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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） 

 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予防のための口腔ケア方法（Ａ00-0620-1） 

糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク（Ａ08-0620-2） 

 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） 

 武安 嘉大 口腔乾燥症、シェーグレン症候群に関する基礎的並びに臨床的研究

（A94-0620-1） 

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（Ａ

01-0620-1） 

 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） 

 渡邊 伸也 口腔上皮性異形成の癌化能に関連する遺伝子発現の検索（Ａ03-0620-3） 

 有坂 岳大 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の適応に関する検討（Ａ

07-0620-2） 

レジデント 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（Ａ07-0620-2） 

 山崎 喜範 糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク（Ａ08-0620-2） 

 内田  淳 呼吸器管理下における感染予防のための口腔ケア方法（Ａ00-0620-1） 

 栗山 智宏 呼吸器管理下における感染予防のための口腔ケア方法（Ａ00-0620-1） 

 市川 貴士 口腔乾燥症、シェーグレン症候群に関する基礎的並びに臨床的研究（Ａ

94-0620-1） 

 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（Ａ07-0620-01） 

 枝広あや子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

 今村 真樹 口腔乾燥症、シェーグレン症候群に関する基礎的並びに臨床的研究（Ａ

94-0620-1） 

 福澤 幸子 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（Ａ

01-0620-1） 

 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） 

 會田 貴久 糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク（Ａ08-0620-2） 

 佐野智恵美 

 

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） 



 黒川 貴史 骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

 野澤亜也子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

 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（Ａ98-0620-1） 

 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） 

 井桁 薫子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

 田村 美樹 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） 

 並木 修司 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） 

 長谷川直紀 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

 相川 真澄 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） 

 羽田 有沙 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（Ａ

01-0620-1） 

大学院生 齊藤 朋愛 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） 

 高市 真之 口腔粘膜上皮細胞に関する基礎的研究（Ａ07-0620-03） 

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

 野口 沙希 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） 

 藤代 結香 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） 

 三條 祐介 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

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

 伊川 裕明 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） 

 市島 丈裕 口腔上皮性異形成の癌化能に関連する遺伝子発現の検索（Ａ03-0620-3） 

 大石 晶子 口腔乾燥症、シェーグレン症候群に関する基礎的並びに臨床的研究（Ａ

94-0620-1） 

 斎藤 寛一 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） 

 山科 光正 口腔上皮性異形成の癌化能に関連する遺伝子発現の検索（Ａ03-0620-3） 

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 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討（Ａ07-0620-2） 

 潮田 高志 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究（Ａ07-0620-01） 

 

2. 成果の概要 

1) ニッケル DTH マウスモデルおよび寛容化マウスに対するリンパ球幼若化試験および Cytokine 

profileの差異の検討 

当講座にて作製したニッケル DTH マウスモデルのプロトコールに従い、口腔粘膜および皮膚感作マウ

スを作製した。また、抗原の経口単回投与にて寛容化させ、実験群をそれぞれ、対照群，皮膚感作群，

口腔粘膜感作群，寛容化群に設定した。各動物より顎下リンパ節および脾臓を摘出し、リンパ球浮遊



液を調整した。同検体を用い、NiSO4 による LTT および培養上清の ELISA 分析による

Cytokine(IL-2,IL-4,IL-10,IFN-γ)産生の測定を行った。脾臓リンパ球を用いた LTT では、対照群を

除いたすべての群において 400μg/ml の抗原添加濃度でその増殖のピークを示した（顎下リンパ節の

リンパ球を用いた同試験は現在検索中）。感作マウスモデルにおいて、寛容化群が感作群と同様なニッ

ケルに特異的なリンパ球増殖を示したが、そのCytokine profileには大きな違いが認められた。これ

は、制御性T細胞の増殖を反映している可能性が考えられ、今後、同T細胞が特異的に産生するCytokine

についての分析が必要と考える。 

日本口腔診断学会 22(1), 146, 2008 

 

2) 顎変形症に対する顎矯正手術前後における睡眠呼吸状態の変化に関する検討 

対象は咬合の改善を目的とした顎矯正手術前後でPSG検査を行った症例とした。なお検査値等の解析、

学会等への公表に関しては当院倫理委員会の承認を受けており、同意を得た症例のみを対象とした。今

回は、症例の顎骨の前後的な移動と PSG 検査の結果を解析した。また術中に内視鏡下で顎骨の移動に伴

う咽頭気道の変化の観察した。なおPSG検査はRespironics社製Alice4を用い、術後の評価は手術約6

ヶ月後に行った。顎骨の前後的な移動と PSG 検査結果から、下顎骨の移動よりも上顎骨の移動に伴う睡

眠呼吸障害の変化がより顕著にみられた。顎矯正手術前後での睡眠呼吸障害の変化には上顎骨の移動が

より関与していることが確認された。この結果は OSAHS に対する顎矯正手術の適応にあたっての一つの

判断材料になるものと考えられた。 

第40回睡眠呼吸障害研究会 プログラム・抄録 4 

 

3) 口腔前癌病変におけるCytokeratinの発現について 

口腔領域における白板症の5~10%は癌化すると言われており、特に高度上皮異形成の取り扱いは重要で

ある。また、視診において上皮異形成の程度および早期癌かの診断は困難であり病理組織学的手法によ

る診断が重視されている。これまで我々は上皮異形成における遺伝子学的検討を行ってきた。これまで

の結果では cytokeratin14 は、組織の異型が強くなるにつれ発現率は低下し、一方 cytokeratin19 は発

現率の上昇が認められた。また近年 cytokeratin13、17 が癌化移行期における病体に関与していること

が報告されている。今回、この発現の違いに注目し、発癌過程における Keratin 分子種の発現を評価、

検討した。方法は4NQO誘発口腔内発癌モデルラットから舌を摘出し、舌背の変化が生じた部位を中心に

矢状断に分割、それぞれパラフィン包埋用、遺伝子解析用の試料とした。HE染色後にno change、dysplasia、

early cancerに分け、同一切片より、cytokeratin13,14,17,19の免疫組織科学的染色を行い、各部位に

おける陽性細胞率をカウントし、発現パターンの比較検討を行った。腫瘍部位における染色範囲の 25%

以下を弱陽性、25~75%を中等度陽性、75%以上を強陽性として分類した。遺伝子解析は切片上から各部位

の細胞をLaser Microdissection法にて採取したものをRT-PCRにて解析した。その結果、発癌過程にお

けるno change、dysplasia、early cancerの各部位において、各種cytokeratinの発現パターンは変化

した。この結果より上皮異形成、早期癌の診断において Keratin 分子種の発現パターンの評価が有用で

あることが示唆された。また、複数の Keratin 分子種の発現パターンを組み合わせることが重要である

ことがわかった。 

第27回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 プログラム・抄録集 112, 2009 

 



 

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 

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 

受 賞 

受賞者名 年月日 賞  名 テーマ 学会・団体名 

西久保周一 2008.8.21～22 優秀ポスター賞 

 

「Intraductal papilloma 

の悪性型病変の一例」 

第 19 回日本臨床口

腔病理学会総会 



宮本  郷 2008. 6.28 Poster Award 
2nd Place賞 

「An Integrated System 
for Three-Dimensional 
Data Utilization in 
Maxillectomy Model 
Applications : 
Three-Dimensional 
Scanning, Solid Modeling 
and Finite Element 
Analysis」 

「An Integrated 
System for 
Three-Dimensional 
Data Utilization in 
Maxillectomy 
Model 
Applications : 
Three-Dimensional 
Scanning, Solid 
Modeling and 
Finite Element 
Analysis」 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地

山根 源之 2008.10.11 《スペシャルニードのある

人たちへの歯科医療》—歯科

専門領域の連携と近未来—

『老年歯科医学の立場から』

第25回日本障害者歯科学会

学術大会、日本歯科医学会共

催シンポジウム 

東京 

外木 守雄 2008. 4.17 仮性菌糸の客観的評価によ

る口腔カンジダ症の診断と

治療効果判定について 

第62回ＮＰＯ法人日本口腔

科学会学術集会 

福岡市

 

学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

山根 源之 2009. 2. 8 『高齢者の健康を支える歯

科医療』-心身の特性に配慮

した高齢者の口腔機能の管

理- 

日本歯科医学会、平成20年

度学術講演会 

広島県

歯科医

師会会

館 

山根 源之 2009. 2.21 『高齢者の健康を支える歯

科医療』-心身の特性に配慮

した高齢者の口腔機能の管

理- 

日本歯科医学会、平成20年

度学術講演会 

東京都

歯科医

師会館 

 

 

 

 

 

 



  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

山根 源之 2008. 4.25 「総合病院における歯科・口腔外科の

役割」 

昭和大学口腔外科主催

学術講演会 

東京 

山根 源之 2008. 7.13 「口腔がんと鑑別疾患の診かた」 歯科人間ドック学会第

二回認定医研修会 

東京 

山根 源之 2008. 7.21 「急性期医療における口腔ケアの重要

性」 

千葉県歯科衛生士会専

門研修会 

千葉市

山根 源之 2008.10. 5 「日常臨床における口腔粘膜疾患への

対応」 

大垣歯科医師会学術講

演会 

大垣市

山根 源之 2008.11. 2 「偶発症に対する緊急時の対応」 歯科医療安全教育セミ

ナー 

東京 

山根 源之 2008.11.21 「日常臨床における口腔粘膜疾患への

対応」 

柏歯科臨床研修会「ゆう

し会」学術講演会 

柏市 

山根 源之 2008.11.22 在宅療養指導（口腔機能管理）コース 社団法人日本歯科衛生

士会 認定歯科衛生士

制度 平成20年度 認

定研修会 

東京 

山根 源之 2008.12.13 「ドライマウスと舌の痛み」 市川・浦安歯科医師金曜

会講演会 

市川市

山根 源之 2008.12.14 「日常臨床における口腔粘膜疾患への

対応」 

東京歯科大学同窓会静

岡県支部第68回定時総

会・記念学術講演会 

静岡市

山根 源之 2009. 2.15 「高齢者におけるインプラント治療の

問題点とその対応」 

ITI Congress Japan 

2009 

東京 

山根 源之 2009. 2.15 「口腔に症状を呈するウイルス疾患と

真菌感染症」 

日本口腔外科学会第３

１回教育研修会 

東京 

 



論      文 

 

1. 森崎重規, 蔵本千夏, 木津康博, 森本光明, 外木守雄, 山根源之 : 舌の血腫を初発症状とした再生不良性貧血

の 1 例, 日口外誌 54(3), 206～209, 2008. 臨床 

 

2. 奥井沙織, 藤平弘子, 岡崎雄一郎(1), 山内智博(1), 山根源之 : 口腔がん治療による放射線性口内炎に対する取

り組み, デンタルハイジーン 28(7), 706～709, 2008. 臨床 (1)市病・口腔がんセンター 

 

3. 潮田高志, 森本光明, 大塚裕, 中村直史, 外木守雄, 山根源之 : ニコランジルが原因と疑われた難治性舌潰瘍

の 3 例, 日口外誌 54(4), 291～294, 2008. 症例 
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２． 成果の概要 

