄録集, 9, 2007. (第 15 回市川医学会, 市川市) (1)市病・外科 

 

6. 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1), 日比紀文(2) : ピロリ菌の除菌に伴う nitrate/nitrite 濃度

の動態について, 日消誌 104, A586, 2007. (第 49 回日本消化器病学会大会, 神戸) (1)市病・内科,(2)慶大・医・内科 

 

7. 大島 剛, 宮田量平(1), 戸張正一(1), 青木成史(1), 原田裕久(1), 小川信二(1), 佐藤道夫(1), 安藤暢敏(1),西田次郎 : 

肝 S1 領域の肝膿瘍を伴った S 状結腸癌の 1 例, 第 34 回東葛地区消化器疾患研究会抄録集, 5, 2007. (第 34

回東葛地区消化器疾患研究会, 船橋市) (1)市病・外科 

 

8. 松本暁子, 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 化学療法によって長期観察しえた肺癌・  

胃癌の同時重複癌の 1 例, 第 298 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 19, 2008. (第 298 回日本消化器病

学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 

9. Azuma,T., Nishida,J., Morishita,T.(1) : Side population cells of pancreatic cancer cell line over-express VEGF, FGF4, 

第 33 回日本微小循環学会総会プログラム・抄録集, 43, 2008. (第 33 回日本微小循環学会総会, Tokyo) (1)市病・内科 

 

10. 貝田将郷, 西田次郎, 岸川 浩, 井口清香, 森下鉄夫(1) : 早期胃癌に対する ESD 治療成績の検討, 第 4 回日本

消化管学会総会学術集会プログラム・抄録集, 371, 2008. (第 4 回日本消化管学会総会学術集会, 大阪市) (1)市病・

内科 

 



11. 武下達矢, 井口清香, 岸川 浩, 貝田将郷, 宮田量平(1), 大島 剛, 原田裕久(1), 西田次郎, 安藤暢敏(1),    

森下鉄夫(2) : 傍十二指腸ヘルニアと術前診断し、再手術を要した成人発症の incomplete rotation type の腸  

回転異常症の 1 例, 日腹部救急医会誌 28(2), 380, 2008. (第 44 回日本腹部救急医学会総会, 横浜市) (1)市病・  

外科,(2)市病・内科 

 



7．小 児 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教 授 田中 葉子  

准教授 江口 博之  

講 師 川口 裕之 

 

悪性リンパ腫発症におけるNipa(Nuclear interacting partner with ALK)の異

常の寄与について  

 

2．成果の概要 

1）悪性リンパ腫発症におけるNipa(Nuclear interacting partner with ALK)の異常の寄与について 

 Nipa (Nuclear Interaction Partner with ALK)のノックアウトマウスにおいて、生殖細胞にサ

イクリンBの過剰な蓄積を認め、これが原因と思われる細胞分裂の阻害が観察された為、現在共

同研究している米独のグループとともに英文誌に投稿中である。これを含めて、下記の論文を発

表もしくは投稿準備中である。 

 

1. Marshall E. Kadin, Jack Pinkus, Geraldine Pinkus, Ivan H. Duran,  Hiroyuki Kawaguchi,  
Stephan W. Morris; Primary Cutaneous ALCL with phosphorylated/activated cytoplasmic 
ALK and novel phenotype: EMA/MUC1+, Cutaneous Lymphocyte Antigen- negative, Am J 
Surg Pathol (近刊)  

2. 川口裕之, 宮内潤；小児期に見られる悪性リンパ腫の分子生物学, 小児外科 vol.39, No.11, 

2007 

3. 宮内潤, 川口裕之；乳幼児の白血病発症機序に関する最近の知見, 病理と臨床 (近刊)  

4. A.L. Illert, H. Kawaguchi, L. Quintanilla-Martinez, F. Bassermann, C. von Klitzing, P. 
Seipel, M. Barchi, M. Hiwatari, C. Peschel1, S.W. Morris and J. Duyster; Targeted 
inactivation of nuclear interaction partner of ALK (NIPA) disrupts meiotic prophase (投稿準

備中) 

 

また、これに関連して下記の翻訳の依頼があり、近日中に刊行される予定である。 

New Clinical Genetics, 第8章 (翻訳) 

 

  2) 平成 10～12 年の研究テーマ（田中葉子：ビオプテリン(BH4)欠損症における前頭葉機能障害）

に関する論文が掲載された。 

  Dev Med Child Neurol 49(5), 372～376, 2007 

  特殊ミルク情報 43号, 17～21, 2007 

 

 

 

 



3．教育講演等教育に関する業績，活動 

   教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

田中 葉子 2007.10.29 Living Health & life フォーラム 

身長・体重からみるすこやかな成長と生活習慣 

講師 東京 

 

 



論      文 

 

1. Tanaka,Y., Kato,M.(1), Muramatsu,T.(1), Saito,F.(1), Sato,S.(2), Nobutake,M.(2), Shintaku,H.(3), Okano,Y.(3), Kondo,H.(4), 

Nukazawa,T.(5) : Early initiation of L-dopa therapy enables stable development of executive function in 

tetrahydrobiopterin (BH4) deficiency, Dev Med Child Neurol 49(5), 372～376, 2007. 臨床 (1)慶大・医・精神神経

科,(2)慶大・医・小児科,(3)大阪市立大・医・小児科,(4)国立新潟病院神経科,(5)神奈川リハビリテーションセンター精神神経科 

 

2. 川口裕之 : 小児期にみられる悪性リンパ腫の分子生物学, 小児外科 39(11), 1375～1379, 2007. 原著 

 

3. 岡野善行(1), 大浦敏博(2), 杉山成司(3), 田中葉子, 荘治 裕(4), 野口篤子(5), 藤脇建久(6),小林弘典(7), 青木菊麿(8) : 

ビオプテリン反応性高フェニルアラニン血症 5 症例の長期治療経過と成績のまとめ, 特殊ミルク情報 43, 17～21, 

2007. 臨床 脳科学研 (1)大阪市立大・大学院・発達小児医学,(2)東北大・大学院・発生・発達医学講座小児病態学分野,(3)

愛知学院大・薬学部疾患病態学講座,(4)さくら小児科医院,(5)秋田大・医・小児科,(6)公立邑智病院小児科,(7)島根大・医・小

児科,(8)母子愛育会総合母子保健センター 

 

4. Fujii,K.(1), Ishikawa,S.(2), Uchikawa,H.(3), Komura,D.(2), Shapero,M.H.(4), Shen,F.(4), Hung,J.(4), Arai,H.(5), Tanaka,Y., 

Sasaki,K.(6), Kohno,Y.(1), Yamada,M.(3), Jones,K.W.(4), Aburatani,H.(7), Miyashita,T.(3) : High-density 

oligonucleotide array with sub-kilobase resolution reveals breakdown information of submicroscopic deletions in 

nevoid basal cell carcinoma syndrome, Human Genetics 122(5), 459～466, 2007. 原著 (1)千葉大・医・小児科,(2)東

大・先端科学技術研究センター,(3)国立成育医療センター研究所,(4)Affymetrix Inc.,(5)森ノ宮病院神経科,(6)札幌あゆみの

園,(7)科学技術振興機構 

 

5. Kagami,M.(1), Sekita,Y.(2), Nichimura,G.(3), Irie,M.(2), Kato,F.(1), Michiyo,O.(1), Yamamori,S.(4), Kishimoto,H.(5), 

Nakayama,M.(6), Tanaka,Y.(7), Matsuoka,K.(1), Takahashi,T.(8), Noguchi,M.(9), Tanaka,Y., Matsumoto,K.(10), 

Utsunomiya,T.(11), Kouzan,H.(12), Komatsu,Y.(13), Ohashi,H.(5), Kurosawa,K.(7), Kosaki,K.(14), 

Ferguson-Smith,A.C.(15), Ishino,F.(2), Ogata,T.(1) : Deletions and epimutations affecting the human 14q32.2 

imprinted region in individuals with paternal and maternal upd(14)-like phenotype, Nature Genetics 40(2), 237～

242, 2008. 原著 (1)国立成育医療センター研究所,(2)東医歯大,(3)都立清瀬小児病院,(4)三菱化学メディエンス,      

(5)埼玉小児医療センター,(6)大阪医療センター,(7)神奈川こども医療センター,(8)秋田大・医,(9)千葉海浜病院,        

(10)九大・医,(11)鹿児島市立病院,(12)高松赤十字病院,(13)沼津市立病院,(14)慶大・医,(15)University of Cambridge 

 

単行図書 

 

1. 江口博之, 上原すず子(1), 砂川慶介(2) : 共著 :小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2007 , 協和企画, 東京都, 

2007. 脳科学研 (1)千葉大・小児科、埼玉医・大学小児科,(2)北里大・北里生命科学 

 

学会抄録 

 

1. 久保田 亘, 川口裕之, 杉田 記代子, 田中葉子 : 予防接種の副反応症例, 第 33 回東葛小児感染免疫研究会

プログラム, 2007. (第 33 回東葛小児感染免疫研究会, 市川市) 

 

2. 輿石 薫, 江口博之, 川口裕之, 田中葉子 : 経過中、硬膜下血腫を合併した脳症の 1 例, 第 34 回東葛小児感染

免疫研究会プログラム, 2007. (第 34 回東葛小児感染免疫研究会, 浦安市) 

 



3. 鏡 雅代(1), 加藤芙美子(1), 西村 玄(2), 田中葉子, 黒澤健司(3), 石野史敏(4), 緒方 勤(1) : 14 番染色体父親性ダイ

ソミーおよび母親性ダイソミーの表現型を招く遺伝的機序の解明, 第 41 回日本小児内分泌学会学術集会プロ 

グラム・抄録集, 2007. (第 41 回日本小児内分泌学会学術集会, 横浜市) (1)国立成育医療センター研究所,(2)都立清瀬  

小児病院,(3)神奈川こども医療センター,(4)東医歯大 

 

4. 田中葉子, K.Paravee (1), 緒方 勤(1) : 良好な成長率を維持している抗 GH 抗体陰性の成長ホルモン単独欠損症

1A(IGHD1A)の 1 例, 第 41 回日本小児内分泌学会学術集会プログラム・抄録集, 2007. (第 41 回日本小児内分泌

学会学術集会, 横浜市) (1)国立成育医療センター研究所 

 

5. 小林靖幸(1), 石原博道(1), 大野京子(1), 藤田宏夫(1), 滝沢直樹(1), 土橋正彦(1), 杉原茂孝(2), 田中葉子 : 小児メタ

ボリックシンドロームの特徴と頻度, 市川市医師会会報(120), 12～13, 2008. (第 15 回市川医学会, 市川市) (1)市川市

医師会小児生活習慣病検診委員会,(2)東京女医・大・医療センター 

 

6. 久保田 亘, 江口博之, 川口裕之, 輿石 薫, 田中葉子 : ムンプスワクチン接種後 66 日目に発症したムンプス 

髄膜炎, 市川市医師会会報(120), 13～14, 2008. (第 15 回市川医学会, 市川市) 

 

7. 瀬尾雄樹, 輿石 薫, 川口裕之, 江口博之, 田中葉子, 岩中 督(1), 金森 豊(1), 川島 寛(1), 畑中 玲(1),宇於崎 宏(2), 

野田直宏(3) : 黒色便と貧血を契機に診断された GIST の 11 歳女児例, 第 554 回日本小児科学会東京都地方

会プログラム, 2008. (第 554 回日本小児科学会東京都地方会, 東京) (1)東大・医・小児外科,(2)東大・医・病理部,(3)東京 

大学医学部病理部 

 



8．脳 神 経 外 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 菅  貞郎 急性期進行卒中の病態解明（Ａ05-0760-2） 

准教授 島本 佳憲 三叉神経痛の自然経過ならびに治療法に関する臨床研究(A08-0760-1) 

良性脳腫瘍に対する手術、ガンマナイフ治療併用に関する臨床研究

(A08-0760-2) 

講 師 片山 正輝 脳血管内手術を併用した脳血管障害、脳腫瘍治療の臨床研究（A07-0760-1） 

  

2．成果の概要 

1） 急性期進行卒中の病態解明（Ａ05-0760-2） 

平成17年5月より東京歯科大学市川総合病院に脳卒中センターが開設された。それにともない脳

卒中急性期患者が増加した。その中の脳梗塞急性期患者を対象とし、進行卒中患者とそうでない患

者において、病型、発症様式、急性期MRI、超音波、脳血流、各種血液学的パラメータを検討し、進

行卒中患者の危険因子を検討している。さらに、血栓溶解剤、抗血小板療法、抗凝固療法、脳保護

療法、外科療法の有効性を検討している。 

慶應医学 84(1), 17～23, 2007 

 

2)  三叉神経痛の自然経過ならびに治療法に関する臨床研究 

外来を受診する三叉神経痛患者を検討対象とする。テグレトール内服から開始し、症状が消失し

た場合には投薬を中止し再燃時には投薬を再開する。投薬の効果が消失した場合には手術あるいは

ガンマナイフ治療を患者の希望に会わせて実施し、その後の経過を追跡する。研究対象は市川総合

病院のみならず、千葉病院、水道橋病院にも拡大することも今後の検討課題である。 

 

3) 良性脳腫瘍に対する手術、ガンマナイフ治療併用に関する臨床研究 

良性脳腫瘍に対しては全摘出が理想的であるが、重要な神経、血管に癒着した部分の摘出には後

遺症発生の危険が常に伴う。ガンマナイフにて治療可能な大きさ、すなわち長径２ｃｍ以下に後遺

症の出現なく縮小させ、残存腫瘍に対してはガンマナイフ治療を併用することで腫瘍のコントロー

ルを試みる。 

 

4) 脳血管内手術を併用した脳血管障害、脳腫瘍治療の臨床研究（A07-0760-1） 

マイクロカテーテル、バルーンカテーテル、塞栓物質としてのプラチナコイルの進歩によりこれ

までは血管の内部からアプローチすることが難しかった脳血管病変へ到達することが可能になって

きた。脳血管内手術の技術を利用して、脳血管障害や脳腫瘍に対する従来の治療方法を改変するこ

とが目的である。概要は、１）脳動脈瘤治療に対するコイル塞栓術の利用 ２）頸動脈狭窄症に対

するステント留置術 ３）脳腫瘍に対する開頭術前栄養動脈塞栓術 である。脳動脈瘤治療につい

て、コイル塞栓術が可能であると判断した場合には積極的に行っている。脳動脈瘤治療にはコイル

塞栓術を、水頭症や脳浮腫治療には引き続き開頭術を追加するなど柔軟に対応して治療成績の向上



に努めている。近年増加している頸動脈狭窄症に対して、外科的な内膜剥離術と血管内手術の手技

を用いたステント留置術を積極的に行っている。脳腫瘍術前に、腫瘍栄養動脈の開頭術前塞栓術を

行っている。術中の出血量の減少、手術時間の短縮といった効果を認めている。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

菅 貞郎 2007. 6. 2 脳神経外科における低侵襲医療 第283回東京歯科大学学会 千葉市 

菅 貞郎 2007. 9.13 rt-PA 虚血性脳血管障害急性期にお

ける使用成績中間報告 

第2回東葛stroke study研

究会 

浦安市 

 



学会抄録 

 

1. 島本佳憲, 菅 貞郎, 片山正輝, 溝江純悦(1), 河瀬 斌(2) : 上位頚髄前面への後側方アプローチ－軸椎発生脊索

腫に対する重粒子線治療前処置としての脊柱管内腫瘍摘出術－, 第 14 回 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会

抄録集, 62, 2007. (第 14 回 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会, 名古屋) A08-0760-1 (1)放射線医学総合研究所・重粒子

医科学センター病院,(2)慶大・医・脳外科 

 

2. 村上秀樹(1), 中川 亨(2), 片山正輝 : 軽微な頭部外傷後の慢性硬膜下血腫の危険因子, 第 66 回 日本脳神経 

外科学会総会抄録 CD-ROM, 2007. (第 66 回 日本脳神経外科学会総会, 東京) (1)足利,(2)慶大・医・脳外科 

 

3. 野川 茂(1), 島本佳憲, 岡田 聡(1), 片山正輝, 菅 貞郎 : 急性期脳梗塞血栓溶解療法における症例経験の意義, 

Jpn J Stroke 30(2), 272, 2008. (第 33 回 日本脳卒中学会総会, 京都) A05-0760-2 脳科学研 (1)市病・内科 

 

4. 中川 享(1), 片山正輝 : 脳血管内治療による Proximal occlusion 後、増大した椎骨解離性動脈瘤の一例, 第 37 回 

日本脳卒中の外科学会 抄録集, 153, 2008. (第 37 回 日本脳卒中の外科学会, 京都) A07-0760-1 (1)足利日赤・医 

 



  