S. Nogawa 
CILOSTAZOL MAY PREVENT ASPIRATION PNEUMONIA BY ENHANCING SALIVA SECRETION. 
6th World Stroke Congress. Vienna 9, 24～27, 2008. 
Background and aims: It has been recently reported that cilostazol, an anti-platelet agent, may prevent 
aspiration pneumonia in patients with ischemic stroke. One possibility is that it could improve reflexes of 
swallowing and coughing by increasing dopamine and substance P. However, mechanisms involved have 
not been fully elucidated. Because the saliva plays an important role in control of oral bacterial plaques, 
we examined effects of cilostazol on the saliva secretion in the stroke patients. 
Methods: Twelve alert inpatients with subacute ischemic stroke were randomized to two groups. After the 
baseline sample of saliva was obtained following 2-minute mastication (day 0), cilostazol (100 mg, b.i.d.) 
was started in one group (n=5). In another group (n=7), aspirin (100 mg) was administered. On the day 2, 
6, and 9, the saliva was repeatedly sampled. Its weight, viscosity and mineral concentration were 
measured in a blind manner. 
Results: The weight of saliva increased from 4.6 g to 5.7 g in 2 days and reached at 6.5 g on the day 9 in 
the cilostazol group, while it did not alter in the aspirin group. Its viscosity and mineral concentration 
remained unchanged in both groups. 
Conclusions: These preliminary data suggested that cilostazol may increase the secreted volume of the 
saliva without changing its property, presumably by increasing c-AMP as a phosphodiesterase inhibitor. In 
conclusion, cilostazol may potentially prevent aspiration pneumonia by enhancing the saliva secretion as 
well as through the neuronal mechanisms. 
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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 

教  授 松井 淳一 膵・胆道癌に対する外科的治療、ならびに集学的治療 

膵切除術後の残膵に関する研究 

講  師 佐藤 道夫 食道がんの集学的治療の研究 

講  師 小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ94-0650-6） 

講  師 原田 裕久 ラット大動脈移植モデルを用いた慢性拒絶反応による移植片動脈

硬化のメカニズムの解明とその抑制 

マウス虚血肢モデルを用いた血管再生における性差とエストロゲ

ンの関与に関する基礎的研究 

ラット大動脈バルン損傷後の内膜過形成の抑制 

助  教 青木 成史 大腸癌発癌機構の解明 

助  教 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 

助  教 戸張 正一 乳癌骨転移とインテグリンαvβ3の発現の関係 

 

2．成果の概要 

安藤、佐藤） 

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5試験に積極的に参加している。JCOG9907は、症例集積が終了し中間報告が公表され、術

前補助化学療法が有効であることが証明された。その結果を安藤が 2008 年 ASCO GI(American 

Society of Clinical Oncology, Gastrointestinal Cancer Symposium)において発表した。 

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 

松井） 

膵癌に対して、膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術など定型的手術に加えて、門脈・動脈合併

切除を伴う拡大切除術、あるいは幽門輪温存膵頭十二指腸切除術、脾および脾動静脈温存膵体尾部

切除術などの機能温存手術を行っている。特に、膵頭十二指腸切除術においては、膵管空腸粘膜吻

合法、ならびに今永法消化管再建を工夫し良好な術後成績である。膵切除術後残存膵の形態、機能

などを内視鏡を中心に検索している。その手術成績、および術後内視鏡検討結果を2008年5月日本

肝胆膵外科学会、7月日本消化器外科学会、7月日本膵臓学会などで発表した。膵癌術後を中心にジ

ェムシタビン（GEM）などによる集学的治療を行い膵癌治療成績の向上を図っているところであり、

多施設研究参加を企図している。 

小川） 

金属プロテアーゼインヒビター（TIMP）はマトリクスメタロプロテアーゼ（MMP）のコウゾ活性を

制御するのみでなく、各種細胞への生物学的活性を有している。この点に注目しスキルス胃癌と非

スキルス胃癌とを対比して、胃癌の増殖・転移へのTIMPの意義について検討した。組織を用いての

検討では、非スキルス胃癌ではMMPが、スキルス胃癌ではTIMPが優位となっており、酵素学的観点

からはスキルス胃癌の癌組織内では間質増生の環境にあることが明らかになった。さらにTIMP-1の

スキルス胃癌細胞への影響について検討したところ、TIMP-1がスキルス胃癌由来の癌細胞の細胞増

殖に関与していることが判明し、TIMP-1はスキルス胃癌の増殖・伸展に重要な役割をなしているも

のと推測された。 

高山） 

  接着因子は、細胞間の接着や癌細胞と細胞外基質との相互作用に必要であり、転移の成立に関わ

っている。インテグリンαvβ3が過剰発現している乳癌細胞が、骨基質に接着することにより、破骨

細胞との相互作用によって骨吸収を促進し、癌細胞の生着する空間を生み出している可能性が、研

究結果から示唆された。 

宮田） 

生体膜に類似し優れた生体適合性を有する MPC (2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) 

polymerにHBs抗原のpreS1領域を結合させ，ヒト肝細胞に組織特異性を有する新しいdrug delivery 

systemを作製し，paclitaxelを封入し腹腔内投与し、その抗腫瘍効果を検討することを目的とし以

下のような研究計画をたてた。 

A) in vitro研究：ヒト肝細胞癌株（HepG2）と対照群として扁平上皮癌株（A431）にpaclitaxelを封

入したHBS抗原結合MPC polymerを接触させ抗腫瘍効果をMTT assayで検討する．特にpaclitaxel単

独群とpaclitaxel+MPC群，paclitaxel+ preS1結合MPC群の3群間に有意差があるかを判定する． 

B) in vivo研究：ヒト肝細胞癌株（HepG2）と扁平上皮癌株（A431）をnude mouse（BALBc nu/nu）の

背部皮下に移植し担癌マウスモデルを作製し，paclitaxel，paclitaxel+MPC，paclitaxel+ preS1結合

MPC を i.p.に投与（day1,2,3,4,5）し抗腫瘍効果の判定をする．C) paclitaxel 導入効率の検討：

paclitaxel投与後に経時的に腫瘍組織を採取し HPLC法で paclitaxel濃度を算出する．MPC polymer, 

preS1抗原結合の有無によりpaclitaxelの導入効率が変化するかを検討する．D) 有害事象の検討：個

体を sacrifice する際に全血採血し AST/ALT, BUN/Cr を測定する．また組織採取（肺，肝，腎，脾，

膵，腫瘍）しH.E.染色し各組織の形態変化の有無を検討する。 

 



 

 

in vitro, in vivoともにpaclitaxel封入 preS1結合 MPC群で有意にHepG2に対する抗腫瘍効果の

増加を認めたが，A431に対しては抗腫瘍効果の増加はなかった．paclitaxelの投与4時間後の腫瘍組

織内濃度はHepG2でpaclitaxel封入preS1結合MPC群でMPC群の約8倍であった．各群ともに組織学

的，血清学的に有害事象を認めなかった． paclitaxel+ preS1結合 MPC群の抗腫瘍効果は肝細胞癌株

系で有意に増強し，paclitaxel組織内濃度も上昇した．静脈投与によるpaclitaxelの選択的な肝への

導入が可能となった． 

 

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 

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 

青木 成史 UFT/LV/CPT-11併用（TEGAFIRI）療

法と FOLFIRI 療法の無作為化臨床

第II層試験（KODK7 PPII)     

慶應義塾大学消化器外科   長谷川 博

俊 

 

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 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

松井 淳一 2008. 3.14 膵・胆道疾患の外科治療 講 演 東村山市 

松井 淳一 2009. 7.23 膵頭部領域疾患の外科治療 講 演 川崎市 

佐藤 道夫 2008.10.18 第5回CPT-11(カンプト)講演会 食道がん治療 ―

ＪＣＯＧでの取り組み― 

講 演 東 京 

佐藤 道夫 2008.12. 4 第 21 回水戸創傷治癒談話会 Tissue engineering

法による人工食道開発の試み 

講 演 水戸市 

 



論      文 

 

1. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 食道癌の集学的治療と化学療法, 外治療 98(増刊), 89～96, 2008. 臨床 

 

2. Miyata,R., Ueda,M.(1), Jinno,H.(1), Konno,T.(2), Ishihara,K.(2), Ando,N., Kitagawa,Y.(1) : Selective targeting by preS1 

domain of hepatitis B surface antigen conjugated with phosphorylcholine-based amphiphilic block copolymer 

micelles as a biocompatible, drug delivery carrier for treatment of human hepatocellular carcinoma with paclitaxel, 

Int. J. Cancer 124, 2460～2467, 2009. 原著 (1)慶大・医・外,(2)東大・工 

 

解      説 

 

1. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 食道癌に対する補助化学療法, 腫瘍内科 2(3), 238～242, 2008. 

 

2. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 食道癌の集学的治療と化学療法, 外治療 98(増刊), 89～96, 2008. 

 

3. 佐藤道夫, 戸張正一, 小川信二, 青木成史, 宮田量平, 安藤暢敏 : 食道癌 術前・術後補助療法, 臨消内 

23(7), 1042～1048, 2008. 

 

4. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 食道がん化学療法の最新事情 術前・術後の新しい動きを中心に, 日経メディ

カル, 52～56, 2008. 

 

5. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 食道癌に対する adjuvabt/neoadjuvant chemotherapy, 臨外 63(13), 1693～

1700, 2008. 

 

6. 佐藤道夫, 戸張正一, 小川信二, 青木成史, 安藤暢敏 : 食道癌 術前・術後アジュバント療法, 日臨 67(増刊 1), 

587～593, 2009. 

 

その他 

 

1. 島田憲明(1), 遠坂由紀子(1), 坂本慶子(1), 坂 伸二(1), 原田裕久 : 橈骨動脈閉塞による前腕一次シャント

(RC-AVF)不全を大伏在静脈グラフトによりレスキューした症例, アクセス 2008, 218～220, 2008. (1)江東病院・腎

内 

 

学会抄録 

 

1. 戸張正一, 佐藤道夫, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 安藤暢敏 : 縦隔気腫を合併した特発性食

道粘膜下血腫の 1 例, 第 146 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会要旨集, 2008. (第 146 回日本胸部外科学

会関東甲信越地方会, 横浜市) 

 

2. 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, 島津元秀(1), 北島政樹(1) : 巨大

肝嚢胞腺癌に対して胸骨縦切開下大静脈合併切除を負荷して完全切除した 1 例, 第 35 回東葛地区消化器疾

患研究会抄録集, 14, 2008. (第 35 回東葛地区消化器疾患研究会, 船橋市) (1)慶大・医・外科 

 

3. 原田裕久, 安藤暢敏 : 下肢静脈瘤術前の新しい画像診断, 第 28 回日本静脈学会総会抄録集, 2008. (第 28 回日

本静脈学会総会, 神奈川県足柄下郡) 



4. 佐藤道夫, 戸張正一, 小川信二, 原田裕久, 青木成史, 宮田量平, 大島 剛, 安藤暢敏 : 胸部食道癌術後のリ

ンパ節再発に対する治療方針の検討, 第 62 回日本食道学会学術集会抄録集, 211, 2008. (第 62 回日本食道学

会学術集会, 東京) 

 

5. 戸張正一, 佐藤道夫, 大島 剛, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 安藤暢敏 : 特異なリンパ節転移

を示した食道表在癌の 1 例, 第 62 回日本食道学会学術集会抄録集, 305, 2008. (第 62 回日本食道学会学術集会, 

東京) 

 

6. 原田裕久 : 血管外科から見た動脈硬化の進展と対策, 第 9 回 Vitamembrane 研究会演題予稿集, 3, 2008. (第 9

回 Vitamembrane 研究会, 東京) 

 

7. 安藤暢敏 : 食道癌手術と補助療法, 第 15 回外科フォーラム抄録集, 2008. (第 15 回外科フォーラム, 神戸市) 

 

8. 服部俊昭(1), 原田裕久, 松本賢治(1), 尾原秀明(1), 小野滋司(1), 藤村直樹(2), 北川雄光(2) : 塩酸サルボグラレート

はラット大動脈バルン損傷モデルにおける内膜過形成を抑制する, 脈管学 48(supplement), 127, 2008. (第 49 回

日本脈管学会総会, 東京) (1)慶大・医・外科,(2)慶大・医・外 

 

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

reconstruction with supercharge technique for necrosis of gastric tube , 11th World Congress of the International 

Society for Diseases of the Esophagus PROGRAM AND ABSTRUCT BOOK , 2008. (11th World Congress of the 

International Society for Diseases of the Esophagus, Budapest, Hungary) 

 

10. 福原進一, 宮田量平, 戸張正一, 青木成史, 高山 伸, 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 完全腹

腔鏡下にイレウス解除、ヘルニア門閉鎖し得た S 状結腸間膜内ヘルニアの 1 例, 第 36 回東葛地区消化器疾患

研究会抄録集, 2008. (第 2 回葛飾南部乳腺研究会, 柏市) 

 

11. Ando,N. : Guidline for Treatment of Esophageal Cancer in Japan , 2nd Asia-Pacific Gastroesophageal Cancer 

Congress Abstruct , 2008. (2nd Asia-Pacific Gastroesophageal Cancer Congress, Hong Kong, China) 

 

12. Ando,N. : Multi-modality Treatment for Esophageal Cancer - Japan Experience, 2nd Asia-Pacific Gastroesophageal 

Cancer Congress Abstruct , 2008. (2nd Asia-Pacific Gastroesophageal Cancer Congress, Hong Kong, China) 

 

13. Ando,N. : 3-field Esophagectomy / Open Lymphadenectomy: How I Do It?, 2nd Asia-Pacific Gastroesophageal 

Cancer Congress Abstruct , 2008. (2nd Asia-Pacific Gastroesophageal Cancer Congress, Hong Kong, China) 

 

14. 佐藤道夫 : Tissue engineering 法による人工食道開発の試み, 第 21 回水戸創傷治癒談話会抄録集, 2008. (第 21

回水戸創傷治癒談話会, 水戸市) 

 

15. TAKAYAMA,S., Matsui, J., Ando,N. : Relationship Between Compliance With Consensus Recommendations and 

Clinical Outcome of Patients With Breast Cancer in Japan, 26th MIAMI BREAST CANCER CONGRESS 

ABSTRUCT, 145, 2009. (26th MIAMI BREAST CANCER CONGRESS, MIAMI, USA) 

 



    

 

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 急性冠症候群と口腔内感染症との関連 

    急性冠症候群発症予測因子としての気圧の意義 

助 教 板橋 裕史 梗塞後左室リモデリングと炎症性サイトカインの関連 

     ―心臓エコー検査による経時的評価― 

助 教 河野 隆志 心筋梗塞後左室リモデリングとhigh-mobility group box 1（HMGB1）の意義 

    急性冠症候群における再灌流障害と炎症性サイトカインの関連 

胸部大動脈瘤術後肺酸素化障害におけるHMGB1 の意義 

梗塞後不全心における炎症とアンジオテンシン受容体拮抗薬の影響 

助 教 吉澤 彰宏 梗塞後左室リモデリングにおける自己抗体の意義 

 

2. 成果の概要 

急性冠症候群を中心とした冠動脈疾患においては、トップクラスの治療技術と豊富な臨床経験を誇り、全国規

模の多施設研究であるPACIFIC（急性冠症候群患者におけるアテローム血栓性イベントの発症率に関する前向き

観察研究）への参加要請を受け、全国の中でも上位にランクされる豊富な症例を登録するなど中心的な役割を果

し、高い評価を受けている。 

2006 年に導入した心臓病センターホットラインシステムは順調に稼動しており、救急隊との密な連携がより強

固となっている。循環器疾患の罹患率が急増している状況の中、その社会的要請に応えるため、近隣開業医との

更なる連携も模索しており、その足がかりとして心筋梗塞後外来通院におけるクリティカルパス導入を来年度予

定している。 

2008 年6月の教室員増員により臨床及び基礎研究を進める充実した環境が整い、以下の研究を進めている。 

 

１）急性冠症候群と口腔内感染症との関連 

急性冠症候群の発症機序は未だ不明であるが、口腔内慢性感染がその原因として報告されている。急性冠症

候群治療として一般的に行われている血栓吸引治療の吸引物の細菌培養を行ったところ、一部の症例で吸引物よ

りグラム陽性球菌が検出されることが判明した。また培養陽性者の口腔内を観察したところ歯周病などの慢性感

染を合併している症例があることも確認された。今後は血栓吸引物及び口腔内細菌との関連の確認、吸引血栓内

細菌陽性の臨床的意義、吸引血栓内細菌を標的とした急性冠症候群治療法確立の可能性について検討を予定して

いる。 

２）急性冠症候群発症予測因子としての気圧の意義 

急性冠症候群の発症に気温などの気象に関連する要素が関わっていることは経験的に知られているが、その

詳細については不明である。十分な症例数での検討には至っていないが、気圧の変化と急性冠症候群発症との間

の相関が示唆され、今後症例数を重ねながら更なる検討を予定している。 

３）梗塞後左室リモデリングと炎症性サイトカインの関連―心臓エコー検査による経時的評価― 

１）5）の研究と同一患者群を対象とする。経時的な心臓エコー検査による左室リモデリングを定量化し、炎症

性サイトカインや口腔内感染/吸引血栓中細菌陽性との関連の検討を予定している。 

４）心筋梗塞後左室リモデリングとhigh-mobility group box 1（HMGB1）の意義 

ST上昇型心筋梗塞患者において、最大血清HMGB1値は最大C反応性蛋白（CRP）値と正の相関を示し、ポ



    

 

ンプ不全、心破裂、院内心臓死の合併例は非合併例に比して有意に最大HMGB1値が高いことを明らかにした。

次にラット心筋梗塞モデルを作成し、梗塞部の HMGB1 発現を検討したところ、その発現は梗塞後 3 日より有

意に上昇し、梗塞後 14 日においても亢進しており、変性した心筋細胞、炎症細胞、筋線維芽細胞に由来してい

た。さらに抗HMGB1中和抗体を投与したところ、梗塞後3日の梗塞部における tumor necrosis factor-α及び

interleukin-1βの発現及びマクロファージ浸潤が抑制された。しかしながら中和抗体投与群では、梗塞後14日の

左室拡張末期径増大、左室駆出率低下、左室収縮期最大圧増加率低下、左室拡張末期圧上昇を呈し、組織学的検

討でも梗塞部瘢痕の菲薄化及び非梗塞部の肥大を認めた。従って中和抗体によるHMGB1の抑制は梗塞後炎症を

抑制したが、左室リモデリングをむしろ助長させることを明らかにした。以上より、急性心筋梗塞症例において

血清 HMGB1 値は院内合併症及び予後の有用な予測因子となる一方で、HMGB1 は左室リモデリングを規定す

る梗塞後炎症及び治癒過程において重要な役割を果す可能性が示唆された。 
   Cardiovasc Res 2009; 81: 565-573 

５）急性冠症候群における再灌流障害と炎症性サイトカインの関連 

血栓吸引物の炎症性サイトカインについて検討を行ったところ、HMGB1 が上昇していることが確認され、吸

引血液中HMGB1 値が上昇している群ではTIMI flowが低下し、吸引血液中HMGB1 値と梗塞サイズの間に正の

相関関係がることが明らかにされた。HMGB1は damage associated molecular patterns moleculesの一つで炎症性サイ

トカインとして作用し、慢性炎症を惹起する key mediator であることが知られている。また動物実験モデルで

HMGB1 が虚血再灌流障害の惹起に直接関与することが明らかになっている。今後は対象数を増やしながら、

HMGB1 上昇と再灌流障害との関連（ST resolution やBlush grade）について詳細な検討を行う予定である。 

６）胸部大動脈瘤術後肺酸素化障害におけるHMGB1 の意義 

胸部大動脈瘤置換術では、全身性炎症反応症候群（SIRS）による急性肺障害をしばしば合併し治療に難渋する。

血清HMGB1 値は胸部大動脈瘤置換術後に上昇し、その最大値は cumulative SIRS score（術後 1-7 日のSIRS score

合計値）及び SIRS 日数と正相関を示した。また最大 HMGB1 値は、肺酸素化障害合併例で有意に高く、最低動

脈血酸素分圧/呼気酸素飽和度比と負の相関を示した。血清 HMGB1 値の上昇は、胸部大動脈瘤置換術後の SIRS

や肺酸素化障害の病態と関連することが示唆された。 

European Heart J 2009 Supple 

７）梗塞後不全心における炎症とアンジオテンシン受容体拮抗薬の影響 

ラット心筋梗塞後心不全モデル（梗塞後6週）を用いて検討したところ、非梗塞部及び梗塞境界部でのmonocyte 
chemoattractant protein-1（MCP-1）発現及びマクロファージ浸潤が亢進していることを明らかにした。また梗

塞後のアンジオテンシン受容体拮抗薬投与が、MCP-1発現の低下とマクロファージの浸潤を抑制するとともに、

繊維化を抑制することを明らかにした。これらの変化は血行動態変化を伴わずに起きており、アンジオテンシン

受容体拮抗薬は、副次効果としての抗炎症作用が梗塞後左室リモデリング予防効果をもたらしている可能性が考

えられた。 
Circ J 2008; 72: 1685-1692 

８）梗塞後左室リモデリングにおける自己抗体の意義 

１）5）の研究と同一患者群を対象とする。心筋自己抗体の心不全発症の影響をこれまでに基礎研究で検討して

きた。心筋梗塞壊死が自己免疫を惹起する可能性を考え研究を進めている。梗塞後血清中の自己抗体の定量を行

い、心不全発症や左室リモデリングとの関連について検討を予定している。 



    