9．整 形 外 科 
 

プロフィール 
1. 教室員と主研究テーマ 

教 授  白石  建   脊椎外科 

             最小侵襲脊椎手術の臨床的研究 

     高橋 正憲   手の外科の臨床的研究 

（リハビリテーション科） 骨形成促進の実験的研究 

講 師  穴澤 卯圭   骨軟部腫瘍治療の臨床的研究 

     堀田  拓   下肢の関節外科・小児整形外科における臨床的研究 

助 教  栩木 弘和   手の外科の臨床的研究 

     山根 淳一   脊椎外科 

専修医  蔵本 哲也   一般整形外科の臨床研究 

 

2. 成果の概要 

1）最小侵襲脊椎外科の臨床的研究 

本邦のみならず海外に先駆けての最小侵襲脊椎手術で、専門医の間でも極めて高い評価を受け

ている。その臨床データは、日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会などの国内の学会をはじ

め、多くの国際学会でも発表してきた。また海外、国内からの講演依頼も多く、可能な範囲で

講演もこなしている。 

 

2）悪性骨軟部腫瘍に対する治療 

臨床的研究として、県内でも数少ない悪性骨軟部腫瘍に対する治療を積極的に行っており、各

方面から多く患者さんが紹介されてくる。患肢温存手術も数多く手がけており、その良好な成

績は、日本整形外科学会を中心に各学会で報告している。 

 

3）最小侵襲手術に準じた人工関節置換術 

最小侵襲手術に準じた人工関節置換術（人工膝関節置換術、人工股関節置換術）を行っており、

良好な術後成績で患者さんの満足度も非常に高い。 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 

穴澤卯圭 脱分化型脂肪肉腫の治療成績（JMOG多施設共同研究） 当院ほか 千葉市 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 学会・研究会主催 

主催者名 年月日 学会・研究会名 開催地 

白石 建 2007. 11. 10  第 5回低侵襲脊椎手術研究会 東京 

  

 



  

 オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地 

白石 建 2007. 4.26 頸椎一般演題 第36回日本脊椎脊髄病学会 金沢市 

 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

Tateru 
Shiraishi 

2007.11.28 Surgical treatment for 
tumors involving C3-7: 
Approaches, indications for 
circumferential treatment. 

12th Instructional course in 
35th annual meeting of 
cervical spine research 
society 

San 
Francisco
, USA 

白石 建 2007. 9.11 脊椎後方低侵襲手術 第15回 SAGA SPINE 

ASSOCIATION 研究会 

特別講演 

佐賀市 

白石 建 2007. 9.29 後方筋群を温存した脊椎後方

手術 

第20回静岡整形外科脊椎研究

会特別講演 

静岡市 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

堀田 拓 2007. 6. 1. 人工股関節置換術の適応と現

況 

− ナビゲーション人工股関節

置換術の応用−  

市川市整形外科医会 市川市 

白石 建 2007. 9. 1. 後方筋群を温存する新しい低

侵襲脊椎手術 

（日本整形外科学会教育研修

講演） 

第8回東邦大学整形外科卒後

教育研修会 

東京 

白石 建 2007.10.27. 歩行障害の原因となる脊椎疾

患の病態、診断と治療 

日常生活に支障をきたす腰下

肢痛 

− 歩きにくさの原因は？−  

（日本整形外科学会教育研修

講演） 

Medical Tribuneプライマリ・

ケアセミナー 

広島市 

堀田 拓 2007.12.10. 人工股関節置換術の適応およ

び最近のトピックス 

（日本整形外科学会教育研修

講演） 

市川市整形外科医会 市川市 

高橋正憲 2008. 1.19. 関節リウマチ 市病フォーラム第12回公開講

演会 

市川市 

堀田 拓 2008. 1.19. 腰痛と肩こり 市病フォーラム第12回公開講

演会 

市川市 

白石 建 2008. 1.19. 膝と股関節の痛み 市病フォーラム第12回公開講

演会 

市川市 

穴澤卯圭 2008. 1.23. 骨腫瘍の画像、鑑別診断と治

療（日本整形外科学会教育研

修講演） 

第22回清水整形外科症例検討会 静岡市 

 



論      文 

 

1. Kitamura,K.(1), Iwanami,A.(1), Nakamura,M.(1), Yamane,J., Watanabe,K.(1), Toyama,Y.(1), Okano,H.(1) : Hepatocyte 

growth factor (HGF) promotes endogenous repair and functional recovery after spinal cord injury, J Neurosci Res 

85(11), 2332～2342, 2007. 原著 (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ 

 

2. Fujiyoshi,K.(1), Nakamura,M.(1), Yamane,J., Kitamura,K.(1), Toyama,Y.(1), Okano,H.(1) : In vivo tracing of neural tracts 

in the intact and injured spinal cord of marmosets by diffusion tensor tractography, J Neurosci 27(44), 11991～

11998, 2007. 原著 (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 

3. 堀田 拓, 白石 建, 金子博範(1), 藤田貴也(1), 柳本 繁(1) : 60 歳以上の大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折(subchondral 

insufficiency fracture)と考えられた 8 例の検討, Hip Joint 33, 594～598, 2007. 臨床 (1)慶大・医・整形 

 

4. 白石 建 : 総説・頸椎後方低侵襲手術, 日脊椎脊髄病会誌 18(4), 681～695, 2007. 総説 

 

5. 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 穴澤卯圭, 鈴木禎寿(1), 森井健司(1), 渡部逸央(1), 竹内克仁(1), 須佐美知郎(1),吉山 晶(1), 

戸山芳昭(1) : 「運動器の 10 年」運動器移植・再生医療の現況と展望 全国アンケート調査を含めて 骨腫瘍切除

後再建材料としての同種骨移植の意義と問題点, 日整会誌 81(12), 1032～1038, 2007. 原著 (1)慶大・医・整形 

 

6. 海苔 聡(1), 白石 建, 上田誠司(2), 穴澤卯圭, 堀田 拓, 栩木弘和, 谷戸祥之(3) : 頸椎椎体と椎弓の位置関係に

ついての X 線学的検討, 脊椎・脊髄神経手術手技 9(1), 180～184, 2007. 原著 (1)慶大・医・整形,(2)済生会横浜市

南部病院・整形,(3)防衛医大・整形 

 

7. 白石 建 : 軸椎棘突起から深層伸筋を一切切離しない新しい上位頸椎後方進入法とその応用, 整･災外 51(1), 

69～79, 2008. 原著 

 

学会抄録 

 

1. 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 穴澤卯圭, 鈴木禎寿(1), 竹内克仁(1), 須佐美知郎(1), 吉山 晶(1), 戸山芳昭(1) : 類骨骨

種に対する CT ガイド下経皮的切除 その適応と手技に関する問題点, 日整会誌 81(4), S587, 2007. (第 80 回日

本整形外科学会学術総会, 神戸市) (1)慶大・医・整形 

 

2. Shiraishi,T., Yato,Y.(1), Ueda,S.(2), Katou,M.(3), Takahashi,Y.(4), Nori,S.(4), Chatani,K.(3), Saitou,M.(5) : UPART 

(Muscle-preserving Unilateral Posterior Arch Recapping Technique): a new surgical strategy for cervical spinal 

cord tumors, 23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society / European section, 2007. (23rd annual 

meeting of the Cervical Spine Research Society / European section, Leuven, Belgium) poster#84 (1)Dept. of Orthop. Surg. 

National Defense Medical College,(2)Dept. of Orthop. Surg. Saiseikai Yokohama-shi Nambu Hosp.,(3)Dept. of Orthopaedic 

Surgery Keio Univ.,(4) Saiseikai Utsunomiya Hosp.,(5)慶大・医・整形 

 

3. Katou,M.(1), Shiraishi,T., Nakamura,M.(1), Ueda,S.(1), Yato,Y.(1) : Selective laminoplasty as a minimum invasive surgery 

for single or consecutive 2-level cervical spondylotic myelopathy, 23rd annual meeting of the Cervical Spine 

Research Society / European section, 2007. (23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society / European 

section., Leuven, Belgium) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 



4. Nori,S.(1), Shiraishi,T., Ueda,S.(1), Yato,Y.(1), Katou,M.(1), Takahashi,Y.(1) : A study of anatomical position of a cervical 

vertebral body and its posterior arch, 23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society / European 

section, 2007. (23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society / European section, Leuven, Belgium) (1)Dept. of 

Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 

5. Shizu,N.(1), Hanamura,S.(1), Nakai,S.(1), Yato,Y.(1), Shiraishi,T. : Experience with selective single-level laminoplasty 

for cervical disc herniation; compression with anterior decompression and fusion, 23rd annual meeting of the 

Cervical Spine Research Society / European section, 2007. (23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society 

/ European section, Leuven, Belgium) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 

6. Takahashi,Y.(1), Shiraishi,T., Ueda,S.(1), Katou,M.(1), Yato,Y.(1), Nakamura,M.(1), Nori,S.(1) : Posterior upper cervical 

instrumentation and fusion with preservation of the deep extensor muscles attaching to the C2 spinous process, 

23rd annual meeting of the Cervical Spine Research Society / European section, 2007. (23rd annual meeting of the 

Cervical Spine Research Society / European section, Leuven, Belgium) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 

7. 渡部逸央(1), 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 鈴木禎寿(1), 須佐美知郎(1), 吉山 晶(1), 穴澤卯圭, 矢部寛樹(2),臼井 宏(3) : 

腹壁外デスモイドの治療成績, 日整会誌 81(6), S667, 2007. (第 40 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会,   

山梨市) (1)慶大・医・整形,(2)川崎市立川崎病院・整形,(3)国立病院機構東京医療センター・整形 

 

8. 鈴木禎寿(1), 森岡秀夫(1), 穴澤卯圭, 須佐美知郎(1), 竹内克仁(1), 吉山 晶(1), 矢部啓夫(1), 戸山芳昭(1) : 悪性骨

腫瘍切除後広範囲骨欠損に対する同種骨移植の適応と問題点, 日整会誌 81(6), S719, 2007. (第 40 回日本整形

外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 山梨市) (1)慶大・医・整形 

 

9. 穴澤卯圭, 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 鈴木禎寿(1), 森井健司(1), 須佐美知郎(1), 竹内克仁(1), 吉山 晶(1) : 粘液型

脂肪肉腫の切除縁の検討, 日整会誌 81(6), S720, 2007. (第 40 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 山梨市) 

(1)慶大・医・整形 

 

10. 穴澤卯圭, 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 森井健司(1) : 脱分化型脂肪肉腫の治療成績, 日整会誌 81(6), S747, 2007. 

(第 40 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 山梨市) 脳科学研 (1)慶大・医・整形 

 

11. 海苔 聡(1), 穴澤卯圭, 白石 建, 堀田 拓, 栩木弘和, 高橋正憲 : 7 年の自然経過にて病巣の消失を認めた 

骨線維性異形成の 1 例, 日整会誌 81(6), S766, 2007. (第 40 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 山梨市) 

(1)慶大・医・整形 

 

12. 宮本裕也(1), 鈴木禎寿(1), 穴澤卯圭, 吉山 晶(1), 須佐美知郎(1), 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 戸山芳昭(1) : 慢性

骨髄炎に続発した骨盤部扁平上皮癌の 1 例, 日整会誌 81(6), S808, 2007. (第 40 回日本整形外科学会骨・軟部  

腫瘍学術集会, 山梨市) (1)慶大・医・整形 

 

13. 辻 収彦(1), 中村雅也(1), 岡野 James 洋尚(2), 山根淳一, 岡野栄之(2), 戸山芳昭(1) : 損傷脊髄に生着した移植神

経幹細胞への特異的細胞死誘導；機能回復メカニズムの解明に向けて-in vitro を中心に-, Inflammation 

Regenerat 27(4), 375, 2007. (第 26 回運動器移植再生医学研究会, 浜松市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

14. 熊谷玄太郎(1), 中村雅也(1), 山根淳一, 藤 哲(2), 戸山芳昭(1), 岡野栄之(3) : 脊髄損傷に対する ES 細胞由来  

神経幹細胞の移植効果の検討 培養期間が移植効果に及ぼす影響について, Inflammation Regenerat 27(4), 

380, 2007. (第 22 回日本整形外科学会基礎学術集会, 浜松市) (1)慶大・医・整形,(2)弘前大・医・整形,(3)慶大・医・生理 



15. 熊谷玄太郎(1), 中村雅也(1), 山根淳一, 藤 哲(2), 戸山芳昭(1), 岡野栄之(3) : 脊髄損傷に対する ES 細胞由来  

神経幹細胞の移植効果の検討 培養期間が移植効果に及ぼす影響について, 日整会誌 81(8), S852, 2007. 

(第 28 回日本炎症再生医学会, 東京) (1)慶大・医・整形,(2)弘前大・医・整形,(3)慶大・医・生理 

 

16. 北村和也(1), 中村雅也(1), 岩波明生(1), 山根淳一, 渡辺航太(1), 戸山芳昭(1), 岡野栄之(2) : 運動器の再生 脊髄

再生 Hepatocyte Growth Factor は損傷脊髄の内在性修復および運動機能回復を促進する, 日整会誌 81(8), 

S857, 2007. (第 28 回日本炎症再生医学会, 東京) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

17. 藤吉兼浩(1), 中村雅也(1), 北村和也(1), 山根淳一, 岡野 James 洋尚(2), 岡野栄之(2), 戸山芳昭(1) : コモンマーモ

セット損傷脊髄における投射路選択的拡散テンソル Tractography, 日整会誌 81(8), S1032, 2007. (第 28 回日本

炎症再生医学会, 東京) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

18. 辻 収彦(1), 中村雅也(1), 岡野 James 洋尚(2), 山根淳一, 戸山芳昭(1), 岡野栄之(2) : 損傷脊髄に生着した移植神

経幹細胞への特異的細胞死誘導；機能回復メカニズムの解明に向けて-in vitro を中心に-, 第 28 回日本炎症

再生医学会プログラム・抄録集, 2007. (第 28 回日本炎症再生医学会, 東京) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

19. Kitamura,K.(1), Nakamura,M.(1), Iwanami,A.(1), Yamane,J., Fujiyoshi,K.(1), Watanabe,K.(1), Toyama,Y.(1), Okano,H.(2) : 

Hepatocute growth factor (HGF) promotes endogenous repair and functional recovery after spinal cord injury; 

preclinical trial using recombinant human HGF from rodents to primates, KEIO international symposium on 

photonics and molecular therapy, 2007. (KEIO international symposium on photonics and molecular therapy, Tokyo, 

Japan) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

20. Anazawa,U., Morii,T.(1), Morioka,H.(1), Yabe,H.(1) : Deddifferentiated liposarcoma of the extremities. Study of 45 

patients. , 12th meeting international symposium on limb salvage, 2007. (12th meeting international symposium on limb 

salvage, Hamburg, Germany) (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine 

 

21. Yabe,H.(1), Yabe,H.(2), Morioka,H.(1), Suzuki,Y.(1), Anazawa,U. : Clinical outcomes of bone and soft tissue sarcoma of 

the foot and ankle, 12th meeting international symposium on limb salvage, 2007. (12th meeting international 

symposium on limb salvage, Hamburg, Germany) (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine,(2)Kawasaki City 

Hospital 

 

22. 北村和也(1), 中村雅也(1), 岩波明生(1), 山根淳一, 岡野栄之(2), 戸山芳昭(1) : Hepatocyte Growth Factor は損傷

脊髄の内在性修復および運動機能回復を促進する, Inflammation Regenerat 27(4), 388, 2007. (第 22 回日本整形

外科学会基礎学術集会, 浜松市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

23. 藤吉兼浩(1), 中村雅也(1), 山根淳一, 岡野栄之(2), 戸山芳昭(1) : Tract-specific diffusion tensor tractography of 

the injured spinal cord in non-human primates., 日本整形外科学会雑誌, 2007. (第 22 回日本整形外科学会基礎学

術集会, 浜松市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 

24. 船山 敦(1), 藤田貴也(1), 小松研郎(1), 金子博徳(1), 堀田拓, 戸山芳昭(1), 柳本 繁(1) : CT-base navigation 

system を使用した THA の精度分析, 第 34 回日本股関節学会学術集会抄録集, 340, 2007. (第 34 回日本股関節

学会学術集会, 金沢市) (1)慶大・医・整形 

 



25. Kitamura,K.(1), Nakamura,M.(1), Iwanami,A.(1), Yamane,J., Fujiyoshi,K.(1), Okano,H.(2), Toyama,Y.(1) : Hepatocyte 

growth factor (HGF) promotes endogenous repair and functional recovery after spinal cord injury; preclinical trial 

using recombinant human HGF from rodents to primates, Meeting Abstracts: Cervical Spine Research Society, 34

～37, 2007. (35th Cervical spine research society annual meeting, San Francisco, USA) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio 

Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

26. Shiraishi,T. : Surgical treatment for tumors involving C3-7: Approaches, indications for circumferential treatment., 

12th Instructional course in 35th annual meeting of cervical spine research society, 2007. (12th instructional course 

in 35th annual meeting of cervical spine research society, San Francisco, USA) 

 

27. Tsuji,O.(1), Nakamura,M.(1), Okano,H.J.(2), Yamane,J., Toyama,Y.(1), Okano,H.(2) : Elucidating the mechanism behind 

functional recovery from spinal cord injury by inducing delayed and specific cell death of grafted neural stem cells, 

Neuroscience2007@San Diego, 2007. (Neuroscience2007@San Diego, San Diego, USA) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery 

Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

28. Fujiyoshi,K.(1), Nakamura,M.(1), Yamane,J., Kitamura,K.(1), Toyama,Y.(1), Okano,H.(2) : Diffusion tensor tractography 

enables in vivo tracing of neural tracts in the intact and injured spinal cord of marmosets, Neuroscience2007@San 

Diego, 2007. (Neuroscience2007@San Diego, San Diego, USA) (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology 

 

29. Kitamura,K.(1), Nakamura,M.(1), Iwanami,A.(1), Yamane,J., Toyama,Y.(1), Okano,H.(2) : Hepatocute growth factor 

promotes endogenous repair and functional recovery after spinal cord injury; a trial from rodents to primates, 

Neuroscience2007@San Diego, 2007. (Neuroscience2007@San Diego, San Diego, USA) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery 

Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

30. Fujiyoshi,K.(1), Nakamura,M.(1), Yamane,J., Kitamura,K.(1), Okano,H.(2), Toyama,Y.(1) : Diffusion tensor tractography 

enables in vivo tracing of neural tracts in the intact and injured spinal cord of marmosets, Meeting Abstracts: 

Cervical Spine Research Society, 121～123, 2007. (Cervical Spine Research Society , San Francisco, USA) (1)Dept. of 

Orthopaedic Surgery Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

31. Kumagai,G.(1), Nakamura,M.(1), Yamane,J., Toyama,Y.(1), Okano,H.(2) : Comparison between ES cell-derived 

neurogenic and gliogenic neural stem cells as the source of transplantation for spinal cord injury, Meeting 

Abstracts: Cervical Spine Research Society, 165～166, 2007. (35th Cervical spine research society annual meeting, San 

Francisco, USA) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

32. Ueda,S.(1), Shiraishi,T., Yato,Y.(1), Katou,M.(1), Nori,S.(1) : Difference in surgical outcomes of dissociated motor loss 

between spinal cord lesion and nerve root lesion, Meeting Abstracts: Cervical Spine Research Society , 283～284, 

2007. (35th Annual meeting of cervical spine research society, San Francisco, USA) (1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio 

Univ. 