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

河野隆志 心筋梗塞後左室リモデリングと
high-mobility group box 1 
（HMGB1）の意義 

慶應義塾大学病院循

環器内科 

東京都新宿区 安斉俊久 

河野隆志 急性冠症候群における再灌流障

害と炎症性サイトカインの関連 
慶應義塾大学病院循

環器内科 

東京都新宿区 安斉俊久 

河野隆志 胸部大動脈瘤術後肺酸素化障害

におけるHMGB1 の意義 

慶應義塾大学病院循

環器内科 

東京都新宿区 安斉俊久 

河野隆志 梗塞後不全心における炎症とア

ンジオテンシン受容体拮抗薬の

影響 

慶應義塾大学病院循

環器内科 

東京都新宿区 安斉俊久 

 

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 

河野隆志 大動脈瘤の発生及び伸展における HMGB1 の意義 文科省科学研究費・若手研究（B） 

 



論      文 

 

1. Kohno,T. : Angiotensin-receptor blockade reduces border zone myocardial monocyte chemoattractant protein-1 

expression and macrophage infiltration in post-infarction ventricular remodeling, Circulation Journal 72(10), 1685

～1692, 2008. 原著 

 

2. Kohno,T. : Role of high-mobility group box 1 protein in post-infarction healing process and left ventricular 

remodelling, Cardiovasc Res 81(3), 5691～5701, 2009. 原著 

 



 

 

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基礎および臨床研究 

  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 急性心筋梗塞における外科的血行再建の効果に関する臨床研究 

  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 

 山邉健太朗  

 



論      文 

 

1. Koizumi,K.(1), Shin,H., Matayoshi,T.(2), Yozu,R.(3) : Comparison of active and passive coronary perfusion in off-pump 

coronary artery bypass grafting, Interact CardioVasc Thorac Surg 7, 977～980, 2008. 原著 (1)慶大・医・心外,(2)

慶大･医・ME センター,(3)慶大・医･心外 

 

解      説 

 

1. 申 範圭 : 急性冠症候群における心臓外科の役割, CIRCULATION up-to-Date 4(1), 80～85, 2009. 

 

単行図書 

 

1. 申 範圭(a): 著分担 :心臓血管外科テクニックⅠ弁膜症 (a)弁輪膿瘍に対する大動脈弁置換術 127～131 頁, メ

ディカ出版, 大阪府吹田市, 2009. 四津良平監修 

 



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(Ａ05-0775-3) 

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 (Alcohol Clin Exp Res. 29(12): 2116-2122, 2005)。さらに我々は近年、

これまで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てきた。特にLPS投与後にadrenomedullinの放出が上昇

することを見いだし、この放出のメカニズム、および上皮側、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い下記のように既に英文誌で報告している。今後、薬理

学的な量のadrenomedullinを小腸上皮細胞に投与し、LPSなどの外的刺激に対しいかなる影響を与

えるかについて検討し、臨床応用できるか等についても検討したい。 

＜論文＞Kishikawa H, Nishida J, Ichikawa H, Kaida S , Morishita T, Miura S, Hibi T.   
        Lipopolysaccharides stimulates adrenomedullin synthesis in intestinal epithelial  
        cells; Release kinetics and secretion polarity. Peptides 30 (5): 906～12, 2009. 
 

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 

岸川浩 2008. 5.17 
消化性潰瘍について－NSAIDs

とピロリ菌との関連 

千葉県病院薬剤師会   

第58回総会 
千葉市 

 



論      文 

 

1. 貝田将郷, 西田次郎, 岸川 浩, 井口清香, 森下鉄夫(1) : 肝吸虫症に併存した膵頭部癌の 1 例, 胆道 22(5), 696

～701, 2008. 症例 (1)市病・内科 

 

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

症の 1 例, 日腹部救急医会誌 28(5), 701～705, 2008. 症例 (1)市病・内科 

 

3. Tada,S.(1), Saito,H.(1), Ebinuma,H.(1), Ojiro,K.(1), Yamagishi,Y.(1), Kumagai,N.(1), Inagaki,Y.(1), Masuda,T.(1), Nishida,J., 

Takahashi,M.(1), Nagata,H.(1), Hibi,T.(1) : Treatment of hepatitis C virus with peg-interferon and ribavirin 

combination therapy significantly affects lipid metabolism, Hepatol Res 39(2), 195～199, 2009. 原著 (1)Dept. of 

Internal Medicine. Keio Unv. 

 

学会抄録 

 

1. 貝田将郷, 西田次郎, 岸川 浩, 井口清香, 森下鉄夫(1) : ESD 適応外病変に対する治療方針, 消化器内視鏡 50, 

827, 2008. (第 75 回日本消化器内視鏡学会総会, 横浜市) (1)市病・内科 

 

2. 多田慎一郎(1), 斎藤英胤(1), 海老沼浩利(1), 尾城啓輔(1), 山岸由幸(1), 稲垣恭孝(1), 熊谷直樹(1),金子文彦(1),   

西田次郎, 増田哲也(1), 日比紀文(1) : C 型慢性肝炎に対する PEG-IFN・リバビリン併用療法における性差とその

機序, 肝臓 49(Suppl.1), A208, 2008. (第 44 回日本肝臓学会総会, 松山市) (1)慶大・医・内科 

 

3. 原口水葉, 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 森下鉄夫(1), 西田次郎 : 出血をきたした胃迷入膵の 1 例, 日本消化

器内視鏡学会関東地方会抄録集, 91, 2008. (第 86 回日本消化器内視鏡学会関東地方会, 東京) (1)市病・内科 

 

4. 岸川 浩, 西田次郎, 貝田将郷, 市川仁志, 森下鉄夫(1) : ピロリ菌の除菌に伴う血中亜硝酸塩濃度の動態につい

て, 胃病態機能研究会誌 40, 16, 2008. (第 40 回胃病態機能研究会, 岡山市) (1)市病・内科 

 

5. 貝田将郷, 西田次郎, 岸川 浩, 市川仁志, 森下鉄夫(1) : 当院で経験した良性胆道狭窄の 2 症例, 胆道 22(3), 

389, 2008. (第 44 回日本胆道学会学術集会, 名古屋) (1)市病・内科 

 

6. 多田慎一郎(1), 斎藤英胤(1), 尾城啓輔(1), 海老沼浩利(1), 熊谷直樹(1), 稲垣恭孝(1), 西田次郎, 高橋正彦(1),    

金子文彦(1), 永田博司(1), 日比紀文(1) : C 型慢性肝炎に対する PEG-IFN・リバビリン併用療法における HCV 

RNA 陰性化後のリバビリン投与量の重要性, 日消誌 105, A840, 2008. (第 50 回日本消化器病学会大会, 東京) (1)

慶大・医・内科 

 

7. 尾崎由紀範, 岸川 浩, 貝田将郷, 市川仁志, 西田次郎, 森下鉄夫(1), 宮田量平(2), 辰野 聡(3), 宮内 潤(4) :   

後腹膜原発 benign fibrrous histiocytoma によりイレウスをきたした 1 例, 第 36 回東葛地区消化器疾患研究会抄

録集, 12, 2008. (第 36 回東葛地区消化器疾患研究会, 柏市) (1)市病・内科,(2)市病・外科,(3)市病・放科,(4)市病・臨検 

 

8. 黒岩信子, 貝田将郷, 市川仁志, 岸川 浩, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 高齢女性に発症した B 型急性肝炎重症型

に対するエンテカビルの使用経験, 第 302 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 26, 2008. (第 302 回日本

消化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 



9. Kishikawa,H., Nishida,J., Ichikawa,H., Kaida,s., Morishita,T.(1), Miura,S.(2), Hibi,T.(3) : Lipopolysaccharides 

stumulate adrenomedullin synthesis in intestinal epithelial cells, 第 34 回日本微小循環学会総会プログラム・抄

録集, 41, 2009. (第 34 回日本微小循環学会総会, Tokyo) (1)市病・内科,(2)Dept. of Internal Medicine Natinal Defense 

Medical College,(3)Dept. of Internal Medicine. Keio Unv. 

 



 

 

7. 小 児 科 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 
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 

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. 宮内潤, 川口裕之；乳幼児白血病の発症機序, 病理と臨床, 26(9) : 922-927, 2008. 

2. 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

稿中) 

 

また、これに関連して下記の翻訳の依頼があった。 

Read A. and D Donnai (水谷修紀・川口裕之他編・著), 症例でわかる新しい臨床遺伝学 (原題: New 

Clinical Genetics), 第8章 (翻訳), メディカル・サイエンス・インターナショナル社, 2008 

 

3. 学会招待講演 

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 

佐々木 悟郎 2008. 7. 5 正常な成長と異常な成長 第７回港北こども健康

フォーラム 

横浜市 

佐々木 悟郎 2008. 8. 6 正常な成長と異常な成長 市川健康福祉センター 市川市 

 



論      文 

 

1. Sasaki,G., Ishii,T.(1), Hasegawa,T.(1), Jeyasuria,P.(2), Jo,Y.(2), Bahat,A.(3), Orly,J.(3), Parker,K.L.(2) : Complex role of 

the mitochondrial targeting signal in the function of steroidogenic acute regulatory protein revealed by bacterial 

artificial chromosome transgenesis in vivo, Mol Endocrinol 22(4), 951～964, 2008. 原著 (1)慶應義塾大学医学部小

児科,(2)University of Texas Southwestern Medical Center,(3)The Hebrew University of Jerusalem 

 

2. 宮内潤(1), 川口裕之 : 乳幼児白血病の発症機序, 病理と臨床 26(9), 922～927, 2008. 原著 (1)市病・臨検 

 

3. Kadin,M.E.(1), Pinkus,J.L.(2), Pinkus,G.S.(3), Duran,I.H.(4), Fuller,C.E.(5), Onciu,M.(6), Kawaguchi,H., Morris,S.W.(7) : 

Kadin ME, Pinkus JL, Pinkus GS, Duran IH, Fuller CE, Onciu M, Kawaguchi H, Morris SW., Am J Surg Pathol 

32(6), 1421～1426, 2008. 症例 (1)Department of Pathology， Harvard Medical School,(2)yDepartment of Pathology， 

Brigham and Women’s Hospita,(3)yDepartment of Pathology， Brigham and Women’s Hospital,(4)JDepartment of Pathology， 

St Anne’s Hospita,(5)JDepartment of Pathology， St Anne’s Hospital,(6)Departments of Pathology， St Jude Children’s 

Research Hospital,(7)Departments of Oncology， St Jude Children’s Research Hospital 

 

解      説 

 

1. 佐々木悟郎, 長 秀男(1), 長谷川奉延(2) : 性分化異常, 小児内科 40(増刊号), 793～798, 2008. (1)川崎市立川崎病

院小児科,(2)慶應義塾大学医学部小児科 

 

2. 佐々木悟郎 : ミクロペニスと埋没陰茎, ホルモンと臨 57(1), 11, 2009. 

 

3. 佐々木悟郎, 石井智弘(1), 本間桂子(2), 長谷川奉延(1) : 小児のアンドロゲン, 臨泌 63(2), 117～121, 2009. (1)慶應

義塾大学医学部小児科,(2)慶應義塾大学医学部中央臨床検査部 

 

学会抄録 

 

1. 佐々木悟郎, 石井智弘(1), 長谷川奉延(1), M.Zubair(2), K.Parker(2) : Steroidogenic acute regulatory protein (StAR) 

の in vivo 機能解析：第 194 アミノ酸 serine リン酸化の必要性, 第 42 回日本小児内分泌学会学術集会, 2008. (第

42 回日本小児内分泌学会学術集会, 米子市、鳥取県) (1)慶應義塾大学医学部小児科,(2)University of Texas Southwestern 

Medical Center 

 

2. 三井俊賢, 杉田記代子, 川口裕之, 磯野有章子, 篠原尚美, 佐々木悟郎, 江口博之 : Rituximab の投与を試み

た Evans 症候群の 1 例, 第 36 回東葛小児感染免疫研究会, 2008. (第 36 回東葛小児感染免疫研究会, 市川市) 

 

3. 三井俊賢, 杉田記代子, 川口裕之, 磯野有章子, 篠原尚美, 佐々木悟郎, 江口博之 : Evans 症候群に対する

Rituximab の使用経験, 第 16 回小児 ITP 研究会, 2008. (第 16 回小児 ITP 研究会, 東京都) 

 

4. 篠原尚美, 佐々木悟郎, 川口裕之, 江口博之 : 著明な体重減少と電解質異常を伴った重症アトピー性皮膚炎の

1 男児例, 第 13 回市川小児科医会合同カンファレンス, 2008. (第 13 回市川小児科医会合同カンファレンス, 市川市) 

 

5. 篠原尚美, 佐々木悟郎, 川口裕之, 江口博之, 鈴木万里(1), 家後理枝(1) : 尿路結石を伴い慢性の経過をとった尿

路感染症の 1 例, 第 37 回東葛小児感染免疫研究会, 2009. (第 37 回東葛小児感染免疫研究会, 浦安市) (1)東京女

子医科大学病院泌尿器科 



 

 

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 2009. 3.13 頚動脈内膜剥離術 第46回千葉神経外科研究会 千葉市 

菅 貞郎 2008. 5.24 脳卒中の話 －人生を健やかに過

ごすために－ 

第 13回東京歯科大学白菊会

総会 

千葉市 

片山正輝 2008. 9.27 脳動脈瘤に対する血管内治療の実

際 

東京臨海技術向上セミナー 東京 

 

 



論      文 

 

1. 島本佳憲 : 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－上位頚髄前面への後

側方アプローチ－, 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会誌 10(1), 91～95, 2008. 症例 A08-0760-2 

 

2. 島本佳憲 : 東京歯科大学市川総合病院脳神経外科における 7 年間 138 例の三叉神経痛症例の臨床検討, 歯科

学報 108(4), 362～367, 2008. 原著 A08-0760-2 

 

その他 

 

1. 片山正輝 : 未破裂前交通動脈瘤に対する GDCTM360°を用いたコイル塞栓術, www.bostonscientific.jp, 2008. 

http://www.bostonscientific.jp/templatedata/imports/HTML/Kiwameru/pdf/oth_Kiwameru_16_jp.pdf 

 

学会抄録 

 

1. 片山正輝 : CEA 後再狭窄で狭窄部通過が困難であった CAS の 1 例, 第 7 回日本頸部脳血管治療学会抄録集, 

118, 2008. (第 7 回日本頸部脳血管治療学会, 長崎) A07-0760-1 

 

2. 片山正輝 : 血管内手術から開頭手術へ変更した脳底動脈－上小脳動脈分岐部動脈瘤破裂くも膜下出血の 1 例, 

第 67 回日本脳神経外科学会総会抄録集, 2008. (第 67 回日本脳神経外科学会総会, 盛岡市) CD-ROM 

 

3. 赤路和則(1) : 頸動脈 stent 留置術における末梢塞栓保護用 device の選択-Balloon protection と Reversal flow 

system との併用法の有用性, 脳神経血管内治療 2(4), 161, 2008. (第 24 回日本脳神経血管内治療学会総会, 名古

屋) A07-0760-1 (1)美原記念病院 

 

4. 片山正輝 : 発症時に両側椎骨動脈瘤を認めたくも膜下出血の 1 例, 脳神経血管内治療 2(4), 218, 2008. (第 24

回日本脳神経血管内治療学会総会, 名古屋) A07-0760-1 

 

5. 片山正輝 : Artery to artery embolism による多発性脳梗塞を呈した軽度頸動脈狭窄症の治療, Stroke2009, 2009. 

(第 34 回日本脳卒中学会総会, 松江) CD-ROM 

 

6. 菅 貞郎 : くも膜下出血に占める既知未破裂脳動脈瘤の破裂症例の増加, Stroke2009, 2009. (Stroke2009, 松江) 

A05-0760-2 

 



 

 

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 

（リハビリテーション科）  

准教授  新井  健   手の外科の臨床的研究、末梢神経再生の基礎的研究 

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  青山 龍馬   脊椎外科の臨床研究 

     山根 淳一   脊椎外科の臨床研究 

専修医  浅野 尚文   一般整形外科の臨床研究 

望月 義人   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  

学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

Tateru 
Shiraishi 

2008. 6. 7 Selective laminoplasty 
including Skip laminoplasty 
for cervical spondylotic 
myelopathy. 

Asian Pacific Pediatric 
Orthopaedics and Spinal 
Surgery 

Jeju, 
Korea 

 

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 

白石 建 2008. 8. 1. Invitational lectures and surgical 
instructions for The 15th 
Advanced technique in cervical 
spine decompression and 
stabilization, Practical Anatomy 
and Surgical Education 

Saint Louis University Saint 
Louis, 

Missouri
USA 

白石 建 2009. 2.18. Selective Laminoplasty 
including Skip Laminoplasty 
for Cervical Spondylotic 
Myelopathy 

Hospital for 
Trauma-Orthopaedics in Ho 
Chi Minh City 

Viet 
Nam 

白石 建 2008. 9.19. 軸椎棘突起から深層伸筋を

一切切離しない新しい上位

頚椎後方侵入法とその応用

第 15 回日本脊椎・脊髄神経

手術手技学会 

大津市 

白石 建 2008. 5.22. PAAIM：Posterior 
atlanto-axial instrumentation 
preserving extensor muscles 

第 81 回日本整形外科学会

学術集会総会 

札幌市 

 



論      文 

 

1. Morii,T.(1), Yoshiyama,A.(2), Morioka,H.(1), Anazawa,U., Mochizuki,K.(3), Yabe,H.(1) : Clinical significance of magnetic 

resonance imaging in the preoperative differential diagnosis of calcifying aponeurotic fibroma, J Orthop Sci 13, 

180～186, 2008. 原著 (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine,(2)Dept. of Orthop. Surg.,(3)慶大・医・整外 

 

2. Morii,T.(1), Yabe,H.(1), Morioka,H.(1), Suzuki,Y.(2), Anazawa,U., Toyama,Y.(1) : Curettage and allograft reconstruction 

for giant cell tumours, J Orthop Surg 16, 75～79, 2008. 原著 (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of 

Medicine,(2)Dept. of Orthop. Surg. 

 

3. 塩田匡宣(1), 山岸正明(1), 町田正文(1), 河野 仁(1), 福田健太郎(1), 岩波明生(1), 池上 健(1), 新井健,臼井修二(1) : 

わが国における急性期・回復期脊髄損傷者リハビリ治療の現状と展望 2006 年 データベース結果を振り返って 

村山医療センターにおける脊髄損傷患者の現状分析, 日本脊髄障害医学会雑誌 21(1), 24～25, 2008. 原著 

(1)村山医療センター 

 

4. 新井 健 : 損傷部分を含む神経幹内における健常部分から損傷部分への軸索の進入 腰神経切断モデルを用い

た検証, 日本マイクロサージャリー学会会誌 21(3), 273～280, 2008. 原著 

 

5. 新井 健, 高山真一郎(1), 堀内行雄(2), 臼田修二(3) : 神経成長促進因子を産生する骨芽細胞の神経誘導能および

神経側副発芽誘導能の検討, 日本手の外科学会雑誌 24(6), 1012～1017, 2008. 原著 (1)成育医療センター,(2)川

﨑市立病院,(3)村山医療センター 

 

6. 谷戸祥之(1), 白石建, 加藤匡裕(2), 今林英明(3), 朝妻孝仁(3) : 頚部脊髄症に対する選択的椎弓形成術, 整形外

科最小侵襲手術ジャーナル 48, 15～20, 2008. 原著 (1)防衛医大・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形,(3)防衛医科大学

校 

 

7. 海苔 聡, 穴澤卯圭, 白石 建, 堀田 拓, 栩木弘和, 田中陽一(1) : 8 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, 整形外科 59(5), 513～516, 2008. 原著 (1)市病・臨検 

 

8. 伊東祥雄(1), 田中一郎(2), 川島淳子(1), 高橋愼一(1), 穴澤卯圭, 青柳 裕(3), 宮本純平(4) : ステロイド薬内服・手術

療法および放射線照射を併用した木村氏病の 1 例, 臨床皮膚科 62(6), 383～385, 2008. 原著 学位論文() (1)市

病・皮膚科,(2)市病・形成外科,(3)市病・放科,(4)東歯 

 

9. 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

人工膝関節置換を行った 2 例, 日本人工関節学会誌 38, 356～357, 2008. 原著 (1)慶大・医・整形 

 

10. 栩木弘和, 穴澤卯圭, 雨宮拓二(1), 山根淳一, 蔵本哲也, 白石 建 : 上腕骨遠位部悪性骨腫瘍に対するHMRS

腫瘍用人工肘関節の使用経験, 日本人工関節学会誌 38, 662～663, 2008. 原著 (1)駒沢病院 

 

単行図書 

 

1. 堀田 拓: 単著 :第 2 章 10. 大腿骨頚部骨折・転子部骨折.整形外科専門医になるための診療スタンダード 3 下

肢.戸山芳昭、大谷俊郎監修.松本秀男、柳本繁、須田康文編集. , 羊土社, 東京, 2008. 

 

 



学会抄録 

 

1. 新井 健, 高山真一郎(1), 堀内行雄(2), 谷野善彦(3), 臼田修二(4) : 末梢神経部分損傷における損傷高位より末梢で

の健常部分から損傷部分への側副発芽, 日本手の外科学会雑誌 25(1), 91, 2008. (第 51 回日本手の外科学会学

術集会, つくば市) (1)成育医療センター,(2)川﨑市立病院,(3)立川共済病院,(4)村山医療センター 

 

2. 柳本 繁(1), 堀田 拓, 金子博範(1), 藤田貴也(1), 船山 敦(2), 市川理一郎(3), 戸山芳昭(1) : 新しい人工股関節ナビ

ゲーションシステム(CT-based fluoroscopy-matching navigation)の評価, 日本関節病学会誌 27(3), 280, 2008. 