 

33. Yamane,J., Shiraishi,T., Yato,Y.(1), Ueda,S.(1), Katou,M.(1), Nori,S.(1), Takahashi,Y.(1) : Muscle-preserving unilateral 

posterior arch recapping technique: a new surgical strategy for cervical spinal cord tumors, Meeting Abstracts: 

Cervical Spine Research, 325～327, 2007. (35th Annual meeting of cervical spine research society, San Francisco, USA) 

(1)Dept. of Orthopaedic Surgery Keio Univ. 

 



34. 柳本 繁(1), 藤田貴也(1), 船山 敦(1), 西脇 徹(1), 小松研郎(1), 陣崎雅弘(2), 堀田 拓, 金子博徳(1) : 人工股  

関節周術期の静脈血栓症に対する凝固線溶系分子マーカー測定によるモニタリングの意義, 第 38 回日本人工

関節学会抄録集, 182, 2008. (第 38 回日本人工関節学会, 宜野湾市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・放 

 

35. 穴澤卯圭, 堀田 拓, 栩木弘和, 山根淳一, 蔵本哲也, 白石 建, 矢部啓夫(1) : 膝関節関節包外切除後に腫瘍

用人工膝関節置換術を行った 2 例, 第 38 回日本人工関節学会抄録集, 341, 2008. (第 38 回日本人工関節学会, 

宜野湾市) (1)慶大・医・整形 

 

36. 栩木弘和, 穴澤卯圭, 雨宮拓二(1), 堀田 拓, 山根淳一, 蔵本哲也, 白石 建 : 上腕骨遠位悪性骨腫瘍に  

対する HMRS 腫瘍用人工肘関節の使用経験, 第 38 回日本人工関節学会抄録集, 382, 2008. (第 38 回日本人工

関節学会, 宜野湾市) (1)慶大・医・整形 

 

37. 藤田貴也(1), 船山 敦(1), 金子博徳(1), 堀田 拓, 柳本 繁(1) : CT-based fluoro matching navigation におけるレジ

ストレーションの実際, 第 2 回 CAOS 研究会抄録集, 8, 2008. (第 2 回 CAOS 研究会, 東京) (1)慶大・医・整形 

 

38. 北村和也(1), 中村雅也(1), 岩波明生(1), 山根淳一, 藤吉兼浩(1), 戸山芳昭(1), 岡野栄之(2) : Hepatocyte growth 

factor を用いた脊髄損傷治療戦略；げっ歯類から霊長類へ, 第 7 回日本再生医療学会プログラム・抄録集, 2008. 

(第 7 回日本再生医療学会, 名古屋市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・生理 

 



10．産 婦 人 科 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教 授 高松  潔 体外受精における細胞質内精子注入（Ａ98-0670-1） 

准教授 吉田 丈児 胚の染色体異常について（Ａ03-0670-1） 

講 師 兼子  智 DNA損傷ヒト精子の排除法確立（Ａ03-0670-1） 

助 教 佐藤 健二 体外受精における細胞質内精子注入（Ａ98-0670-1） 

 中川 博之 体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ97－0670-1） 

 石川 光也 体外受精における細胞質内精子注入（Ａ98-0670-1） 

 小川真理子 染色体構造異常を有しないヒト精子の選択的分離（Ａ96-0670-1） 

 菅原 かな 体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ97-0670-1） 

   

2． 成果の概要 

再生医療に用いる低酸素細胞操作、培養システムの構築 

初代細胞、幹細胞の培養は、それらが生体内で存在したオリジナルな環境をできるだけ再現すること

が求められる。またヒトへの組織移植を前提とした培養においては、感染防止、取り違え防止などが求

められる。以上の観点から、本研究は、使い捨て低酸素細胞操作、培養システムを構築した。クリーン

ベンチは気密化して、ガスセンサー制御下に5.0%CO2-airを維持し、一部に低酸素環境を設置した。500ml

のカプセルを培養容器とし、開閉に伴い流入した酸素は無酸素ガスでパージすることにより細胞の高酸

素暴露を最小限とすることができた。 

Ann Cancer Res Therap 16(1), 8～11 2008 

 

悪性腫瘍治療前における患者精子凍結保存による妊孕性温存 

癌治療学会は悪性腫瘍治療前患者の配偶子凍結保存に関する見解を報告した。当院リプロダクション

センターは、倫理委員会の承認のもと悪性腫瘍患者の治療前精子凍結保存を積極的に行っている。これ

までに精子凍結保存目的として130例が受診し、精液検査により凍結可能と判断された118例を保存し

た。原疾患は造血器腫瘍(56例、43.1%)と精巣腫瘍(53例、40.8%)が多く、両疾患で全体の83.9%を占め

た。対象者は15歳〜60歳に分布し、20代(64例、49.2%)、30代(48例、36.9%)が86.1%を占めた。全般

的に精液所見は正常であったが、精巣腫瘍および他院から紹介された時点ですでに化学療法を開始して

いる場合は、精液所見が不良な場合が多く見られた。悪性腫瘍治療患者のQOLの向上のためにも本法の

普及に努め、積極的に治療前凍結保存を行っていきたい。 

Reprod Med Biol 6(3),127～132, 2007 

 

 

 

 

 

 

 



3． 学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

兼子 智 
HIV 陽性男性・HIV 陰性女性夫婦に対する

体外受精・胚移植の臨床応用に関する研究
新潟大学・医・産婦 新潟市 田中憲一

兼子 智 
生殖腺・配偶子を中心とした悪性腫瘍患者

の妊孕性温存 
慶応義塾大学・医・産婦 東京 久慈直昭

兼子 智 
感染リスクの排除、同一性の確保、免疫反

応、がん化等の抑制に関する研究 
国立医薬品・食品研究所 東京 山本利江

兼子 智 
次世代医療機器評価指標作成検討会

再生医療審査ワーキンググループ 
国立医薬品・食品研究所 東京 山本利江

 

4． 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

兼子 智 生殖補助医療における精子の品質管理-酸化的 DNA

損傷の回避とテロメア保護 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

兼子 智 
HIV 陽性男性・HIV 陰性女性夫婦に対する体外受

精・胚移植の臨床応用に関する研究 

厚労省エイズ対策研究事業 

兼子 智 
生殖腺・配偶子を中心とした悪性腫瘍患者の妊孕

性温存 

成育医療研究委託事業 

兼子 智 
感染リスクの排除、同一性の確保、免疫反応、が

ん化等の抑制に関する研究 

厚労省ヒトゲノム・再生医療等研究事業 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

Takamatsu K 2007. 5.14 Effects of Kampo therapy on 
psychological symptoms of 
menopause women. In: 
Symposium "Menopause" 

he XV International Congress 
of The International Society 
of Psychosomatic Obstetrics 
and Gynecology 

Kyoto

Takamatsu K 2007. 9.23 Current status of hormone 
therapy in Japan after WHI. 
In: Symposium "Menopause".

The XXth Asian and Oceanic 
Congress of Obstetrics and 
Gynecology 

Tokyo

高松 潔 2007. 7.21 女性の更年期とは？ 第7回日本抗加齢医学会総会 

ワークショップ 「女性更年期

―ホルモン変化と加齢の影響

から考える―」 

京都市

 

 



教育講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

高松 潔 2007. 7.18 更年期障害に対する漢方療法

～HRTとの比較および三大漢方

婦人薬における効果の差異～ 

郡山漢方研究会 郡山市

高松 潔 2007. 7.26 今、改めて更年期障害を考える 千葉市地区産婦人科医会研修会 千葉市

高松 潔 2007. 9.9 更年期障害に対する漢方療法

への期待～漢方療法とEBM～ 

第27回産婦人科漢方研究会学

術集会 

大阪市

高松 潔 2007. 9.22 女性心身医学への招待～更年

期の不定愁訴を中心に～ 

第8回「こころのケア」研究会

関東部会 

京都府

高松 潔 2007.11.15 

更年期障害に対する漢方療法

～HRTとの比較および三大漢方

婦人薬における効果の差異～ 

産婦人科医のための漢方医学

セミナー 

山形市

高松 潔 2007.11.18 日本人女性の更年期障害にお

ける精神的症状に関する検討 

平成19年度日本更年期医学会

学会賞受賞講演 

東京 

高松 潔 2007.12.14 更年期障害に対する漢方療法

への期待～漢方療法とEBM～ 

第35回栃木県産婦人科漢方研

究会学術講演会 

宇都宮市

高松 潔 2008. 1.19 不妊治療と心のケアの問題点 Women’s Mental Health 研究会 東京 

高松 潔 2008. 1.26 更年期障害に対する漢方療法

～HRTとの比較および三大漢方

婦人薬における効果の差異～ 

東葛漢方ナビゲーションin 柏 柏市 

高松 潔 2008. 2.10 更年期医療におけるEBMの現状

－更年期障害に対する漢方療

法とホルモン療法－ 

第13回日本更年期医学会ワー

クショップ 

徳島市

高松 潔 2008. 3. 8 華麗なる加齢のために－更年

期に出来ること 

平成19年度「女性の健康週間」

市民公開講座 

千葉市

高松 潔 2008. 3.22 初経の発来メカニズムと心身

に与える影響 

第5回月経関連医学研究会 基

調教育講演 

東京 

 



論      文 

 

1. Ishikawa,H.(1), Kaneko,S. : Human sperm cryopreservation &#8211; theory and clinical application, J Mamm Ova Res 

24(2), 14～17, 2007. 原著 A-96-0670-1 (1)市病・泌尿科 

 

2. 高松 潔, 高橋香織, 小林佑介, 石川光也, 谷垣伸治, 中川博之, 吉田丈児 : 症状・症候から診断・治療へ   

婦人科編 更年期の不定愁訴, 産婦人科治療 94(増刊), 711～720, 2007. 総説 

 

3. 高松 潔 : 更年期における QOL の変化, Medical ASAHI(3), 82～83, 2007. 総説 

 

4. Ishikawa,H.(1), Kaneko,S., Miyaji,K.(1), Takamatsu,K. : Cryopreservation of human sperm in patients with malignancy; 

2 years’ experience, Reprod Med Biol 6(3), 127～132, 2007. 原著 A98-0670-1 (1)市病・泌尿科 

 

5. Katayama,M.(1), Takamatsu,K., Kaneko,S., Miyaji,K.(2), Ishikawa,H.(2) : HPLC for no stress screening of potential 

prostate cancer marker catechol estrogens in urine using a diamond electrode - electrochemical and fluorescence 

detector, J Sep Sci 30(4), 2279～2285, 2007. 原著 (1)明治薬科大学・薬学部・生体機能分析,(2)市病・泌尿科 

 

6. 高松 潔 : 月経周期と心身におけるコンディショニング－心理的変化－, 臨スポーツ医 24(9), 971～977, 2007.  

総説 

 

7. Takamatsu,K. : Kampo therapy for premenstrual syndrome: Efficacy of Kamishoyosan quantified using the second 

derivative of the fingertip photoplethysmogram, J Obstet Gynaecol Res 33(3), 325～332, 2007. 原著 

 

8. 高松 潔 : 更年期障害に対する漢方療法への期待‐漢方療法と EBM-, 産婦人科漢方研究のあゆみ 25(1), 6～

14, 2008. 総説 

 

9. 高松 潔 : 更年期障害に対する漢方療法への期待‐漢方療法と EBM-, 栃木県産婦人科医報 34(1), 50～56, 

2008. 総説 

 

10. 高橋香織, 谷垣伸治, 小林佑介, 菅原かな, 佐藤健二, 石川光也, 小川真理子, 兼子 智, 中川博之, 吉田丈児, 

高松 潔 : 不妊スクリーニング検査の Pit fal, 日本産科婦人科学会千葉地方部会雑誌 1(1), 13～16, 2008.  

原著 

 

11. 小林佑介, 谷垣伸治, 高橋香織, 菅原かな, 石川光也, 佐藤健二, 小川真理子, 中川博之, 吉田丈児,    

高松 潔 : etained Placenta に対し臍帯静脈への生理的食塩水注入療法が有用であった一症例, 日本産科  

婦人科学会千葉地方部会雑誌 1(1), 27～30, 2008. 原著 

 

12. Kaneko,S., Takamatsu,K., Yoshida,J., Miyaji,K.(1), Ishikawa,H.(1), Shinozaki,N.(2) : Individual tissue culture system in 

a disposable capsule with hypoxic atmosphere, Ann Cancer Res Therap 16(1), 8～11, 2008. 原著 (1)市病・泌尿科, 

(2)市病・角膜センター 

 

13. 高松 潔, 小川真理子 : 女性と運動, 臨スポーツ医 25(3), 255～261, 2008. 総説 

 

 

 



解      説 

 

1. 佐藤健二, 末岡 浩(1) : すぐに役立つ産婦人科漢方療法 薬の選び方と使い方-男性不妊, 産婦人科の実際 

56(7), 1025～1028, 2007. (1)慶大・医・産婦人科 

 

2. 石川博通(1), 兼子 智 : 精子形成機能障害対策 精子凍結保存について, 血液・腫瘍科 54(3), 319～323, 2007. 

A-03-0670-1 (1)市病・泌尿科 

 

単行図書 

 

1. 高松 潔(a): 著分担 :臨床医が知っておきたい女性の診かたのエッセンス (a)更年期障害 37～46 頁, 医学書院, 

東京, 2007. 

 

2. 高松 潔(a): 著分担 :必携 女性の医療学-外来で役立つ実践ガイド- (a)女性と漢方 27～37 頁, 永井書店, 大阪

市, 2007. 

 

3. 高松 潔: 単著 : New 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ 2 内分泌疾患 , 日本医事新報社, 東京, 2007. 

 

4. 高松 潔(a): 著分担 : New 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ 2 内分泌疾患 (f) 体重減少などを主訴とし

て受診した 49 歳女性 261～280 頁, 日本医事新報社, 東京, 2007. 

 

学会抄録 

 

1. 兼子 智, 郡山純子(1), 谷垣伸治, 中川博之, 石川光也, 小林佑介, 吉田丈児, 高松 潔 : ICSI における穿刺精

子の品質管理, 日産婦会誌 59(2), 447, 2007. (第 59 回日本産科婦人科学会総会, 京都市) (1)栃木県 

 

2. 佐藤健二 : テロメラーゼ活性測定による補中益気湯と八味地黄丸の精巣障害抑制効果についての解析, 日本受

精着床学会雑誌 25(1), 186, 2007. (第 25 回日本受精着床学会総会・学術講演会、日本受精着床学会, 仙台市) 

 

3. 兼子 智, 宮地系典(1), 中川博之, 佐藤健二, 小川真理子, 石川光也, 吉田丈児, 岡崎雅子, 丸茂 健(1),石川博通(1), 

高松 潔 : ヒトへの組織移植を前提とした臨床培養に用いる使い捨て低酸素培養システムの構築, 日本受精着

床学会雑誌 25(1), 224, 2007. (第 25 回日本受精着床学会総会・学術講演会, 仙台市) A03-0670-1 (1)市病・泌尿科 

 

4. 高松 潔, 小川真理子, 菅原かな, 佐藤健二, 石川光也, 中川博之, 吉田丈児, 牧田和也(1) : 更年期障害の  

愁訴における加齢因子の影響, 日本抗加齢医学会総会プログラム・抄録集 7 回, 122, 2007. (第 7 回日本抗加齢 

医学会総会, 京都市) (1)慶大・医・産婦人科 

 

5. 小川真理子, 高松 潔, 飯岡由紀子(1), 堀口 文(1), 牧田和也(1) : 更年期外来における不安障害の検討, 日更年

医会誌 15(Suppl), 126, 2007. (第 22 回日本更年期医学会学術集会, 東京) (1)慶大・医・産婦人科 

 

6. 鹿嶋克則(1), 高桑好一(1), 佐山 智(1), 園田潤幸(1), 藤田和之(1), 兼子 智, 田中憲一(1) : HIV感染男性非感染女性

夫婦に対する体外受精・胚移植の臨床成績について, 日生殖医会誌 52(4), 227, 2007. (第 52 回日本生殖医学会

学術講演回, 秋田市) (1)新潟大・医・産婦人科 

 



7. 吉田丈児, 岡崎雅子, 中川博之, 菅原かな, 佐藤健二, 谷垣伸治, 宮地系典(1), 兼子 智, 高松 潔, 石川博通(1),

丸茂 健(1) : フーナーテストの判断基準についての一考察, 日生殖医会誌 52(4), 229, 2007. (第 52 回日本生殖 

医学会学術講演会, 秋田市) (1)市病・泌尿科 

 



11．眼 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教   授 島崎  潤 眼表面疾患の治療，角膜移植，ドライアイ，再生角膜 

講  師 佐竹 良之 眼表面疾患の治療，角膜移植，眼アレルギー 

 田  聖花 眼表面に発現するムチンからみたドライアイ 

助  教 富田真智子 角膜免疫特権に対するTim-3・Gal-9の役割 

 山本 祐介 角膜手術 

 工藤かんな 角膜移植術後の角膜感染症 

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 番 裕美子 マイボグラフィーの解析 

臨床専修医 重安 千花 角膜移植終了時のコンタクトレンズ装用の有用性 

自家輪部移植術と自家培養角膜上皮移植術の術後成績の比較 

 市橋 慶之  

 原島 歩美  

   

2．成果の概要 

1) 角膜再生の基礎および臨床研究 

（１）新しい角膜上皮シートの開発と臨床応用 

 フィブリンシートを用いた細胞シートを作成し、6例に対して臨床応用をした。また、フィブ

ロインを用いた上皮シートの開発にも着手した。培養口腔粘膜上皮移植の臨床成績をまとめて発

表した。 

（２）角膜上皮幹細胞ニッチに関する研究 

 N-cadherinが、輪部幹細胞の性質を維持する上でのニッチとして働いている可能性について検

討し、論文として投稿した。さらに、輪部に多く存在することが知られているメラノサイトにつ

いての同様の検討を行っている。Higa K, et al. Stem Cell、投稿中 

 

2) 角膜移植に関する研究 

（１）ハイリスク角膜移植例に対する全身サイクロスポリン内服の有用性 

 再移植症例を中心に、術後に全身的サイクロスポリン内服が、拒絶反応抑制に効果があるかを

プロスペクティブ、ランダマイズドスタディで検討した。現在のところ 2 群間で大きな差は認め

られないことをみいだし、現在論文執筆中である。 

（２）角膜移植後の治療用ソフトコンタクトレンズの有用性 

 移植直後に治療用ソフトコンタクトレンズを装着させることが、疼痛の軽減、上皮化の促進の

面で有用であるかをプロスペクティブ、ランダマイズドスタディで検討した結果、大きな差を認

めないことが判明した。 

（３）レーザー虹彩切開術後の水疱性角膜症 

 同疾患は、わが国特有の医原性疾患として知られている。この疾患の背景と治療成績について

当科でのデータをまとめて投稿した。Br J Ophthalmol、投稿中 

 



3) 重症アレルギー性結膜疾患とangiopoietin-related growth factorの関与 

血管新生に関与する angiopoietins (Agns)ファミリーに属する angiopoirtin-related growth 

factor (AGF)を強発現させたマウスの眼瞼皮膚に、アトピー性皮膚炎用所見と、かなり激しく眼瞼

皮膚を擦る動作を認めた。また、マスト細胞がこの AGF を発現することから、重症アレルギー性結

膜疾患の発症過程での AGF の関与を検討した。眼瞼を付着させた状態で眼球を採取し、その病理組

織像を確認したところ、皮下・結膜組織内でのマスト細胞数の著明な増加、表皮・結膜上皮細胞の

増殖肥厚、瞼結膜の乳頭増殖性変化を認めた。アレルギー炎症に特徴的である好酸球は認めなかっ

た。また肺組織も採取し、組織学的に検討したところ、炎症細胞の浸潤や線維性増殖像が認められ、

肺胞内でもアレルギー性炎症を認めた。血清、腹腔内洗浄液も採取し IgE やサイトカインを測定し

たところ、血清中の総IgEの増加、IL-4、PGD2, LTC4などアレルギー炎症に必須とされている炎症

性メディエーターが高値を示し、AGFがアレルギー炎症の発症過程で何らかの役割をになっているこ

とが明らかになり、現在、その後の検討を継続している。 

 

4) 眼表面に発現するムチンからみたドライアイ 

本研究の大きな目的は、眼表面におけるムチンの動態を調べることによって、蒸発亢進型ドライ

アイの病態を解明することにあり、そのために角結膜上皮細胞の発現するムチンを半定量的に簡便

に測定する方法を確立することにある。本年度は蒸発亢進型ドライアイ18眼（男性5眼女性13眼）

（DE群）と正常眼6眼（男性2眼女性4眼）（CTR群）とを比較検討した。症例の内訳はDE群、CTR

群の順にそれぞれ、年齢58.4 歳、64.0 歳、シルマー値8.6mm、8.5mm、BUT（涙液層破壊時間）2.4

秒、7.0秒、角結膜上皮障害の程度は0.3±0.6点および0.8±1.0点であり、BUT以外は両群に有意

差はなかった。これらの症例において、DE群、CTR群の順にそれぞれ、実用視力維持率は88.3±7.4%、

97.2±3.4%であり、DE群で有意に低く、涙液油層破壊像のgradingはgrade2.6±0.9およびgrade1.2

±0.4 であり、DE 群で有意に悪かった。結膜上皮における杯細胞密度数は同様に 325.7±

508.0cells/mm2 および1100.0±209.8cells/mm2 であり、DE群で有意に少なかった。結膜上皮の角

化の程度は1.2±1.2、0.5±0.5であり、両群に有意差はなかった。結膜上皮細胞中のMUC5AC発現

量は 7.5±5.7copies/ng、34.8±22.1copies/ng であり、DE 群で少ない傾向にあったが、有意差は

なかった。以上の結果により蒸発亢進型ドライアイでは、涙液蒸発亢進にともなって涙液層が不安

定となり、実用視力は低下し、結膜上皮の杯細胞密度は減少してMUC5ACが減少する傾向にあること

がわかった。今回の検討から蒸発亢進型ドライアイの眼表面は、角結膜上皮障害を認めなくても、

いわゆる涙液分泌減少型ドライアイと同様の特徴を有することがわかった。 

 

5) 角膜免疫特権に対するTim-3・Gal-9の役割 

 T-cell immunoglobulin and mucin domain(Tim)-3 はヘルパーT(Th)1 細胞特異的な表面マーカー

である。Galectin(Gal)-9はTim-3のリガンドで、Tim-3/Gal-9経路は免疫寛容誘導に重要な役割を

果たしていることが示唆されている。眼組織におけるこれらの分子の発現と角膜移植の免疫応答に

おける役割を解析している。まず、これらの分子を阻害することで角膜アログラフトの生着に影響

があるか否かを検討するため、C57BL/6マウスの角膜をBALB/cマウスの正常眼に移植し、抗マウス

Tim-3抗体(RMT3-23)および抗マウスGal-9抗体(RG9-1、RG9-35)200ugの週3回腹腔内投与を継続し、

アログラフト角膜の生着を解析した。対照として rat IgG を投与した。その結果、角膜アログラフ

ト生着は抗Tim-3や抗Gal-9抗体投与により、対照よりも有意に短縮した（各 p々=0.005、p=0.0003、



p=0.0003）。また、マウスの正常角膜とアログラフト角膜におけるTim-3やGal-9の発現を免疫組織

化学的に検討したところ、正常角膜上皮と内皮、虹彩毛様体に Gal-9 が発現していた。移植後に無

治療で生着しているアログラフト内皮でGal-9 の発現が維持されており、内皮面にはTim-3 陽性の

CD4+T細胞が接着していた。移植後に無治療で拒絶されたアログラフト内皮ではGal-9の発現は見ら

れなかった。よって、ここまでの結論としては角膜移植の免疫応答において Tim-3/Gal-9 経路は免

疫抑制的な役割をもつと考えている。また、角膜内皮に発現しているGal-9とTim-3陽性CD4+T細

胞は、アログラフト生着を角膜局所で維持する役割をもつ可能性が考えられた。 

  論文は未投稿（学会発表のみ） 

 

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

佐竹 良之 再生表層角膜移植片の性状およびバリアー機能解析 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

田  聖花 非侵襲ムチン定量による眼表面評価法の確立 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

4．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

島﨑  潤 2007. 5.26 ドライアイ 最近の話題 ～新診

断基準と類縁疾患を中心に～ 

第6回Symposium of Ocular 

Surface Ｉnfection 

大阪市 

島﨑  潤 2007. 4.19 結膜の診かた 第111回日本眼科学会総会 大阪市 

島﨑  潤 2007.11.30 Refractive surgery & optics, 
corneal transplanatation. 

The 13th Annual Meeting of 
the Kyoto Cornea Club 

京都市 

島﨑  潤 2008. 2. 1 眼表面疾患の外科的治療戦略 第31回日本眼科手術学会総会 横浜市 

島﨑  潤 2008. 2.28 培養上皮移植 第 32 回角膜カンファランス, 

第24回日本角膜移植学会 

浦安市 

佐竹 良之 2007.10.11 ケミカルメディエーターの再検証 第61回日本臨床眼科学会 京都市 

佐竹 良之 2008. 3.22 春季カタルのあたらしい治療法

－免疫抑制点眼薬にせまる― 

眼アレルギーフォーラム 21 in

東海2008 

名古屋市

田  聖花 2008. 2. 1 角膜移植基本手技―術前処置と

器具の選択― 

第31回日本眼科手術学会総会 横浜市 

田  聖花 2008. 2. 28 行列のできる角膜難治症例相談所 第 32 回角膜カンファランス, 

第24回日本角膜移植学会 

浦安市 

冨田真智子 2008. 2. 1 角膜パーツ機能と視機能 第31回日本眼科手術学会総会 横浜市 

 

 

 

 

 

 



5．教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

島﨑  潤 2007. 6.15 英文論文の書き方 箱根ドライアイクラブ 神奈川県

足柄下郡

島﨑  潤 2007. 6.15 ドライアイの定義と診断基準 

2006年度版 

箱根ドライアイクラブ 神奈川県

足柄下郡

島﨑  潤 2007. 7.21 眼と心の健康 市川市市民活動団体支援事業講演 市川市 

島﨑  潤 2007. 7.27 点眼薬による角膜障害 ミケラン LA 点眼液 1％・2％発

売記念講演会 

横浜市 

島﨑  潤 2007. 9. 1 角膜手術、最近の話題 第 4 回兵庫県オキュラーサーフ

ェス研究会 

神戸市 

島﨑  潤 2007.10.27 翼状片はこう治す 第11回Cornea Update Seminar 

Tokyo 

東京 

島﨑  潤 2007.10.27 マイボーム腺機能障害 ビジョンケアセミナー2007 東京 

島﨑  潤 2007.11.8 角膜治療アップデイト 静岡県東部眼科医会 沼津市 

島﨑  潤 2007.11.9 ドライアイ診断と治療 内外房地区学術講演会 市原市 

島﨑  潤 2007.11.17 日常でよく遭遇するオキュラー

サーフェス疾患 

第23回帝京大学眼科学術講演会 東京 

島﨑  潤 2007.11.18 日常診療でよく遭遇するオキュ

ラーサーフェス疾患 

第54回新潟臨床眼科研究会 新潟市 

島﨑  潤 2007.12.6 角膜移植手術アップデイト 第7回千駄木眼科フォーラム 東京 

佐竹 良之 2007. 5.19 アレルギー性疾患の考え方と治

療戦略 

第１回長野県眼科学術講演会 長野市 

佐竹 良之 2007. 7.26 アレルギー性疾患の考え方と治

療戦略 

呉市眼科医会講演会 呉市 

佐竹 良之 2007.10.27 結膜アレルギーの発症メカニズ

ムとその治療戦略 

Cornea Update Seminar 東京 

佐竹 良之 2008.3.22 春季カタルのあたらしい治療法

〜免疫抑制点眼薬にせまる〜 

眼アレルギーフォーラム 21 in

東海2008 

名古屋市

川島 素子 2007. 7.13 化学実験中の爆発事故による角

膜アルカリ外傷 

COSTの会 東京 

比嘉 一成 2007. 5.19 角膜上皮再生と絹フィブロイン 東京農工大学工学部附属繊維博

物館特別展 特別講演会 

小金井市

 



論      文 

 

1. Kawashima,M., Mochizuki,H.(1), Kawakita,T., Hatoh,S.(1), Shimazaki,J., Yamada,M.(2) : Presumed stromal graft 

rejection after automated lamellar therapeutic keratoplasty: case report, J Med Case Reports 1(1), 10, 2007.   

原著 脳科学研 (1)慶大・医・眼,(2)東京医療センター・感覚器センター 

 

2. Shimazaki,J., Amano,S.(1), Uno,T.(1), Maeda,N.(1), Yokoi,N.(1) : National survey on bullous keratopathy in Japan, 

Cornea 26(3), 274～278, 2007. 原著 (1)Dept. of Opthalmology，Tokyo Univ. 

 

3. Dogru,M.(1), Asano-Kato,N., Matsumoto,Y.(1), Akabane,N.(2), Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : 

Immunohistochemistry and electron microscopy of retrocorneal scrolls in syphilitic interstitial keratitis, Curr Eye 

Res 32(10), 837～842, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)東京都 

 

4. Asano-Kato,N., Shimmura, S.(1), Kawakita,T., Miyashita,H.(1), Ogawa,Y.(1), Yoshida,S., Higa,K., Okano,H.(2) : 

Beta-catenin activation and epithelial-mesenchymal transition in the pathogenesis of pterygium, Invest 

Ophthalmol Vis Sci 48(4), 1151～1157, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio 

Univ. 

 

5. Uchino,Y.(1), Shimmura, S.(1), Miyashita,H.(1), Taguchi, T.(1), Kobayashi,H.(1), Shimazaki,J., Tanaka,J.(1), 

Tsubota,K.(1) : Amniotic membrane immobilized poly(vinyl alcohol) hybrid polymer as an artificial cornea scaffold 

that supports a stratified and differentiated corneal epithelium, J Biomed Mater Res B Appl Biomater 81(1), 201

～206, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

6. Kawashima,M., Kawakita,T., Shimazaki,J. : Complete spontaneous crystalline lens dislocation into the anterior 

chamber with severe corneal endothelial cell loss, Cornea 26(4), 487～489, 2007. 原著 

 

7. 榛村重人(1), 比嘉一成, 大本雅弘(1), 島崎 潤, 坪田一男(1) : Deep lamellar keratoplasty in severe ocular surface 

disease, 日眼会誌 111(5), 391～396, 2007. 原著 (1)慶大・医・眼 

 

8. Den,S., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Impact of the descemet membrane perforation on surgical 

outcomes after deep lamellar keratoplasty, Am J Ophthalmol 143(5), 750～754, 2007. 原著 (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ. 