(第 36 回日本関節病学会, 神戸市) (1)慶大・医・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形,(3)慶大・医・整外 

 

3. 青山龍馬, 白石 建, 山根淳一, 穴澤卯圭, 堀田 拓 : 頚椎選択的椎弓形成術における後弓温存のための工夫 

－椎弓尾側のドーム状拡大術－, 日本脊髄障害医学会雑誌, 2008. (第 43 回日本脊髄障害医学会, 札幌市) 

 

4. Katou,M.(1), Yato,Y.(1), Ueda,S.(1), Nakamura,M.(2), Nori,S., Shiraishi,T. : Selective laminoplasty as a minimum 

invasive surgery for single or consecutive 2-level cervical spondylotic myelopathy., Spine Week, combined 

meeting of European Cervical Spine Research Society, International Society for Study of Lumbar Spine, and 

European Spine Society., 2008. (Spine Week, combined meeting of European Cervical Spine Research Society, International 

Society for Study of Lumbar Spine, and European Spine Society., Geneva, Switzerland) (1)Dept. of Orthop. Surg.,(2)済生会宇

都宮病院 

 

5. 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頚椎後方侵入法とその応用, 脊椎・脊髄神経

手術手技, 2008. (第 15 回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会, 大津市) 

 

6. 加藤匡裕(1), 白石 建, 谷戸祥之(2), 上田誠司(3), 中村光一(1), 海苔聡, 許斐恒彦(4) : 頚椎症性脊髄症に対する

Skip laminoplasty の中長期成績, 日本脊椎脊髄病学会, 2008. (第 37 回日本脊椎脊髄病学会, 東京) (1)済生会宇都

宮病院・整形,(2)防衛医大・整形,(3)済生会横浜市南部病院・整形,(4)慶大 

 

7. 栩木弘和, 吉田祐文(1), 穴澤卯圭, 堀田 拓, 山根淳一, 蔵本哲也, 白石 建 : 小児上腕骨内顆骨折の 1 例, 骨

折 30, 225, 2008. (第 34 回日本骨折治療学会, 福岡市) (1)大田原赤十字病院 

 

8. 新井 健, 町田正文(1) : 末梢神経部分損傷における健常部分から隣接する損傷部分への再生軸索の進入の検討, 

The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 45, 221, 2008. (第 45 回日本リハビリテーション医学会学術集会, 横

浜市) (1)村山医療センター 

 

9. Shiraishi,T. : PAAIM：Posterior atlanto-axial instrumentation preserving extensor muscles, 日本整形外科学会, 

2008. (第 81 回日本整形外科学会学術集会総会, Sapporo-shi) 

 

10. 矢部寛樹(1), 矢部啓夫(2), 森岡秀夫(2), 南雲剛史(3), 鈴木禎寿(2), 穴澤卯圭, 森井健司(2), 渡部逸央(2),臼井 宏(4), 

戸山芳昭(2) : Ewing 肉腫ファミリー腫瘍の臨床的検討, 日本整形外科学会雑誌 82(6), 771, 2008. (第 41 回日本

整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 浜松市) (1)川崎市立川崎病院・整形,(2)慶大・医・整形,(3)慶大,(4)東京医療センター 

 

11. 穴澤卯圭, 白石 建, 山根淳一, 堀田 拓, 栩木弘和, 蔵本哲也, 森岡秀夫(1), 鈴木禎寿(1), 矢部啓夫(1) : 転移

性骨腫瘍に対するゾレドロン酸の治療成績, 日本整形外科学会雑誌 82(6), 834, 2008. (第 41 回日本整形外科学

会骨・軟部腫瘍学術集会, 浜松市) (1)慶大・医・整形 

 



12. Shiraishi,T. : Selective laminoplasty including Skip laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy., Asian Pacific 

Pediatric Orthopaedics and Spinal Surgery, 2008. (7th Combined Meeting of the Spine and Paediatric Orthopaedic 

Sections of the APOA, Jeju, Korea) 

 

13. Yato,Y.(1), Shiraishi,T., Shizu,N.(1), Katou,M.(1), Ueda,S.(1), Imabayashi,H.(2), Nakamichi,K.(2), Asazuma,T.(2) : 

Surgical outcomes and complications of selective laminoplasty including skip laminoplasty for 175 cases of 

multisegmental cervical spondylotic myelopathy., Spine Week, combined meeting of European Cervical Spine 

Research Society, International Society for Study of Lumbar Spine, and European Spine Society., 2008. (Spine 

Week, combined meeting of European Cervical Spine Research Society, International Society for Study of Lumbar Spine, and 

European Spine Society., Geneva, Switzerland) (1)Dept. of Orthop. Surg.,(2)防衛医科大学校 

 

14. Yamane,J., Shiraishi,T., Anazawa,U., Aoyama,R., Saitoh,M.(1), Katou,M.(2), Ueda,S.(2), Yato,Y.(2) : New atlanto-axial 

fixation procedure for the axis to preserve all muscular attachments to the spinous process., Spine Week, 

combined meeting of European Cervical Spine Research Society, International Society for Study of Lumbar Spine, 

and European Spine Society., 2008. (Spine Week, combined meeting of European Cervical Spine Research Society, 

International Society for Study of Lumbar Spine, and European Spine Society., Geneva, Switzerland) (1)慶友整形外科病

院,(2)Dept. of Orthop. Surg. 

 

15. 望月義人, 穴澤卯圭, 山根淳一, 堀田 拓, 宮地系典(1), 栩木弘和, 青山龍馬, 浅野尚文, 新井 健, 白石 

建 : ゾレドロン酸投与後に造骨性変化を呈した腎細胞癌骨転移の一例, 東日本整形災害外科学会雑誌 20(3), 

476, 2008. (第 57 回東日本整形災害外科学会, 東京) (1)市病・泌尿科 

 

16. 穴澤卯圭, 堀田 拓, 栩木弘和, 青山龍馬, 山根淳一, 浅野尚文, 望月義人, 新井 健, 白石 建 : 広範切除

検体から分層植皮を行った皮下発生軟部肉腫の 2 例, 東日本整形災害外科学会雑誌 20(3), 476, 2008. (第 57

回東日本整形災害外科学会, 東京) 

 

17. 浅野尚文, 穴澤卯圭, 堀田 拓, 蔵本哲也, 栩木弘和, 山根淳一, 青山龍馬, 望月義人, 新井 健, 白石 建 : 

小児の大腿骨頸部に発生した類骨骨腫の 1 例, 東日本整形災害外科学会雑誌 20(3), 476, 2008. (第 57 回東日

本整形災害外科学会, 東京) 

 

18. 北村和也(1), 藤吉兼弘(2), 山根淳一, 疋島啓吾(3), 豊田史香(4), 岩波明生(2), 船越 洋(5), 中村敏一(5),岡野栄之(6), 

戸山芳昭(7), 中村雅也(2) : 脊髄損傷に対する recombinant human hepatocyte growth factor(rhHGF)の有効性の

検討(会議録), 日本整形外科学会雑誌, 2008. (第 81 回日本整形外科学会学術総会, 札幌市) (1)慶大,(2)慶大・医・整

外,(3)実験動物中央研究所,(4)実験,(5)大阪大学,(6)慶大・医・生理,(7)慶大・医・整形 

 

19. 熊谷玄太郎(1), 岡田洋平(1), 山根淳一, 名越慈人(2), 北村和也(2), 向野雅彦(3), 辻 収彦(2), 藤 哲(4),岡野栄之(1), 

戸山芳昭(5), 中村雅也(2) : 脊髄損傷に対する ES 細胞由来神経幹細胞移植効果の違い, 日本整形外科学会雑

誌, 2008. (第, 札幌市) (1)慶大・医・生理,(2)慶大・医・整外,(3)慶大・医・リハビリ,(4)弘前大学,(5)慶大・医・整形 

 

20. 山根淳一, 白石建, 斉藤正史(1), 加藤匡裕(2), 青山龍馬, 穴澤卯圭, 堀田拓, 谷戸祥之(3), 上田誠司(4) : C2 棘

突起に付着する深層伸筋を一切切離せずに行う新しい環軸椎後方固定術, 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会, 

2008. (第 15 回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会, 大津市) (1)慶友整形外科病院,(2)済生会宇都宮病院・整形,(3)防衛医

大・整形,(4)済生会横浜市南部病院・整形 

 



21. 谷戸祥之(1), 白石 建, 朝妻孝仁(2), 今林英明(2), 山根宏夫(3), 根本孝一(2) : 選択的椎弓形成術, 日本脊椎・脊

髄神経手術, 2008. (第 15 回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会, 大津市) (1)防衛医大・整形,(2)防衛医科大学校,(3)豊岡第

一病院 

 

22. 加藤匡裕(1), 谷戸祥之(2), 上田誠司(3), 青山龍馬, 山根淳一, 白石 建 : 頚椎症性脊髄症に対する Skip 

Laminoplasty の中長期成績, 日本脊髄障害医学会, 2008. (第 43 回日本脊髄障害医学会, 札幌市) (1)済生会宇都宮

病院・整形,(2)防衛医大・整形,(3)済生会横浜市南部病院・整形 

 

23. 志津直行(1), 花村俊太郎(2), 西尾 真(2), 中井定明(2), 谷戸祥之(3), 白石 建 : 頚椎症性脊髄症に対する選択的

椎弓形成術の中長期成績(術後 5 年以上経過例についての検討), 日本脊髄障害医学会, 2008. (第 43 回日本脊

髄障害医学会, 札幌市) 脳科学研 (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)藤田保健衛生大学・整外,(3)防衛医大・整形 

 

24. 山根淳一, 白石建, 青山龍馬, 斉藤正史(1), 加藤匡裕(2) : C2 棘突起に付着する深層伸筋を一切剥離せずに行う

新しい環軸椎後方内固定術, 日本脊髄障害医学会, 2008. (第 43 回日本脊髄障害医学会, 札幌市) 脳科学研 (1)慶

友整形外科病院,(2)済生会宇都宮病院・整形 

 

25. 柳本 繁(1), 堀田 拓, 金子博範(1), 藤田貴也(1), 市川理一郎(2), 戸山芳昭(1) : 人工股関節 navigation system の利

用と術後脱臼について, 第 39 回日本人工関節学会抄録集, 340, 2009. (第 39 回日本人工関節学会, 東京) (1)慶大・

医・整形,(2)慶大・医・整外 

 

26. 望月義人, 穴澤卯圭, 堀田 拓, 青山龍馬, 山根淳一, 浅野尚文, 新井 健, 宮内 潤(1), 白石 建 : 環指 MP

関節部に発生した滑膜性軟骨腫症の 1 例, 関東整形災害外科学会雑誌 40, 91, 2009. (49 回関東整形災害外科

学会, 東京) (1)市病・臨検 

 

27. 浅野尚文, 穴澤卯圭, 堀田 拓, 青山龍馬, 山根淳一, 望月義人, 新井 健, 宮内 潤(1), 白石 建 : 著明な膝

関節水腫を呈した樹枝状脂肪腫の 1 例, 関東整形災害外科学会雑誌 40, 91, 2009. (49 回関東整形災害外科学

会, 東京) (1)市病・臨検 

 

28. 穴澤卯圭, 森岡秀夫(1), 鈴木禎寿(1), 須佐美知郎(1), 吉山 晶(1), 加藤正二郎(2), 堀田 拓, 白石 建,矢部啓夫

(1) : 電気メスを用いた類骨骨腫に対する CT ガイド下経皮的焼却・切除術, 関東整形災害外科学会雑誌 40, 95, 

2009. (49 回関東整形災害外科学会, 東京) (1)慶大・医・整形,(2)江戸川病院 

 



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 DNA損傷を指標とする新規胚評価法の開発と胚DNA保護（Ａ05-0670-1）

準教授 吉田 丈児 組織培養条件決定装置の開発（Ａ09-0670-1） 

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 DNA損傷を指標とする新規胚評価法の開発と胚DNA保護（Ａ05-0670-1）

 石川 光也 ヒト精子頭部空胞変性の検出法開発（Ａ08-0670-１） 

 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 DNA損傷ヒト精子の排除法確立–修正コメット電気泳動法を指標とし

たアポトーシス精子の検出とその排除（Ａ03-0670-1） 

 仲村  勝 ヒト精子染色体テロメア領域の可視化（Ａ07-0670-1） 

   
2. 成果の概要 
抗HIV薬の定量における特異性、検出感度の向上に関する研究 
 
HIV治療技術の進歩、とくに多彩な抗HIV薬の臨床応用に伴い、AIDSの治療成績は飛躍的に向上して

いる。一般的には、作用機序が異なる薬物を投与するカクテル療法が汎用されている。本研究は、

non-reversed transcriptase inhibitor (NRTI)薬の血中濃度モニタリングを目的とし、特異性ならびに検

出感度の向上を目指した。われわれは従来の紫外検出に代えて、ダイヤモンド電極を用いる電気化学的

ならびに蛍光検出を組み合わせるdual detection法を開発した。検査対象により20倍から500倍の検出

感度を得ることができ、血中濃度モニタリングに十分な感度と特異性を得ることができた。 
 
Improvement of sensitivity and selectivity of high-performance liquid chromatography for 
anti-retroviral drugs (non-reverse transcriptase inhibitors) by diamond-electrode electrochemical and 
fluorescence detection. Suzuki K, Katayama M, Takamatsu K, Kaneko S, Miyaji K, Ishikawa H, 
Matsuda Y., J Chromatogr A., 1216(15) : 3117 ～21, 2009 
 
再生医療に用いる細胞の操作、培養システムの構築 ― 細胞培養条件決定装置の開発 
 

 これまで組織培養研究は、CO2インキュベーターを用いて5%CO2-air下に株化細胞を継代培養

することが主流であった。5%CO2-air は体内には存在しない高酸素環境であり、それに耐えて

生育する株化細胞の培養条件は必ずしも初代細胞、幹細胞に対する適切な培養モデルではない。

体内の様々な部位から取得した細胞の培養は、それらが存在した局所環境をいかに再現するか

が最重要であり、従来の組織培養とは発想の転換が求められる。まず物理環境の最適化、すな

わち、個々の細胞・組織毎に最適なガス組成（とくに酸素濃度）、温度、気圧等の物理環境を

任意に設定可能な細胞培養条件決定装置を開発した。（Ａ09-0670-1） 

 

 



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 

 
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 
 
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 
高松 潔 2008. 4.13 わが国におけるホルモン補充療

法の発展のために－HRTガイドラ

イン作成の必要性と方向性－ 

第60回日本産科婦人科学会総

会・学術講演会ランチョンセミ

ナー 

横浜市 

高松 潔 2008. 4.14 HRTの有害事象 第60回日本産科婦人科学会総

会・学術講演会 イブニングレ

クチャー「我が国における

HRTガイドライン作成の意義

と展望」 

横浜市 

高松 潔 2008. 4.19 旅行と更年期障害 第7回日本旅行医学会大会 

旅行医学のトピックス2 
東京 

兼子 智 2008. 8.31 ヒトへの移植を前提とする胚の

製造管理と精子、卵の品質管理 

第26回日本ヒト細胞学会学術

集会 

東京 

高松 潔 2008. 9.13 ホルモン補充療法Update－より

安全かつ効果的なホルモン補充

療法とは－ 

第383回日本産科婦人科学会

神奈川地方部会 
川崎市 

高松 潔 2008.11.15 国内初のエストラジオール経口

製剤登場による新たな処方の可

能性 

第23回日本更年期医学会学術

集会ランチョンセミナー 
横浜市 



Kaneko S 2008.11.22 Removal of HIV from human 
semen and subsequent 
cryopreservation of HIV-free 
sperm. 

he 35th annual meeting of the 
Japan society for low 
temperature medicine 

Tokyo 

高松 潔 2008.11.30 最新のHRT～HRTガイドラインと

その背景～ 

第116回日本産科婦人科学会

関東連合地方部会総会ランチ

ョンセミナー 

宇都宮市

高松 潔 2009. 3. 7 ホルモン補充療法Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

第188回日本産科婦人科学会

佐賀地方部会学術研修会 
佐賀市 

高松 潔 2009. 3.15 日本人女性における更年期障害

の実際とレーザー応用の可能性 

第4回日本レーザーリプロダ

クション学会 教育講演 
東京 

 
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 2008. 5.30 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‐～ 

道東地区産婦人科医会学術講

演会 

帯広市 

高松 潔 2008. 7. 2 骨粗鬆症 UPDATE  第4回骨粗鬆症談話会 大田原市

兼子 智 2008. 7. 6 ARTの安全性向上を目指して －

ヒトへの移植を前提とする胚の

製造管理と精子、卵の品質管理 

ARTフォーラム2008 岡山市 

高松 潔 2008. 9. 4 ホルモン補充療法 Update－より

安全かつ効果的なホルモン補充

療法を志向した最近の考え方と

HRTガイドライン概説－ 

第18回水戸臨床婦人科懇話会 水戸市 

高松 潔 2008.10.17 HRTガイドライン概説－より安全

かつ有効に HRT を施行するため

に－ 

市川市医師会産婦人科医会研

修会 
市川市 

高松 潔 2008.10.21 HRT ガイドライン～より安全に

HRTを行うために～ 

八王子産婦人科医会勉強会 八王子市

高松 潔 2008.11.27 HRT ガイドライン～より安全に

HRTを行うために～ 

東京都産婦人科医会中央区支

部会総会特別講演 
東京 

高松 潔 2009. 1.22 漢方療法は更年期障害に対して

有効なのか？－EBMの観点から－

第33回埼玉県産婦人科医会漢

方医学研究会 
大宮市 

高松 潔 2008. 3. 8 HRT ガイドライン～より安全に

HRTを行うために～ 

新宿区産婦人科医会 東京 

高松 潔 2009. 2. 3 ホルモン補充療法における新た

な薬剤選択肢 

 

市川市医師会産婦人科医会研

修会 
東京 



高松 潔 2009. 2.11 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

千葉市医師会産婦人科医会講

演会 
千葉市 

高松 潔 2009. 2.14 HRTに懸念される有害事象 第2回「生殖と女性医学」講演

会 
東京 

高松 潔 2009. 2.20 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

道北産婦人科医会 2 月例会特

別講演 
旭川市 

高松 潔 2009. 2.21 女性の不定愁訴と漢方－各ライ

フステージの特徴から処方を考

える 

道東漢方講演会 釧路市 

兼子 智 2009. 2.22 精子機能評価と安全な妊娠 日本受精着床学会、第5回ART

生涯研修コースならびに実技

研修 

東京 

高松 潔 2009. 2.28 HRT ガイドライン～より安全に

HRTを行うために～ 

明石市産婦人科医会研修会 明石市 

高松 潔 2009. 3. 1 ミドルエイジからの元気に過ご

す健康づくり 

第16回メノポーズフォーラム 東京 

高松 潔 2009. 3. 2 華麗なる加齢のために－更年期

にできること－ 

電源開発株式会社総合健康管

理センター健康相談室勉強会 
東京 

高松 潔 2009. 3. 4 HRTガイドライン概説 -より安全

かつ有効に HRT を施行するため

に注意すべきポイント- 

埼玉県西部更年期障害治療講

演会 
川越市 

兼子 智 2009. 3. 7 「ご夫婦で聞いて欲しい不妊治

療の知識 

千葉県不妊フォーラム 千葉市 

高松 潔 2009. 3.13 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

二金会学術講演会 宇都宮市

高松 潔 2009. 3.15 HRTガイドライン概説－安全かつ

有効に施行するために知ってお

きたいこと－ 

第 19 回臨床内分泌代謝

Update 
東京 

高松 潔 2009. 3.16 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

鹿児島HRT学術講演会 鹿児島市

高松 潔 2009. 3.26 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

北九州市産婦人科医会学術講

演会 
北九州市

高松 潔 2009. 3.27 ホルモン補充療法 Update－HRT

ガイドラインとその背景－ 

佐世保産婦人科医会 3 月定例

産婦人科医会 
佐世保市

 



論      文 

 

1. 加嶋克則(1), 高桑好一(1), 鈴木美奈(1), 兼子 智, 加藤真吾(2), 花房秀次(3), 田中憲一(1) : 当科における HIV-1 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, 産婦の実際 57(9), 1467～1472, 2008. 原著 

(1)新潟大・医・産婦,(2)慶大・医・微生物,(3)東京都 

 

2. 小川真里子, 高松 潔, 飯岡由紀子(1), 堀口 文(2), 牧田和也(2) : 更年期外来における不安障害の検討, 日本更

年医学誌 16(2), 232～237, 2008. 原著 (1)聖路加看護大・看護,(2)慶大・医・産婦 

 

3. 牧田和也(1), 柳本茂久(1), 張簡珮怡(1), 平沢 晃(1), 富永英一郎(2), 高松 潔, 堀口 文(1), 青木大輔(1) : 更年期外

来でのアンケート調査結果からみた本邦中高年婦人の「night sweats」の実態とホルモン療法の有用性に関する

一考察, 日本更年医学誌 16(2), 246～251, 2008. 原著 (1)慶大・医・産婦,(2)慶大･医・産婦 

 

4. Imai,M.(1), Muraki,M.(1), Takamatsu,K., Saito,H.(1), Takahashi,Y.(1) : Spontaneous transformation of human granulosa 

cell tumours into an aggressive phenotype: a metastasis model cell line., BMC Cancer 8, 319, 2008. 原著 (1)国
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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 

助  教 冨田真智子 角膜免疫特権に対するTim-3・Gal-9の役割 

 堀  好子  

 山本 祐介 角膜手術 

ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 工藤かんな 角膜移植術後の角膜感染症 

臨床専修医 番 裕美子 マイボグラフィーの解析 

 市橋 慶之 

原島 歩美 

 

 

 福山 雄一  

 織地 宣嘉  

   非常勤講師 田  聖花   眼表面に発現するムチンからみたドライアイ 

 
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上皮細胞シートの臨床応用を行い、現在経過観察中である。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

めて投稿準備中である。 

（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、論文として受理された。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い、投稿中である。 

（３）培養上皮シートのバリアー機能についての検討 

 輪部および口腔粘膜上皮を細胞ソースとする上皮シートのバリアー機能を in vitro, in vivo

で検討した。その結果、口腔粘膜上皮シートは、移植後に一部の上皮でtight junction関連タン

パクの発現に異常があり、輪部上皮シートに比べてバリアー機能が低下していた。(論文印刷中) 