 

9. Kawakita,T., Sumi,T.(1), Dogru,M.(2), Tsubota,K.(2), Shimazaki,J. : Amniotic membrane transplantation for wound 

dehiscence after deep lamellar keratoplasty: a case report, J Med Case Reports 13(1), 28, 2007. 原著 (1)高知大・

医・眼,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

10. Shimazaki,J., Higa,K., Morito,F., Dogru,M., Kawakita,T., Satake,Y., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1) : Factors 

influencing outcomes in cultivated limbal epithelial transplantation for chronic cicatricial ocular surface disorders, 

Am J Ophthalmol 143(6), 945～953, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

11. Sotozono,C.(1), Ang,L.P.(1), Koizumi,N.(1), Higashihara,H.(1), Ueta,M.(1), Inatomi,T.(1), Yokoi,N.(1), Kaido,M.(2), 

Dogru,M.(2), Shimazaki,J.(2), Tsubota,K., Yamada,M.(2), Kinoshita,S.(3) : New grading system for the evaluation of 

chronic ocular manifestations in patients with Stevens-Johnson syndrome, Ophthalmology 114(7), 1294～1302, 

2007. 原著 (1)京都府立医大・眼,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(3)東京医療センター・感覚器センター 



12. Miyashita,H.(1), Higa,K., Asano-Kato,N., Kawakita,T., Yoshida,S., Tsubota,K.(1), Shimmura, S.(1) : Hypoxia 

enhances the expansion of human limbal epithelial progenitor cells in vitro, Invest Ophthalmol Vis Sci 48(8), 3586

～3593, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

13. 石岡みさき, 島崎 潤, 榛村重人(1), 坪田一男(1) : 円錐角膜に対する全層角膜移植後のステロイド薬全身投与, 

あたらしい眼科 24(9), 1233～1236, 2007. 原著 (1)慶大・医・眼 

 

14. Kawakita,T., Kawashima,M., Satake,Y., Den,S., Tomita,M., Shimazaki,J. : Achievements and future problems with 

component surgery of the cornea, Cornea 26(9 Suppl 1), S59～S64, 2007. 原著 

 

15. Kamoi,M.(1), Ogawa,Y.(1), Dogru,M.(1), Uchino,M.(1), Kawashima,M., Goto,E.(2), Mori,T.(1), Okamoto,S.(1), 

Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Spontaneous lacrimal punctal occlusion associated with ocular chronic 

graft-versus-host disease, Curr Eye Res 32(10), 837～842, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology， Keio Univ., 

(2)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ. 

 

16. Kawashima,M., Kawakita,T., Satake,Y., Higa,K., Shimazaki,J. : Phenotypic study after cultivated limbal epithelial 

transplantation for limbal stem cell deficiency, Arch Ophthalmol 125(10), 1337～1344, 2007. 原著 

 

17. Dogru,M.(1), Matsumoto,Y.(1), Yamamoto,Y., Goto,E.(2), Saiki,M.(1), Shimazaki,J., Takebayashi,T.(3), Tsubota,K.(1) : 

Lactoferrin in Sj&#246;gren's syndrome, Ophthalmology 114(12), 2366 ～ 2367, 2007. 原 著  (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ.,(3)慶大・医・公衆衛生 

 

18. Wang,Y.(1), Dogru,M.(1), Matsumoto,Y.(1), Ward,S.K.(1), Igarashi,A., Hu,Y.(1), Okada,N.(1), Ogawa,Y.(1), Shimazaki,J., 

Tsubota,K.(1) : The impact of nasal conjunctivochalasis on tear functions and ocular surface findings, Am J 

Ophthalmol 144(6), 930～937, 2007. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

19. Satake,Y., Dogru,M.(1), Yamane,G.(2), Kinoshita,S.(3), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Barrier function and cytologic 

features of the ocular surface epithelium after autologous cultivated oral mucosal epithelial transplantation, Arch 

Ophthalmol 126(1), 23～28, 2008. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)市病・オーラルメディシン,(3)京都府立

医大・眼 

 

20. Wang,Y.(1), Ogawa,Y.(1), Dogru,M.(1), Kawai,M.(1), Tatematsu,Y.(1), Uchino,M.(1), Okada,N.(1), Igarashi,A., Kujira,A., 

Fujishima,H.(2), Okamoto,S.(1), Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Ocular surface and tear functions after topical 

cyclosporine treatment in dry eye patients with chronic graft-versus-host disease, Bone Marrow Transplant 41(3), 

293～302, 2008. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Mita Hospital 

 

解      説 

 

1. 島崎 潤 : ドライアイ診断基準改定のポイント, Frontiers in Dry Eye 2(1), 14～17, 2007. 

 

2. 冨田真智子 : 打ち上げ花火による角膜熱傷, あたらしい眼科 24(5), 619～620, 2007. 

 

3. 島崎 潤 : ドライアイの新しい考え方： 2006 年度の診断基準の示すもの, 日本の眼科 78(6), 705～709, 2007. 

 

4. 島崎 潤 : レーザー虹彩切開術後水疱性角膜症－国内外の状況－, あたらしい眼科 24(7), 851～853, 2007. 



5. 冨田真智子 : 角膜パーツ移植の実際, 眼科 49(7), 927～931, 2007. 

 

6. 冨田真智子 : DESK(Descemet's Stripping and Endothelial Keratoplasty), あたらしい眼科 25(2), 197～198, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 島崎 潤(a),田 聖花(b),佐竹良之(c),榛村重人(1)(d), 冨田真智子(d),川島素子(e),川北哲也(f): 著分担 : TEXT  

眼科学 (a)瞼裂狭小 100～101 頁,(b)視力障害 73～75 頁,(c)視野障害 80～83 頁,(d)角膜疾患 139～146

頁,(e)強膜疾患 146～148 頁,(f)飛蚊症、光視症 89～91 頁, 南山堂, 東京, 2007. (1)慶大・医・眼 

 

2. 佐竹良之(a): 著分担 :Q&A でわかる アレルギー疾患 Vol.3 (a)円錐角膜の一般病態とアトピー性角結膜炎との 

関係は？ 126～128 頁, 丹水社, 東京, 2007. 

 

3. 島崎 潤(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),川島素子(h),(i): 著分担 :今日の眼疾患治療指針 (a)瞼板腺梗塞 64 頁,(b)瞼板腺

炎（マイボーム腺炎） 64～65 頁,(c)眼瞼膿瘍 65～66 頁,(d)眼瞼炎 66 頁,(e)アレルギー性眼瞼炎 66～67 頁,  

(f)ヘルペス性眼瞼炎 67 頁,(g)角膜移植後の緑内障 367～368 頁,(h)角膜移植眼の術後管理 174～176 頁,  

(i)角膜移植後の拒絶反応 176～177 頁, 医学書院, 東京, 2007. 

 

4. 田 聖花(a),島崎 潤(a): 著分担 :眼科インストラクションコース 13 眼科の処置と小手術完全マスター (a)羊膜移植 

64～69 頁, メジカルビュー, 東京, 2007. 

 

5. 島崎 潤(a),(b),(c),(d),(g),田 聖花(d),川島素子(e),(f),冨田真智子(g): 著分担 :眼科プラクティス 18 前眼部アトラ

ス (a)結膜嚢短縮・瞼球癒着 25～26 頁,(b)Stevens-Johnson 症候群 56～58 頁,(c)眼類天疱瘡 59～60 頁,   

(d)偽眼類天疱瘡 61 頁,(e)薬剤毒性角膜症 219～220 頁,(f)紫外線角膜障害 280 頁,(g)化学腐食 282～283 頁, 

文光堂, 東京, 2007. 

 

6. 安田典子(1), 湯沢美都子(2), 島崎 潤 : 共著 :目の病気 , 誠文堂新光社, 東京, 2007. 脳科学研 (1)東京,(2)日大・

医・眼 

 

7. 佐竹良之(a): 著分担 :Q&A でわかる アレルギー疾患 Vol.3 (a)眼の花粉症の重症化とは？ 592～593 頁, 丹水社, 

東京, 2007. 

 

学会抄録 

 

1. Kawakita,T., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J., Scheffer,T.C.(2) : Cellular senescence due to epithelial 

mesenchaymal transition during clonal expansion of murine limbal epithelial cells, ARVO 2007 Annual Meeting 

Program Summary Book, 21, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, 

U.S.A.) 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)アメリカ 

 

2. Higa,K., Shimmura, S.(1), Miyashita,H.(1), Kawakita,T., Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : N-cadherin expression in 

cultivated limbal epithelial cell colonies, ARVO 2007 Annual Meeting Program Summary Book, 21, 2007. (The 

Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. 

Keio Univ. 

 



3. Miyashita,H.(1), Higa,K., Asano-Kato,N., Goda,N.(1), Tsubota,K.(1), Shimmura, S.(1) : Hypoxia increases the colony 

forming efficiency and inhibited the differentiation of human limbal epithelial cells, ARVO 2007 Annual Meeting 

Program Summary Book, 21, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, 

U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

4. Kawashima,M., Kawakita,T., Shimmura, S.(1), Higa,K., Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Caracterization of human limbal 

melanocytes expanded in vitro, ARVO 2007 Annual Meeting Program Summary Book, 23, 2007. (The Association 

for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

5. Satake,Y., Takano,Y.(1), Igarashi,A., Kujira,A., Okada,N.(1), Tanaka,M.(1), Fukagawa,K.(1), Dogru,M.(1), Shimazaki,J., 

Fujishima,H.(2) : Pathological evaluation of tarsal conjunctival milky spots in atopic keratoconjunctivitis, ARVO 

2007 Annual Meeting Program Summary Book, 113, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, 

Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Mita Hospital 

 

6. Shimazaki,J., Uchino,Y.(1), Tsubota,K.(1) : Late Irreversible corneal edema after laser iridotomy, ARVO 2007 Annual 

Meeting Program Summary Book, 229, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, 

Florida, U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

7. Tomita,M., Shimmura, S.(1), Inokawa,S., Kawashima,M., Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Asstigmatism following deep 

anterior lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplastsy, ARVO 2007 Annual Meeting Program Summary 

Book, 229, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ. 

 

8. Hara,S.(1), Dogru,M.(2), Kawakita,T., Kojima,T.(1), Matsumoto,Y.(2), Shimazaki,J., Tsubota,K.(3) : The Relation of Tear 

function and Visual Outcome Following Keratoplasty for Keratoconus, ARVO 2007 Annual Meeting Program 

Summary Book, 229, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) (1)

社会保険中京病院・眼,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(3) Keio Univ. 

 

9. Asano-Kato,N., Shimmura, S.(1), Kawakita,T., Miyashita,H.(1), Higa,K., Yoshida,S., Ogawa,Y.(1), Okano,H.(2), 

Tsubota,K.(1) : Epithelial-mesenchymal transition in the pathogenesis of pterygium, ARVO 2007 Annual Meeting 

Program Summary Book, 257, 2007. (The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, 

U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Physiology Keio Univ. 

 

10. 加藤直子, 榛村重人(1), 川北哲也, 宮下英之(1), 比嘉一成, 吉田 悟, 佐竹良之, 小川葉子(1), 岡野栄之(2),

坪田一男(1) : 翼状片の発生機序における上皮間葉系移行, 第 28 回日本炎症・再生医学会プログラム予稿集, 

424, 2007. (第 28 回日本炎症・再生医学会, 東京) (1)慶大・医・眼,(2)慶大・医・生理学 

 

11. 宮下英之(1), 比嘉一成, 加藤直子, 川北哲也, アルマンドオルニア, 吉田悟, 坪田一男(1), 榛村重人(1) : 低酸素
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プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 中島 庸也 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

  睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ99-0690-1） 

助 教 吉田 隆一 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

  睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ99-0690-1） 

  内耳性難聴の病態に対する研究 

    大櫛 哲史 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

  睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ99-0690-1） 

  聴覚、嗅覚に対するMEGおよびEEG応答（Ａ00-0690-1） 

 吉田 正弘 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

 小林小百合 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

 

2. 成果の概要 

1) 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

 当院ではアレルギー性副鼻腔真菌症（Allergic Fungal Sinusitis、以下AFSと略す）、慢性副鼻腔

炎の再手術例、内視鏡下鼻内手術による眼窩底骨折整復術および好酸球性副鼻腔炎に対する内服治療

および手術加療などについて検討を行っている。副鼻腔真菌症はその感染型や進展速度により１）急

性浸潤型副鼻腔真菌症、２）亜急性浸潤型副鼻腔真菌症、３）慢性副鼻腔真菌症、４）AFS に分類

できる。このうちAFS は 1983年に Katzensteinらにより新しいタイプの真菌症として報告されて以

来、欧米を中心に近年注目を浴びている。AFS は従来の感染型の副鼻腔炎とは異なり、真菌に対する

Ⅰ型アレルギーを病態とするといわれている。一般的に難治性の慢性副鼻腔炎であり、手術後も再発

例は多く、ステロイド依存性に鼻ポリープは縮小する傾向にある。現在、平成19年 4月から平成20

年 3月までに施行された慢性副鼻腔炎手術症例の前向き検討を行っている。慢性副鼻腔炎に対する手

術のガイドラインを作成するための基礎的なデータ収集、術後副損傷の調査、慢性副鼻腔炎症例の術

後成績、予後についての検討を目的としている。 

  

2) 睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ99-0690-1） 
 睡眠時無呼吸症候群に対し、終夜ポリソムノグラフィーを施行し、その病態（中枢性、閉塞性、混

合性）とその重症度別に分別した。これらに対しOral Appliance(OA)、手術療法、nasal‐CPAP治療

を施行し、効果判定を行った。現在、オーラルメディシン・口腔外科学講座と協同で咬合不全にて顎

骨手術を施行する患者の術前後での睡眠呼吸状態の変化を追跡調査している。その結果、上顎を前方

移動した場合に有意に呼吸状態が改善することが判明した。 

 

3) 聴覚に対するMEG およびEEG 応答（Ａ00-0690-1） 
   聴覚刺激に対する聴皮質の機能評価のためにmagnetoencephalography（MEG）による検討を行った。

サルの一次聴覚野には純音刺激に対する音階局在性が確認されている。ヒトの聴覚野における純音の

周波数処理については、音刺激の提示条件やその検査法によって統一的な結果が得られず、サルの単

一神経活動記録で確認される結果とヒトの脳機能画像所見の間には依然大きな隔たりが存在する。こ

の研究の目的はMEGを用い、ヒト一次聴覚野における音階局在性を観察した。Ｐ５０、Ｎ１００の等



  

価電流双極子は横側頭回に局在し、刺激耳と反体側の大脳半球の反応が大きく、潜時も短かった。双

極子源の位置として、Ｐ５０はＮ１００よりわずかに前上方の横側頭回に求められ、各潜時の音階局

在性はそれぞれが渦状を呈し、Ｐ５０とＮ１００とではその空間的配列は逆転された形で観測された。

サルの単一神経活動記録で確認される結果に近似していると考えられた。嗅覚は現在解析中である。 
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5. 外木守雄(1), 山根源之(1), 佐藤一道(1), 塚本裕介(1), 有坂岳大(1), 中島庸也, 大櫛哲史 : 顎矯正手術による睡眠

呼吸障害への影響に関する研究 睡眠時無呼吸症候群への歯科の関わり, 日歯医会誌 27, 88, 2008. (歯科  

医学会を中心とした総合学的な研究を推進する集い, 東京) (1)市病・オーラルメディシン 

 



13．皮 膚 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 高橋 慎一 金属アレルギーのin-vitro testの開発―リンパ球幼若化試験（Ａ96-0710-2）

掌蹠膿疱症の臨床的研究(特に病巣感染、金属アレルギーとの関連について 

（Ａ96-0710-1） 

准教授 田中 一郎 コンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析システムの開発と臨床応

用 (文科省科研費17591877, Ａ07-0710-2, Ａ07-0710-3, Ａ07-0710-4) 

顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

（Ａ07-0710-6, Ａ07-0710-3） 

頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

（Ａ07-0710-8） 

講 師 川島 淳子 イオンスチーマーによるアンチエイジング効果の客観的評価、判定 

ソノフォレシスを用いたビタミンC導入による美白効果 

老人性色素斑無反射画像の自動定量ならびに治療と化粧による QOL 評価改善

（Ａ07-0710-1） 

光美肌機器の作用効果と安全性に関する基礎研究（Ａ08-0710-2） 

  

2．成果の概要 

1) 金属アレルギーのin-vitro testの開発―リンパ球幼若化試験（Ａ96-0710-2） 

 歯科治療に使用される補綴物の成分金属に対するアレルギーにより各種皮膚粘膜疾患が誘発され

る。これを歯科金属疹とも呼ぶ。これまでの研究により、ニッケル、コバルト、クロムの他にパラ

ジウム、金、水銀などで異汗性湿疹、扁平苔癬、掌蹠膿疱症、偽アトピー性皮膚炎などが誘発され

ることがあると報告されている。過去の報告例とは異なり、歯科金属アレルギーが自己免疫性水疱

症の悪化要因となる症例を経験したので、過去の報告例と併せて症例報告を行った。歯科・口腔外

科領域ではこのような自己免疫性水疱症患者が受診する可能性があり、十分に注意して対応する必

要がある。 

J Environ Dermatol Cutan Allergol 1(Suppl.1)，121, 2007  

アレルギーの臨 27(10), 795-800, 2007. 

   

2) 掌蹠膿疱症の臨床的研究(特に病巣感染、金属アレルギーとの関連について（Ａ96-0710-1） 

  （１）ビオチン血中濃度測定法の検証とビオチン内服による血中濃度の変動 

 市販のビオチン測定キット(competitive enzyme-linked assay)を用いてその有用性を検証した。

血清中のビオチン濃度測定においては、測定下限、上限があることと凍結融解の影響や測定日間

変動があることが判明した。ビオチン内服量はほぼ内服量に依存し、内服 9ｍｇと 12ｍｇでは有

意差ないことから、9ｍｇが適量であると結論された。 

（２）掌蹠膿疱症患者における骨関節炎、歯性病巣の合併、TNFα、IL-6、CD4/８の変動およびビオ

チンの皮疹、骨関節炎、病巣感染などに対する臨床効果 

 18名の掌蹠膿疱症患者の調査で骨関節炎は7名、歯性病巣は10名と高率に合併していた。しか



し、皮疹の重症度との関連については、歯性病巣とは関係なく、骨関節炎を有する症例の方が逆

に軽症であった。また、CD4/8およびTNF-αの変化は認められなかったが、4例でIL-6が上昇し

ていた。4例中3例で比較的重症の歯周囲炎があり、他の1例は腎盂炎を併発していた。しかし、

皮疹の重症度との関連は認められなかった。ビオチン投与は約75%の症例で有効で、内服前後の皮

疹のスコアで有意に低下していた。また、ビオチン投与全例で骨関節炎が軽減し、IL-6 値も有意

に低下していた。ただし、歯性病巣自体には効果がなく、歯性病巣治療開始によりさらにスコア

の改善を認めた。以上の結果より、掌蹠膿疱症ではIL-6が重症の病巣感染の指標になる可能性が

あること、および皮疹および骨関節炎共にビオチン 9mg 内服が約 3/4 の症例で有用であり、合併

する歯性病巣の治療を併用するとその治療効果を高められると考えられる。 

平成19年度～平成20年度科学研究費補助金（基盤研究C）研究成果報告書 

 

3）コンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析システムの開発と臨床応用 
(文科省科研費17591877, Ａ07-0710-2, Ａ07-0710-3, Ａ07-0710-4) 

顔面神経麻痺などの表情運動障害に対する診断や筋移植術などの治療効果の評価を目的として、

ビデオ撮影画像をもとに、Optical Flowを利用したコンピュータ解析による表情運動の定量的動

的解析システムを慶応大学工学部と共同で開発してきたが、三次元的な定量的評価法として本シ

ステムを改良し、臨床応用や検証を行なった。 

Facial Nerve Research Jpn 27,163～166, 2007  

Facial Nerve Research Jpn 27,167～169, 2007  

Proceedings of the IV Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery ,127

～131, MEDIMOND, Bologna,2007 

平成19年度～平成20年度科学研究費補助金（基盤研究C）研究成果報告書 

 

4）顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証（Ａ07-0710-6, Ａ07-0710-3） 

顔面神経麻痺による眉毛下垂に対する新たな再建術式の開発と検証 

陳旧性顔面神経麻痺による眉毛下垂・上方視野狭窄に対して、眉毛上皮膚切除に眼輪筋吊り上げ

と前頭筋タッキングを併用した、眉毛挙上術の新たな再建術式を開発した。６例に臨床応用を行

ない、術後経過において下垂の再発、上方視野狭窄の自覚症状の改善度などにより有効性の評価

を行なった。全例で健側眉毛との対称性と上方視野狭窄の自覚症状の大きな改善が見られ、特に

重苦しい印象の上眼瞼形態の改善が大きく、眉毛挙上術として１つの有用な方法と評価された。 

眼輪筋吊り上げと前頭筋タッキングを併用した皮膚切除による眉毛挙上術、 

Facial Nerve Research Jpn 27,207～209, 2007  

 

5）頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証（Ａ07-0710-8） 

Ａ)上顎癌切除後の新たな上顎再建術式の開発 

口蓋切除を伴う上顎全摘術後欠損の口蓋再建においては、安定した義歯の装着を可能とする下垂

の無い良好な口蓋形態が求められ、特に無歯顎の症例においては重要である。そこで、口蓋には

皮島を作成せず、単に欠損腔に筋皮弁を充填後、術中に装着したプレートに合わせた形態で、自

然の粘膜上皮化により口蓋が形成される上顎再建法を考案し、３例の臨床応用を行なった。術後



の合併症、再建口蓋や義歯装着の状態、整容的評価などを行い、１つの有効な再建術式であると

評価された。 

  日本頭頸部癌学会誌 33(2), 138, 2007 

 

Ｂ)膠原病を合併した頬部陥凹変形に対する遊離皮弁を用いた再建法の検討 

深在性エリテマトーデスは皮下脂肪組織を病変の主座とするエリテマトーデスであり、30-40歳台

の女性の顔面などに紅班や皮下結節を生ずる疾患で、ステロイド療法が効果的であるが、脂肪組

織の変性融解により陥凹変形を残す。特に顔面の陥凹変形は整容上の大きな問題となるが、その

再建法は殆ど報告されてこなかった。この頬部陥凹変形に対して、遊離皮弁移植術による整容的

改善をはかった２症例を経験し、再建法の有効性、問題点を検討した。 

日マイクロ会誌 21(2), 176～177 

 

Ｃ) 上・中顔面の再建の腫瘍切除後皮膚欠損に対する新たな皮弁再建術式の開発と検証 

顔面皮膚欠損に対しては、局所皮弁による再建が整容的には良好な結果が得られるが、顔面を

皮弁採取部とした場合は顔面に瘢痕を残し、また上顔面の再建には選択できる局所皮弁は限られ

る。上・中顔面の腫瘍切除後皮膚欠損に、耳前部を茎とする逆行性顎下部狭茎皮弁による再建術

式を考案し、５例に臨床応用を行なった。術後合併症や整容的評価を行ない、上・中顔面の中程

度の皮膚欠損に有用な再建法と評価された。 

日本頭蓋顎顔面外科学会誌 24(2), 145, 2007 

 
6）イオンスチーマーによるアンチエイジング効果の客観的評価、判定 

人肌に最適な湿度は50～70％とされる。冬に進行する肌の老化に対し、入浴、スチーマなどで

の加湿が有効であることは、経験的には明らかであったが、まだ実証されていなかった。 

動物実験ではイオンスチーマでの加湿により、コラーゲン産生能、角質水分量の上昇が確認され

ているが、人での客観的な効果判定は今のところなされていない。今回、スチームに白金電極放

電を作用させ生成される白金ナノ粒子含有ミストに抗酸化作用があることを検証し、健常人女性

12人のハーフフェイステストにより、白金ナノ粒子含有ミストをあて、角質水分量、表皮脂質量、

皮膚弾性、顔皮膚画像解析、表皮形態の観察などの指標によりその客観的評価、判定を行い、し

わに有効であることを確認した。 

http://www.mew.co.jp/corp/news/0608/0608-6.htm 

 

7）ソノフォレシスを用いたビタミンC導入による美白効果 

ソノフォレシスを用いたビタミン C 導入による美白効果を、雀卵斑、肝斑、日光黒子を主訴と

する女性64名のハーフフェイステストで検証。2ヶ月間、連日使用し、0, 2, 4および8週で計

測。視診、患者満足度と、ダーモスコピー・メラニンインデックスなどの機器で評価した。視診

による改善は20/64で認められ、他覚的にも改善効果が認められた。特に肝斑では12名中7名に

有効であった。 

  

 

 



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

川島 淳子 

老人性色素斑無反射画像の自動定

量ならびに治療と化粧による QOL

評価改善 

東京女子医科大学

東医療センター 

荒川区西尾久 

2-1-10 

田中 勝 

川島 淳子 
光美肌機器の作用効果と安全性に

関する基礎研究 

立川共済病院 東京都立川市錦

町4-2-22 

稲積豊子 

 
4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

高橋 慎一 歯性病巣の関連する皮膚疾患におけるビオチンの効用 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

田中 一郎 光映像技術を用いた表情解析に基づく顔面表情運動障害

の診断･治療支援システムの開発 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

 

 



論      文 

 

1. 高橋慎一 : 歯科と金属アレルギー, アレルギーの臨 27(10), 795～800, 2007. 総説 A96-0710-2 

 

2. 高橋慎一 : 皮膚科との連携を必要とする口腔粘膜疾患, 日歯評論増刊, 196～202, 2007. 総説 A96-0710-2, 

A99-0710-1 

 

3. 田中一郎, 南谷晴之(1) : 顔表情・顔面麻痺解析システム FEMAS-1 の評価スコアと麻痺度の関係, Facial N Res Jpn 

27, 163～166, 2007. 原著 A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省科研費 17591877 (1)慶大・理工・ 

 

4. 南谷晴之(1), 田中一郎, 中島龍夫(2) : 鏡一体型の頭部固定装置を用いた Optical Flow による顔表情の三次元的

定量的評価法, Facial N Res Jpn 27, 167～169, 2007. 原著 A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省科研費

17591877 (1)慶大・理工・,(2)慶大・医・形成外科 

 

5. 田中一郎, 川島淳子, 高橋慎一 : 眼輪筋吊り上げと前頭筋タッキングを併用した皮膚切除による眉毛挙上術, 

Facial N Res Jpn 27, 207～209, 2007. 原著 A-07-0710-6 

 

プロシーディングス 

 

1. Tanaka,I., Nakajima,T.(1), Minamitani,H.(2) : Computer based three-dimensional assessment of facial movement by 

optical flow after treatment of facial palsy, Proceedings of the IV Congress of the World Society for 

Reconstructive Microsurgery, 127～131, 2007. ( IV Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, 

Athens,Greece) A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省科研費 17591877 (1)慶大・医・形成外科,(2)慶大・理工・ 

 

その他 

 

1. 高橋慎一 : 歯性病巣の関連する皮膚疾患におけるビオチンの効用, 平成 19 年度～平成 20 年度科学研究費補

助金(基盤研究 C)研究成果報告書, 1～29, 2008. A96-0710-1、科研費・基盤(C) 

 

2. 田中一郎 : 光映像像技術を用いた表情解析に基づく顔面表情運動障害の診断・治療支援システムの開発, 平成

19 年度 科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書, 2008. A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省

科研費・基盤(C)17591877 

 

学会抄録 

 

1. 浮地賢一郎(1), 岡村泰斗(1), 森本光明(1), 山根源之(1), 高橋慎一 : An Experimental Model of Delayed Type 

Hypersensitivity with HgCl2, he 61th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORAL 

MEDICINE PROGRAM, 2007. (The 61th ANNUAL MEETING FO THE AMERICAN ACADEMY OF ORAL MEDICINE, 

San Diego, USA) A96-0710-2 脳科学研 実動施設 (1)市病・オーラルメディシン 

 

2. 田中一郎, 川島淳子, 高橋慎一 : 皮膚切除に眼輪筋吊り上げと前頭筋タッキングを併用した眉毛挙上術, 第 50 回

日本形成外科学会総会学会抄録, 238, 2007. (第 50 回日本形成外科学会総会, 東京) A-07-0710-3,A-07-0710-6 

 



3. 山内智博(1), 佐藤一道(2), 山根源之(1), 柿澤 卓(3), 髙野伸夫(4), 内山健志(4), 柴原孝彦(4),渡邊 裕(2), 田中一郎 : 

東京歯科大学口腔がんセンター 2 年間のあゆみ, 歯科学報 108(2), 177, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会  

(総会), 千葉) (1)市病・口腔がんセンター,(2)市病・オーラルメディシン,(3)口健臨・口外,(4)口外 

 

4. 石橋正史(1), 小山哲史(1), 長坂 武(1), 陳 科栄(1), 高橋慎一, 川島淳子, 細江直樹(2) : ステロイド治療に抵抗性を

示し、消化管病変を伴った Churg-Strauss 症候群の 1 例, 日皮会誌 117(4), 646, 2007. (第 106 回日本皮膚科学

会総会, 横浜市) A07-0710-5 (1)東京都済生会中央・皮,(2)東京都済生会中央・消化器内科 

 

5. 田中一郎, 南谷晴之(1) : 顔表情・顔面麻痺解析システム FEMAS-1 の評価スコアと麻痺度の関係, 第 30 回日本顔

面神経研究会学会抄録, 60, 2007. (第 30 回日本顔面神経研究会, 名古屋) A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,

文科省科研費 17591877 (1)慶大・理工・ 

 

6. 南谷晴之(1), 田中一郎, 中島龍夫(2) : 鏡一体型の頭部固定装置を用いた Optical Flow による顔表情の三次元的

定量的評価法, 第 30 回日本顔面神経研究会学会抄録, 60, 2007. (第 30 回日本顔面神経研究会, 名古屋) 

A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省科研費 17591877 (1)慶大,(2)慶大・医・形成外科 

 

7. 田中一郎, 川島淳子, 高橋慎一 : 眉毛上皮膚切除に眼輪筋吊り上げと前頭筋タッキングを併用した眉毛挙上術, 

第 30 回 日 本 顔 面 神 経 研 究 会 学 会 抄 録 , 76, 2007. ( 第 30 回 日 本 顔 面 神 経 研 究 会 , 名 古 屋 ) 

A-07-0710-3,A-07-0710-6, 

 

8. 田中一郎, 宮本純平(1), 小林尚史(1), 緒方寿夫(1), 中島龍夫(1), 河奈裕正(2), 村岡 渡(2), 川本義明(2) : 口蓋・鼻腔

に皮島を用いず口蓋プレート併用により、粘膜上皮による良好な形態の口蓋形成を行なう上顎再建法, 日本頭

頸部癌学会誌 33(2), 138, 2007. (第 31 回日本頭頸部癌学会, 横浜) A-07-0710-8 (1)慶大・医・形成外科,(2)慶大・医・

口腔外科 

 

9. Tanaka,I., Nakajima,T.(1), Minamitani,H.(2) : Computer based three-dimensional assessment of facial movement by 

optical flow after treatment of facial palsy, IV Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery 

Abstracts, 42, 2007. (IV Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery , Athens, Greece) 

A-07-0710-2,A-07-0710-3,A-07-0710-4,文科省科研費 17591877 (1)慶大・医・形成外科,(2)慶大・理工・ 

 

10. 新澤恭子, 川島淳子, 高橋慎一 : フッ化水素(HF)による化学熱傷の 1 例, 日皮会誌 117(6), 992, 2007. (日本皮

膚科学会第 806 回東京地方会, 東京) A08-0710-1 

 

11. 渡邊美佳, 田中一郎, 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋慎一 : 背部弾性線維腫の 4 症例, 第 15 回慶應義塾大学形

成外科同門会学術集会学会抄録, 10, 2007. (第 15 回慶應義塾大学形成外科同門会学術集会, 東京) 

 

12. 田中一郎, 伊東祥雄, 渡邊美佳, 川島淳子, 高橋慎一, 佐久間 恒(1) : 深在性エリテマトーデスによる頬部陥凹

変形に対する遊離皮弁を用いた再建, 日マイクロ会誌 21(2), 176～177, 2007. (第 34 日本マイクロサージャリー学会, 

福島) A-07-0710-8 (1)横浜市民病院・形成外科 

 

13. 田中一郎, 渡邊美佳, 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋慎一 : 逆行性顎下部狭茎皮弁による上・中顔面の再建, 日

本頭蓋顎顔面外科学会誌 24(2), 145～146, 2007. (第 25 日本頭蓋顎顔面外科学会, 東京) A-07-0710-8 

 

14. 渡邊美佳, 田中一郎, 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋慎一 : ミトコンドリア脳筋症による眼瞼下垂に対する治療経験, 

第 13 回千葉県形成外科研究会学会抄録, 31, 2007. (第 13 回千葉県形成外科研究会, 千葉) 



15. 伊東祥雄, 高橋慎一, 川島淳子, 高田篤史(1), 森本光明(1) : 金属アレルギーが増悪因子となった Oral 

pemphigus の 1 例, J Environ Dermatol Cutan Allergol 1(Suppl.1), 121, 2007. (第 37 回日本皮膚アレルギー・接触  

皮膚炎学会総会学術大会, 名古屋) A96-0710-2 (1)市病・オーラルメディシン 

 

16. 酒井克彦(1), 武田 瞬(1), 藤本 勝(1), 浮地賢一郎(1), 岡村泰斗(1), 高田篤史(1), 福島大平(1), 森本光明(1),    

外木守雄(1), 山根源之(1), 高橋慎一, 田中陽一(2) : 粘膜類天疱瘡に対して局所ステロイド薬密封療法を行った

3 例, 日口腔粘膜会誌 13(2), 96, 2007. (第 17 回日本口腔粘膜学会, 東京) A99-0710-1 (1)市病・オーラルメディシン, 

(2)市病・臨検 

 

17. 矢部健太郎(1), 武田 瞬(1), 藤本 勝(1), 浮地賢一郎(1), 岡村泰斗(1), 福島大平(1), 高田篤史(1), 森本光明(1),   

外木守雄(1), 山根源之(1), 高橋慎一 : レジンに含まれる HEMA による接触性粘膜炎と考えられた 3 例, 日口腔

粘膜会誌 13(2), 108, 2007. (第 17 回日本口腔粘膜学会, 東京) A07-0710-5 (1)市病・オーラルメディシン 

 

18. 武田 瞬(1), 藤本 勝(1), 浮地賢一郎(1), 岡村泰斗(1), 高田篤史(1), 福島大平(1), 森本光明(1), 山根源之(1),高橋慎一, 

田中陽一(2) : 口腔粘膜剥離上皮を用いた蛍光抗体直接法による類天疱瘡診断の有用性について, 日口腔科

会誌 57(1), 127, 2008. (第 61 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会, 神戸市) (1)市病・オーラルメディシン,(2)市病・臨検 

 

19. 渡邊美佳, 田中一郎, 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋慎一 : ミトコンドリア脳筋症による眼瞼下垂に対する治療経験, 

慶応医学 85(1), 60, 2008. (第 16 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会, 東京) 

 

20. 酒井成貴, 田中一郎, 高橋慎一, 伊東祥雄, 川島淳子, 渡邊美佳 : Triple Extramammary Paget's Disease の 1

例, 慶応医学 85(1), 65～66, 2008. (第 16 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会, 東京) 

 

21. 酒井成貴, 田中一郎, 渡邊美佳, 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋慎一 : 小陰唇肥大に対する治療経験, 日本形成

外科学会関東支部第 253 回東京地方会学会抄録, 2, 2008. (日本形成外科学会関東支部第 253 回東京地方会, 東京) 

 



14．泌 尿 器 科 
プロフィール 
１． 教室員と主研究テーマ 

教 授 丸茂  健 ホルモン治療施行中の前立腺癌患者における骨代謝の検討 

 石川 博通 男性不妊における凍結保存精液の応用（Ａ94-0730-2） 

講 師 宮地 系典 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム（Ａ99-0730-1） 

助 教 松本真由子 

 

腎細胞癌におけるFTY720によるMitogen-activated protein kinase(MAPK)の

活性化と抗腫瘍効果 

  

2．成果の概要 

1) ホルモン治療施行中の前立腺癌患者における骨代謝の検討 

 前立腺癌に対する内分泌治療は、治療がもたらす慢性的なアンドロゲンの抑制は骨粗鬆症の原因

となることが知られている。ホルモン治療による前立腺癌患者の骨密度の変化を測定し、骨代謝に

与える内分泌治療の種類、治療期間、患者年齢、栄養状態との相関を求める。得られた結果を基に、

骨粗鬆症の危険因子をさぐるとともに、予防と治療の方法を確立して、前立腺癌患者の QOL 維持と

改善の方法を検討する。 

 

2) 男性不妊における凍結保存精液の応用（Ａ94-0730-2） 

     配偶者間人工授精の目的で精子凍結保存を行った 29 例を分析してその有用性を検討した。その

結果、不妊症例では凍結不適例が多く、また融解後の精液所見が良好であった症例においてもIVF、

IUI を数周期行った症例では妊娠が成立しなかったことから、凍結精子を用いる授精の実施方法な

どに関しても十分考慮する必要があると考えられた。また癌化学療法例における精子凍結保存は児

を得るための唯一の方法であり極めて有用性は高いが、実施にあたって原疾患の主治医及び患者と

関係を緊密にすることが重要と考えられた。 

 

3) 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム（Ａ99-0730-1） 

 精子内CPK 濃度の測定；精液中の精漿と精子を完全に分離するためキャピラール攪拌密度勾配法、

Swim up 法、Cushion 法を施行し精子を分離し、その後 0.1％Triton X-100 を添加後超音波破砕機

に約10分かけ精子の細胞膜を破壊してイアトロセットCK-SキットでCPK 活性を測定した。但し精

子懸濁液に精漿が混合していないことを確認するためには acid phosphatase が検出されないこと

を指標とした。精漿中CPK濃度の測定；精液を3000×10min.遠心分離後上清である精漿を採取して

前記同様にCPK活性を測定した。精子内および精漿中CPKアイソザイムの同定；上記と同様の手法

で精子と精漿を完全に分離し、DEAEセファデックスを用いたイオン交換クロマトグラフィーでアイ

ソザイムを同定した。以上により、精子内のCPKアイソザイムはＭＭであり、精漿中CPKアイソザ

イムはＢＢであることがわかった。 

 

4) 腎細胞癌におけるFTY720によるMitogen-activated protein kinase(MAPK)の活性化と抗腫瘍効果 

 4種類の腎癌細胞株（ACHN,Caki-1,786O,769P)を用いて、FTY720によるMAPKの活性化と抗腫瘍効

果を検討した。Alamar blue法による細胞障害試験、TUNEL法、annexin-V法によるアポトーシスの

検出、Western blot 法によるシグナル伝達経路の解析を行い、FTY720 は 4 種類の腎癌細胞株にお



いて殺細胞効果を認め、MAPK pathwayのうちp38を活性化し、腎細胞癌にアポトーシスを誘導して

いることが分かった。 



論      文 

 

1. Ishikawa,H., Miyaji,K. : Cryopreservation of human sperm in patients with malignancy; 2 years’ experience, Reprod 

Med Biol 6(2), 127～132, 2007. 原著 

 

2. Katayama,M.(1), Takamatsu,K.(2), Kaneko,S.(2), Miyaji,K., Ishikawa,H. : HPLC for no stress screening of potential 

prostate cancer marker catechol estrogens in urine using a diamond electrode - electrochemical and fluorescence 

detector, J Sep Sci 30(4), 2279～2285, 2007. 原著 (1)明治薬科大学・薬学部・生体機能分析,(2)市病・産婦人科 

 

3. Kaneko,S.(1), Takamatsu,K.(1), Yoshida,J.(1), Miyaji,K., Ishikawa,H., Shinozaki,N.(2) : Individual tissue culture system 

in a disposable capsule with hypoxic atmosphere, Ann Cancer Res Therap 16(1), 8～11, 2008. 原著 (1)市病・産婦

人科,(2)市病・角膜センター 

 

学会抄録 

 

1. 宮地系典 : 内シャントの血流改善のため橈骨動脈を自己血管で再建した閉塞性動脈硬化症の 1 例, 日泌会誌 

98(2), 303, 2007. (第 95 回日本泌尿器科学会総会, 神戸) 

 

2. 松本真由子 : 侵入経路が不明な右腎異物(腎臓伏針)の一例, 日泌会誌 98(2), 399, 2007. (第 95 回日本泌尿器科

学会総会, 神戸) 

 



15．放 射 線 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 青柳  裕 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ99-0700-1） 

Microwave組織内加温の基礎的研究および臨床応用（Ａ00-0700-1） 

准教授 

 

助 教   

辰野  聡 

 

三井田和夫  

頭頚部領域におけるMRIの撮像法の最適化（Ａ03-0700-1） 

DVT予防を目的としたCT venographyの研究(Ａ7-0700-1) 

Balanced FFE法を用いたMR venographyの研究（A7-0700-2） 

助 教 清水  桜 頭頸部領域におけるMRIの撮像法の最適化（Ａ03-0700-1） 

  

2．成果の概要 

1) 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ99-0700-1） 

現在まで、頭頚部腫瘍27例，食道癌12例，婦人科腫瘍43例，乳癌1例，転移性腫瘍1例、のべ283

回の治療を行った。低線量率との線量率の違いによる生物学的効果を考えて、至適 1 回線量、分割

方法、至適総線量、外部照射との線量配分、線量評価点を検討する。当院で開発した、デンチャー

型3次元モールド・アプリケターによる3例も良好な結果を示している。 

 

2）Microwave組織内加温の基礎的研究および臨床応用（Ａ00-0700-1） 

 千葉大学工学部においてMicrowave組織内加温装置のSAR、温度分布、加温アンテナの至適刺入間隔、

必要な出力等についてコンピューターによるsimulationとファントームを用いた測温による共同実

験を行っている。 

この基礎実験により、組織内加温システムがある程度形づくられた。根治的治療として 4 例を経験

した。 

4例とも加温部位の再発は無く、1例は他部位の再発で死亡、1例は他病死したが他の2例は3年 

および 4 年の観察期間で無病生存である。今後、症例を蓄積しつつ最終的システムを構築する予定

である。 

   

3）頭頚部領域におけるMRIの撮像法の最適化（Ａ03-0700-1） 

頭頸部は小さな領域内に微細な組織及び血流をもち複雑な構造を呈するので、画像診断において

は高い空間分解能が要求される。この領域における画像診断はMRIとCTが主たるものであるが、そ

れぞれの方法で頭頸部に特有なアーチファクトを生じやすく、良好な画像をえるには難しい領域で

ある。濃度分解能はMRI の方が優れているが、腫瘤性病変においては良悪の鑑別がMRI でも困難な

例がある。この研究の目的は当科に設置されている MRI にて、空間分解能向上の検討、脂肪抑制法

の検討、腫瘤性病変における良悪の鑑別を検討し、臨床的撮像法の工夫をすることである。現在は

拡散強調画像などを用い良悪性の鑑別を検討予定である。また、新型の MRI を用い、顎関節に関し

ても動態画像を含め撮像法を探求する予定である。 

 

 

 

 



 4) DVT予防を目的としたCT venographyの研究(Ａ07-0700-1) 

深部静脈血栓症（DVT）の高リスク手術である股関節、膝関節手術におけるDVT予防法として間歇

的空気圧迫法の有用性が知られているが、DVTがすでに存在する場合は禁忌である。間歇的空気圧迫

法を使用するさいにDVTを除外する目的で骨盤下肢造影CTを施行することで間歇的空気圧迫法施行

時の安全性が高まるものと推定される。股関節、膝関節手術術前検査としての造影CTの有用性の有

無について検討することが本研究の目的である。これまでに60例以上の症例に実施し臨床的有用性

が推定されている。今後さらに症例を増加し検討したい。 

 

5)Balanced FFE法を用いたMR venographyの研究（A7-0700-2） 

  MRIの高速撮像法のひとつであるBalanced FEE法を下肢静脈に応用し静脈像を得ることを試みて

いる。表面コイルの工夫などで良好な画像が得られており、不全交通枝の描出が容易となった。臨

床的有用性を評価し発表する予定である。 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

青柳 裕 Microwave組織内加温の研究 千葉大学工学部 千葉市 伊藤 公一 

 

4.教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者  

（著者） 
年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

辰野 聡 2007. 6. 9 脊椎偏性疾患(頸椎) 
第26回Radiology Update 

Fukuoka 
福岡市 

辰野 聡 2007.10.17 
一筋縄ではいかない「腹痛」 

－画像診断で分かること－ 
足立区医師会教育講演 東京 

辰野 聡 2007.10.25 放射線治療後の変化 第20回頭頚部放射線研究会 名古屋市

 

 



解      説 

 

1. 辰野 聡 : The imaging cases Case 3, Case4, 日独医報 52(1), 110～123, 2007. 

 

2. 辰野 聡, 清水 桜, 青柳 裕, 福田国彦(1) : 【腫瘍との鑑別が必要な骨軟部疾患】 脊椎, 臨放 52(4), 497～504, 

2007. (1)東京慈恵会医大・放射線医学 

 

3. 辰野 聡 : 【マルチモダリティによる Head & Neck Imaging 2007 臨床編 日常臨床における戦略と選択】 頸部骨軟

部組織・リンパ節, INNERVISION 22(5), 66～68, 2007. 

 

4. 辰野 聡 : [医療工学の進歩とがん画像診断への応用] コンピューター断層撮影(CT) マルチスライス CT 現状そし

て未来, 最新医学 62(6), 1152～1156, 2007. 

 

5. 辰野 聡, 清水 桜, 三井田 和夫, 青柳 裕 : 骨腫瘍に類似した画像所見を呈する病態, 画像診断 27(8), 990, 

2007. 

 

学会抄録 

 

1. 辰野 聡 : 放射線治療後の変化, 日医放 67, S500, 2007. (第 20 回頭頚部放射線研究会, 名古屋市) 

 

2. 辰野 聡 : 大腿骨近位部骨折の術前検査としての CT venography DVT の予防を目的として, 日本医学放射線学

会学術集会抄録集 66, s170～s171, 2007. (第 66 回日本医学放射線学会学術集会, 横浜市) A07-0700-1 

 



  

16． 麻 酔 科 
 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授  小板橋俊哉 強制温風式患者加温システムによる全身麻酔中の低体温予防効果 

講 師 大内 貴志 全静脈麻酔が術後悪心・嘔吐に及ぼす影響 (Ａ08- 0740-1) 

  脳外科血管内手術の際の体温保持の試み (Ａ08- 0740-2) 

 芹田 良平 脳下垂体ホルモンであるオキシトシンが敗血症の心筋および血管

系におよぼす影響  (Ａ08- 0740-3) 

 縣  秀栄 高用量レミフェンタニル麻酔後の痛覚過敏対策としてのレミフェ

ンタニル減量セボフルラン増量法の有用性(Ａ08- 0740-4) 

助 教 梅村 直治 ブトルファノール併用、低用量ロピバカイン硬膜外腔持続注入によ

る術後鎮痛（Ａ02-0740-2） 

  硬膜外腔に注入された局所麻酔薬のくも膜下腔移行の研究 

臨床専修医 湯村 潤子 レミフェンタニル麻酔中の声門閉鎖の頻度の検討(Ａ08- 0740-5) 

  

2. 成果の概要 

1）全静脈麻酔が術後悪心・嘔吐に及ぼす影響(Ａ08- 0740-1) 

術後悪心・嘔吐（Postoperative Nausea and Vomiting: PONV）は、小さな問題ではあるが、

患者の術後満足度を低下させる要因の一つである。亜酸化窒素とセボフルランは PONV の頻度を

上昇させ、プロポフォールは PONV を低下させる。今回、自発呼吸数をフェンタニル追加投与の

指標にした上で、プロポフォールとフェンタニルによる全静脈麻酔が、PONVに及ぼす影響を検討 

する。 

 

2）脳外科血管内手術の際の体温保持の試み (Ａ08- 0740-2) 

手術中の低体温は、狭心症を含む術後心血管系の合併症の発症率や、術後感染症の発症率を増

加させ、術後出血量を増加させることが知られている。脳外科血管内手術の際は造影を行う必要

上、体温保持の機器を使用できないため、全身麻酔中はしばしば低体温を経験する。近年、患者

の体の下に敷くタイプの温風式加温装置用のエアーブランケットが開発された。この装置を用い

ることで、脳外科血管内手術の際の低体温が予防可能かを検討する。 

 

3）脳下垂体ホルモンであるオキシトシンが敗血症の心筋および血管系におよぼす影響 

(Ａ08- 0740-3) 

   敗血症ではhyperdynamic stateにおいてもすでに心筋収縮力、心拍出量が低下し、これは酸

素供給量を低下させ、組織における酸素需給を悪化させる。そのため、心機能の維持は敗血症で

は重要な課題である。今回、Lipopolysaccharide により誘導されたラット敗血症モデルを用い、

敗血症早期より脳下垂体ホルモンである oxytocin を投与することで、敗血症心筋の心機能を改

善するかを評価する。 

 

 

 

 



  

4）高用量レミフェンタニル麻酔後の痛覚過敏対策としてのレミフェンタニル減量セボフルラン 

増量法の有用性(Ａ08- 0740-4) 

レミフェンタニルは、フェンタニルと同等の鎮痛作用と、短い半減期のため、術中の鎮静薬

を減量することができる。しかし、高濃度でのレミフェンタニル使用にともなう急性耐性や痛覚

過敏のため、術後の鎮痛薬の使用量が増加するとの報告もある。 そこで、術中のレミフェンタ

ニルの使用量を制限し、セボフルランの濃度調節により鎮静だけでなく、鎮痛補助も行うことで、

術後の痛覚過敏を抑制し術後の鎮痛薬の使用量を減少させることが可能かを検討する。 

 

 5）ブトルファノール併用、低用量ロピバカイン硬膜外腔持続注入による術後鎮痛（Ａ02-0740-2） 

新しい長時間作用型の局所麻酔薬であるロピバカインは、従来用いられて来たブピバカインと

比較して中枢毒性や心毒性が低いことが特徴である。ロピバカインを術後鎮痛目的で硬膜外腔へ

持続注入する場合には、0.2％溶液を6ml/hrの速度で使用することが推奨されているが、大容量

の持続注入器を必要とすることが欠点として挙げられる。そこで当研究では、拮抗性鎮痛薬であ

るブトルファノールをロピバカインに併用することによって、持続注入速度を減少させることが

可能か否か術後痛の程度から検討する。さらに、年齢による鎮痛効果の差があるかを調べ、年齢

に応じた硬膜外腔注入薬の内容について考察する。 

 

 6）レミフェンタニル麻酔中の声門閉鎖の頻度の検討(Ａ08- 0740-5) 

 ラリンジアルマスクを用い気道確保した場合には、筋弛緩薬を併用することなく調節呼吸を

行うことが可能である。しかし、特に麻薬使用下においては声門閉鎖が突然生じ、陽圧換気が困

難となることを時々経験する。声門閉鎖の実際の頻度については不明であることから、今回、麻

薬であるレミフェンタニル濃度を低・中等量で用い。ラリンジアルマスク挿入下に調節呼吸を行

い声門閉鎖をファイバー気管支鏡によって観察し、その頻度を検討する。 



論      文 

 

1. 小板橋 俊哉 : 「麻酔科研修における TIVA/TCI 教育の意義」によせて, 日臨麻会誌 27(7), 639, 2007. 総説 

 

2. 冨永亜紀, 小板橋俊哉, 大内貴志, 伴 理香, 印南靖志, 梅村直治 : アンダーボディブランケットによる温風式

加温システムの術中低体温予防効果, 臨麻 31(9), 1455～1459, 2007. 原著 

 

3. 小板橋 俊哉, 印南靖志, 冨永亜紀, 大内貴志, 梅村直治 : ICU における BIS モニター使用に関する意識調査, 

日集中医誌 14(4), 613～614, 2007. 原著 

 

4. 小板橋 俊哉 : 麻酔科研修における TIVA/TCI 教育の意義 TIVA/TCI の現状, 日臨麻会誌 27(7), 652～657, 

2007. 総説 

 

5. 小板橋 俊哉 : ICU における BIS モニター活用の実際(2), 呼吸器ケア 3(1), 106～113, 2007. 総説 

 

6. 小松本 悟 (1), 遠田光子(2), 大友 建一朗(3), 木下佳子(4), 小板橋 俊哉, 武島 仁(5), 戸田 由美子(6), 村上史高(7),

森谷忠生(8) : 人工呼吸器の教育プログラム., 患者安全推進ジャーナル 19, 54～65, 2007. 総説 (1)足利赤十字

病院,(2)宇都宮社会保険病院,(3)青梅市立総合病院,(4)NTT 東日本関東病院,(5)龍ヶ崎済生会病院,(6)東名厚木病院,   

(7)岡山旭東病院,(8)聖路加国際病院 

 

7. 梅村直治, 小板橋 俊哉 : 上腹部開腹術後の硬膜外腔持続鎮痛法で用いるフェンタニル併用ロピバカインの注入

速度が術後鎮痛効果に及ぼす影響, 臨麻 32(2), 185～90, 2008. 原著 A02-0740-2 

 

8. 森崎重規(1), 小板橋 俊哉, 外木守雄(1), 小澤靖弘(1), 山根源之(1) : 顎変形症術後痛に対するブトルファノール持

続皮下注の効果, 臨麻 32(2), 196～200, 2008. 原著 (1)市病・オーラルメディシン 

 

単行図書 

 

1. 小板橋 俊哉: 共訳 :ミラー麻酔科学第 6 版 , メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, 2007. 

 

2. 小板橋 俊哉: 共著 :日常診療に役立つ高齢者の周術期管理 , 真興交易, 東京, 2007. 

 

3. 小板橋 俊哉: 編集 :デクスメデトミジンの使い方 基礎と応用 , 真興交易, 東京, 2007. 

 

学会抄録 

 

1. 冨永亜紀, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋 俊哉 : アンダーボディブランケットによる温風式加温システ

ムの術中低体温予防効果, J Anesth 21(Suppl), 123, 2007. (日本麻酔科学会第 54 回学術大会, 札幌) 

 

2. 小板橋 俊哉 : 麻酔科医が貢献する病院の医療標準化－コンプライアンスの問題点から麻酔科医増加戦略まで－, 

日病院会誌 54, 2007. (第 57 回日本病院学会, つくば) 

 

3. 多田和弘(1), 花上伸明(1), 森崎重規(1), 渡邊 裕(1), 小澤靖弘(1), 外木守雄(1), 小板橋 俊哉, 山根源之(1) : 顎矯正

手術の疼痛管理、および悪心嘔吐対策の検討, 日口腔外会誌 53(suppl), 96, 2007. (第 52 回日本口腔外科学会 

総会, 名古屋市) (1)市病・オーラルメディシン 



4. 縣 秀栄, 小板橋 俊哉, 梅村直治, 大内貴志, 印南靖志, 花上伸明(1), 多田和弘(1) : 顎変形症患者の術後痛  

および頻脈に対するランジオロールの効果, 歯科学報 107(4), 454, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会),   

千葉市) (1)市病・オーラルメディシン 

 

5. 縣 秀栄, 小板橋 俊哉 : レミフェンタニルを使用した長時間麻酔後のシバリングに難渋した症例, 日歯麻会誌 

35(4), 99, 2007. (第 35 回日本歯科麻酔学会学術集会, 北九州市) 

 

6. 縣 秀栄, 小板橋 俊哉 : 口腔外科患者の集中治療室を利用した術後管理, 日歯麻会誌 35(4), 177, 2007. (第 35

回日本歯科麻酔学会学術集会, 北九州市) 

 

7. 伴 理香, 小板橋 俊哉, 印南靖志, 冨永亜紀, 高野慧玲, 内藤夏子 : 低用量レミフェンタニル麻酔後にシバリン

グが発現した 1 症例, 日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 47 回合同学術集会 プログラム・抄録集 47, 

121, 2007. (日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 47 回合同学術集会, 宇都宮市) 

 

8. 縣 秀栄, 伴 理香, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋 俊哉 : 術後鎮静にデクスメデトミジンが有効で 

あった有機溶剤精神病(トルエン中毒)の一例, 日臨麻会誌 27(6), 212, 2007. (日本臨床麻酔学会第 27 回大会, 東京) 

 

9. 高野慧玲, 大内貴志, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋 俊哉 : 救急救命士の挿管実習への同意取得に要する麻

酔科医の労力を削減するための工夫, 日臨麻会誌 27(6), 324, 2007. (日本臨床麻酔学会第 27 回大会, 東京) 

 

10. Tominaga,A., Koitabashi,T., Oouchi,T., Ban,R., Takano,E. : Efficacy of an underbody forced-air warming blanket 

for the prevention of intraoperative hypothermia. , Anesthesiology 107(Abstract), A91, 2007. (American Society of 

Anesthesiologists 2007 Annual Meeting, San Francisco) 

 

11. Innami,Y., Koitabashi,T., Umemura,N., Oouchi,T., Tominaga,A. : The marked increase of pulse amplitude value can 

represent the successful spinal anesthesia. , Anesthesiology 107(Abstract), A382, 2007. (American Society of 

Anesthesiologists 2007 Annual Meeting , San Francisco) 

 

12. Koitabashi,T., Naitou,N., Oouchi,T., Innami,Y., Umemura,N. : An approach to uniformly display both video 

laryngoscope screen imaging and monitored variables. , Anesthesiology 107(Abstract), A599, 2007. (American 

Society of Anesthesiologists 2007 Annual Meeting , San Francisco) 

 



17．精 神 ・ 神 経 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

      准教授   吉野 文浩 アルツハイマー型認知症と選択的意味記憶障害例における 

     意味記憶障害構造の分析と比較（Ａ02-0750-1） 

   講 師   大川原 浩 軽度認知障害の精神症候学的研究 

      レジデント 三浦聡太郎 （臨床精神医学） 

 

 2．成果の概要 

1）アルツハイマー型認知症と選択的意味記憶障害例における意味記憶障害構造の分析と比

較（Ａ02-0750-1） 

    当研究室で作成した意味記憶検査バッテリーを約 30 例のアルツハイマー病に施行し

て、アルツハイマー病の意味性失名辞（呼称と指示の 2方向性の障害）と意味記憶障害

を詳細に検討した。その結果、前者は言語表象、視覚表象、意味システムの間のアクセ

ス障害により生じ、後者は意味システムにおける表象横断的な意味属性の喪失として発

現していることが示唆され、ピック病の意味認知症とは大きく異なる特徴を明らかにす

ることができた。この研究成果は平成 20 年 11 月開催予定の第 32 回日本高次脳機能障

害学会にて発表予定である。 

 

2）軽度認知障害の精神症候学的研究 

全般的知的機能が正常である軽度認知障害の診断は、本人もしくは周囲の者からの部

分的な認知機能低下の訴えに依存するところが大きいため、本障害を客観的に診断する

ことはしばしば困難である。このような問題を踏まえて、本障害の診断に有効となる他

覚的な精神症候学的所見の抽出を試みている。 

 



論      文 

 

1. Nakachi,R.(1), Muramatsu, T.(2), Kato,M.(2), Akiyama,T.(1), Saitou,F.(2), Yoshino,F., Mimura,M.(3), Kashima,H.(2) : 

Progressive prosopagnosia at a very early stage of frontotemporal lobar degeneration, Psychogeriatrics 7(4),  

155～162, 2007. 症例 (1)駒木野病院,(2)慶大・医・精神神経科,(3)昭和大・医・精神科 

 

単行図書 

 

1. 吉野文浩(a),(b): 著分担 :知っておきたい精神医学の基礎知識－サイコロジストとコ・メディカルのために (a)脳と 

神経の症状－高次脳機能障害／脳局在症候群 109～114 頁,(b)器質性・症状性精神障害 143～147 頁, 誠信

書房, 東京, 2007. 

 



18．臨 床 検 査 科 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教  授  宮内 潤  

1) 小児白血病の増殖・分化調節機構と発症機序の解明 

2) 小児腫瘍組織分類アトラスの作成  

教  授  田中 陽一  

1) 口腔癌の病理組織学的研究  

    特に上皮内伸展癌、上皮性異形成と早期癌、予後予測因子について 

 2) 口腔細胞診 口腔がん検診と細胞診、口腔粘膜疾患の細胞診 

 

2.  成果の概要 

（１）ダウン症新生児に見られる一過性骨髄増殖症の自然治癒機構の解析 

小児期には成人のがんにみられない特異な細胞生物学的性格を有する腫瘍がある。無治療で自然治

癒をきたす現象は小児がんのユニークな特徴の一つであるが、この機序は現在までほとんど解明され

ていない。ダウン症新生児における一過性骨髄増殖症(Transient myeloproliferative disorder; TMD) 

は自然治癒をきたす小児がんの代表的な疾患である。細胞生物学的ならびに分子生物学的方法を用い

て自然治癒機構に関する研究を継続中である。今年度は胎児肝および骨髄の造血微小環境を構成する

間質細胞とTMD細胞の共培養実験を行い、TMD細胞の増殖が胎児肝の微小環境につよく依存しているこ

とを明らかにした。このことは、造血の場が生後肝臓から骨髄に移行することとTMDの自然治癒に何

らかの関連がある可能性を示すものである。 

（２）小児腫瘍組織分類アトラスの作成  

小児がんは通常の医療施設ではきわめて稀な疾患であり、その病理組織分類や生物学的悪性度を予

測するための組織学的評価方法などが、一般の病理医には知られていない面が少なくない。病理診断

におけるこれらの要点を明快な図譜とともに解説するための小児腫瘍組織分類アトラス作成に関わ

ってきた。本年度は「小児腫瘍組織カラーアトラス第４巻：小児腎腫瘍」を出版した。 

（３）舌癌の Breadloaf step sectioning(BLSS)検索法を含めた、舌癌取扱い指針（日本口腔腫瘍学

会WG）は完成し、現在下顎歯肉（口腔腫瘍19（2）37-124）、頰粘膜、硬口蓋（現在WGにて作業中）

と口腔癌全体の取扱い指針作成に向けて進行中である。また口腔外科学会との共同の、口腔癌治療ガ

イドライン（舌癌）（口腔腫瘍 19（3）139-161）も完成し、現在出版準備中である。これらの病理学

的な基礎データは、研究テーマ1）の資料に基づく。 

（４）口腔がんを含む粘膜疾患の口腔細胞診については、日本臨床細胞学会（46 回秋季大会タスク  

ファース、口腔粘膜腫瘍の細胞診—口腔がん検診へのアプローチ19年12月1日）で発表した。また

市川市歯科医師会と共同で、病診連携システムを基盤とした、Oral cancer detecting system Ichikawa 

network(OCDSIN)を立ち上げ、現在進行中である。一応の成果は日本歯科医学会にて発表する。 

 



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

宮内 潤 小児固形腫瘍の生物学的特異性の解

明と新たな病理組織分類アトラスの

作成 

千葉県こども病院 千葉市 堀江 弘

田中 陽一 早期食道癌の臨床・病理組織学的検討 国立療養所久里浜病院 横須賀市 横山 顕

 

4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

堀江 弘 小児固形腫瘍の生物学的特異性の解明と新たな病理組織分類

アトラスの作成 

がんの子供を守る会

治療研究助成金 

横山 顕 早期食道癌の臨床・病理組織学的検討 班研究費 

 

5．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

宮内 潤 2007.10.20 ダウン症児における巨核芽球性

白血病の発症機序（教育講演） 

第28回日本病理学会千葉

地区集会 

千葉市 
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プロフィール 
1. 教室員と主研究テーマ 

教 授・センター長 山根 源之 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

講 師 山内 智博 ＨＡ薄膜インプラントに関する研究（Ａ03-047-01） 

助 教 岡崎雄一郎 口腔癌の早期診断に関する実験的研究（Ａ02-0620-1） 

 

2. 成果の概要 

1) 早期舌癌切除断端における上皮性異形成の評価  

―上皮性異形成再発症例の免疫組織化学的検討― 

口腔癌の切除断端における上皮性異形成の診断は、予後の評価に重要な意味を持っており、

特にその取り扱いは、十分に留意する必要がある。上皮性異形成は無症状で経過するものが多

いが、中には再発、癌化を繰り返すものもある。 我々は、口腔癌治療ガイドライン作成にあ

たり、舌癌の早期診断基準の確立を目標として以下の研究を行った。 

今回われわれは、 切除断端に腫瘍細胞を認めない早期舌癌症例に対して、p53 ならびにKi-67

の免疫組織化学的検討を行い、上皮性異形成の検索と予後の評価を行った。対象症例の１４例

中、癌の再発はなく、上皮性異形成の再発を２例に認め、両者ともに初回手術時の切除断端は

p53、Ki-67ともに陽性所見を示しており、また再発時の切除物においても同様な陽性所見が認

められた。 

以上より、 p53およびKi-67陽性を認める上皮性異形成は、形態学的変化を伴いやすく、将来

的に上皮性異形成の再発、もしくは癌化する可能性を有していることが考えられ、病変の局所

再発に留意し慎重な経過観察が必要であると思われた。本研究成果は臨床においても有用と思

われ、予後の評価に役立てている。 

Asian J Oral Maxillofac Surg 19, 89～95, 2007 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

山内 智博 頭頸部放射線性口腔乾燥症に対するサラジ

ェン投与の検討（使用成績調査） 

キッセイ薬品工

業 株式会社 

東 京 大森 康弘 

岡崎 雄一郎 頭頸部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助

化学療法の検討（多施設共同臨床試験） 

先端医療振興財

団 臨床情報 

研究センター 

神戸市 佃 守   

横浜市立大学

耳鼻咽喉科 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

岡崎 雄一郎 口腔癌治療ガイドラインの作成に向けて 
舌癌・下顎歯肉癌の早期診断基準の確立 

東京歯科大学学長奨励研究助成 

 

 

 

 



  

5. 研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

山内 智博 2007.10.21 小児エナメル上皮腫の診断と治

療 

第19回日本小児口腔外科学

会 

北九州市

岡崎雄一郎 

 

 

2007.10.25 StageⅡ舌癌の標準的治療法とは

－StageⅠ・Ⅱ舌癌切除断端の検

索－ 

第45回日本癌治療学会総会 京都市 

岡崎雄一郎 

 

 

2008.1.25 頬粘膜・口底扁平上皮癌の手術症

例における臨床病理学的検討 

第26回日本口腔腫瘍学会総会 別府市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

山内 智博 2007. 5.12 口腔がんセンターとは 管松会 

（オーラルメディシン・口腔

外科学講座同門会） 

東京 

山内 智博 2007. 6.28 栄養調整剤の臨床における評価 テルモ株式会社 市川市 

山内 智博 2007.10.27 口腔粘膜疾患と口腔がんについて 市川・浦安歯科医師会 

金曜会 

市川市 

山内 智博 2007. 9.23 プラトンインプラント 

ベーシックコース 

久留米大学 

歯科口腔外科内 

久留米インプラント研究会 

久留米市

山内 智博 2007.12.21 プラトンインプラント 

ベーシックコース 

心和会新八千代病院 八千代市
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