 

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、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) 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。昨年は、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し、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。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。 

 本年はこれら分子の角膜移植後の免疫応答における役割を知るため、前房関連免疫偏位（ACAID）

および角膜アログラフトモデルを用いて解析した。すなわち、アロ抗原特異的 ACAID と角膜アログ

ラフトのモデルに、抗Tim-3抗体、抗Gal-9抗体、対照rat IgGを腹腔内投与し、ACAID誘導とアロ

グラフト生着を解析した。また、移植後に抗体無投与の宿主の二次リンパ器官における Tim-3 や

Gal-9の発現を検討し、正常成体と比較した。その結果、角膜アログラフト生着はTim-3/Gal-9阻害

により有意に短縮した。正常角膜上皮と内皮、虹彩毛様体に恒性発現していた Gal-9 は、移植後に

生着しているアログラフト内皮でも維持されており、内皮面にはTim-3+CD4+T細胞が接着していた。

一方、ACAIDはTim-3/Gal-9阻害の影響を受けなかった。拒絶宿主のリンパ節ではGal-9発現は低下

したが、Tim-3発現は変化しなかった。 

よって、ここまでの結論として、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

役割をもつが、末梢性免疫寛容の誘導には関与しない。角膜内皮表面の Gal-9 と Tim-3 陽性 CD4+T

細胞が、角膜局所でグラフト生着を維持する役割をもつと考えられた。 

 

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

島崎  潤 口腔粘膜幹細胞/前駆細胞を用いた眼表面・口腔粘膜の再

生への応用 

日本私立学校振興・共済事業団

冨田真智子 リング移植を用いた角膜上皮創傷治癒モデル 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 2008. 4.17 翼状片手術のポイント 第112回日本眼科学会総会 横浜市 

島﨑  潤 2009. 2.19 眼表面サイエンス 第 33 回角膜カンファランス, 

第25回日本角膜移植学会 

神戸市 

島﨑  潤 2009. 2.19 新しい液状涙点プラグによるド

ライアイ治療 

第 33 回角膜カンファランス, 

第25回日本角膜移植学会 

神戸市 

佐竹 良之 2008. 4.17 アレルギー性結膜疾患における

病態の評価とその治療戦略 

第112回日本眼科学会総会 横浜市 

佐竹 良之 2008. 7. 4 アレルギー性結膜疾患に対する

外科的治療 

第42回日本眼炎症学会 福岡市 

佐竹 良之 2008. 9.20 アレルギー性結膜疾患の治療-

臨床での治療の現状（実際の治

療） 

第28回日本眼薬理学会 岡山市 

田  聖花 2009. 1. 23 術前準備と器具 第32回日本眼科手術学会総会 神戸市 

堀  好子 2009. 1. 23 LASIKを中心とした術式 第32回日本眼科手術学会総会 神戸市 

 
 



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 2008. 4. 4 日常よく遭遇するオキュラーサ

ーフェス疾患 

第3回HOT Conference 東京 

島﨑  潤 2008. 5.23 ドライアイ研究 結果を出すた

めのコツ 

第２回箱根ドライアイクラブ 箱根町 

島﨑  潤 2008. 7.11 オキュラーサーフェスの診か

た、考え方 

第29回COST 東京 

島﨑  潤 2008. 7.13 最近増えている眼表面疾患 第12回甲信セミナー 山梨県中

巨摩郡 

島﨑  潤 2008. 7. 15 日常遭遇する角結膜疾患の治療 ファイザー株式会社 テレビシ

ンポジウム 

東京 

島﨑  潤 2008. 7.26 羊膜を用いた角結膜の手術 眼科診療アップデートセミナー

2008 

東京 

島﨑  潤 2008.11.15 角膜内皮移植の現状と課題 第12回Cornea Update Seminar 

Tokyo 

東京 

島﨑  潤 2009. 1.13 ドライアイと類縁疾患 第 43 回東京大学眼科茶話会 

Tokyo Ophthalmology Club 

東京 

島﨑  潤 2009. 1.17 角膜移植と再生医療 平成 20 年度日本歯科色彩学会

見学会 

市川市 

島﨑  潤 2009. 2.27 あの人は今？③ 第30回記念COST 東京 

島﨑  潤 2009. 3.22 ドライアイってどんな病気？ 日経健康セミナー 東京 

佐竹 良之 2008. 6. 5 免疫抑制剤の使い方 流山市眼科医会講演会 柏市 

佐竹 良之 2008. 6.18 春季カタルの診断と治療 眼アレルギー講演会 古河市 

佐竹 良之 2008. 6.25 重症アレルギー性結膜炎の治療

戦略 

第 1 回東上総地区眼科学術講演

会 

茂原市 

佐竹 良之 2008. 8.27 アレルギー治療薬の効果的な使

い方 

牛久市・竜ヶ崎市病診連携の会 土浦市 

佐竹 良之 2008.9.18 重症アレルギーの治療戦略 川越市眼科医会講演 川越市 

佐竹 良之 2008.11.13 アレルギー性眼疾患の治療戦略 成田赤十字病院眼科病診連携講

演会 

成田市 

佐竹 良之 2009. 1.28 明日から役立つアレルギー性結

膜炎治療のポイント 

名古屋北部眼科懇話会 名古屋市

佐竹 良之 2009. 2.26 ドライアイ 第 2 回千葉眼科プライマリーケ

ア研究会 

浦安市 



田  聖花 2008. 5.24 人工涙液とヒアルロン酸の使い

方 

第2回箱根ドライアイクラブ 箱根町 

田  聖花 2009. 2.26 ドライアイとその類縁疾患 第 2 回千葉眼科プライマリーケ

ア研究会 

浦安市 

冨田真智子 2008.10.18 アカントアメーバ角膜炎と涙腺

炎 

第 286 回東京歯科大学学会 学

長奨励研究賞受賞講演 

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  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 

     小林小百合   慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ98-0690-1） 

専修医  山本 耕司   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）内耳性難聴の病態について 

感音性難聴のうち内耳が原因と考えられる難聴は数多いが、突発性難聴を始め病態生理が不明な疾

患も多い。遺伝性難聴モデルマウスなどの研究から難聴の発症機序を明らかにし、今後の治療につな

げることが可能である。Brn4 欠損マウスにおける研究から内耳血管条の働きは保たれているものの、

ラセン靭帯線維細胞の障害より、カリウムイオンのリサイクル機構が破綻し、内リンパ電位の低下お

よび高度難聴を来たすと考えられ、音受容における内耳ラセン靭帯線維細胞の重要性が再認識された。

また、現在脂質代謝異常症のひとつであるFabry病のモデルマウスを用いて難聴病態を検討している。 



解      説 

 

1. 中島庸也 : 睡眠呼吸障害(SDB)への取り組みの現況とその将来 市川総合病院におけるこれまでの 10 年とこれか

らの 10 年, 歯科学報 108(2), 174, 2008. 
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1. 中島庸也: 著分担 :今日の耳鼻咽喉科頭頸部治療指針(第3版) (a)129 術後性上顎嚢胞  262～264頁, 医学書

院, 東京, 2008. 

 

2. 中島庸也: 著分担 :耳鼻咽喉科看護の知識と実際 (a)7 睡眠時無呼吸症候群と扁桃・アデノイド肥大の治療・看

護  167～178 頁, メディカ出版 , 大阪, 2009. 

 



 

 

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 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） 

 
2．成果の概要 

1) 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）  

 掌蹠膿疱症患者の調査で骨関節炎は約２０％の症例で、歯性病巣は６０％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

逆に軽症の向が認められた。ビオチン投与は約75%の症例で有効で、3ヶ月から6ヶ月内服後の皮疹

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た。歯性病巣治療の

相乗効果が認められる症例もあったが、正確な評価が困難であった。金属アレルギーの関与が示唆

される症例もあるが、その頻度はかなり低いと考えられる。 

 以上の点より、掌蹠膿疱症ではビオチン療法を行うと共に、病巣感染、金属アレルギーなどの病

因を検査し、必要があれば病因に対する治療を追加すると、殆どの症例で軽快ないし治癒させるこ

とが期待できる。 

  歯科学報 108(5), 431～436, 2008 
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HAART の併用が有効であった AIDS 関連 Kaposi 肉腫の 1 例, 臨皮 62(10), 752～755, 2008. 症例 A07-0710-5 

(1)慶大・医・皮膚科,(2)東京都 

 

3. 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋愼一, 穴澤卯圭(1), 青柳 裕(2), 宮本純平(3) : ステロイド薬内服・手術療法および放射

線療法を併用した木村氏病の 1 例, 臨皮 62(6), 383～385, 2008. 症例 A07-0710-5 (1)市病・整外科,(2)市病・放

科,(3)慶大・形成外科 

 

4. 高橋愼一 : 掌蹠膿疱症の病因と治療, 歯科学報 108(5), 431～436, 2008. 総説 A96-0710-1 

 

5. 伊東祥雄, 佐々木哲雄(1), 矢田佳子(1), 川島淳子, 高橋愼一 : Milia-like Idiopathic Calcinosis Cutis in Down 

Syndrome, 西日皮膚 70(6), 621～624, 2008. 原著 A07-0710-5 (1)国際医療福祉大・熱海・皮膚科 

 

学会抄録 

 

1. 森本光明(1), 山根源之(1), 浮地賢一郎(1), 高田篤史(1), 森谷有紀子(1), 松村真太郎(1), 宇治川清登(1), 花上伸明(1), 

佐藤一道(2), 蔵本千夏(1), 渡邊 裕(1), 小澤靖弘(1), 外木守雄(1), 田中陽一(3), 高橋愼一 : 仮性菌糸の客観的

評価による口腔カンジダ症の診断と治療効果判定について, 日口腔科会誌, 424, 2008. (第 62 回特定非営利活動

法人日本口腔科学会, 福岡) A09-0710-8 (1)市病・オーラルメディシン,(2)市病・口腔がんセンター,(3)市病・臨検 

 

2. 高橋愼一 : 掌蹠膿疱症の病因と治療(特別講演), 歯科学報 108(2), 172, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 

千葉市) 

 

3. 藤本 勝(1), 浮地賢一郎(1), 高田篤史(1), 福島大平(1), 森本光明(1), 山根源之(1), 高橋愼一 : NiSO4 による皮膚・口

腔粘膜感作および経口免疫寛容されたマウス脾細胞のサイトカインプロフィール, J Environ Dermatol Cutan 

Allergol 2(4), 327, 2008. (第 38 回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会・学術大会, 大阪) A96-0710-2 (1)市病・オー

ラルメディシン 

 

4. 樋口ミキ(1), 高橋愼一, 中濱孝志(2) : 当院における「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」実施後、一年間の成果と今後の

課題, 褥瘡会誌 10(3), 395, 2008. (第 10 回日本褥瘡学会学術大会, 神戸市) A07-0710-7 (1)東歯大・市川・看護部,(2)

東歯大・市川・栄養科 

 

5. 武安嘉大(1), 松村真太郎(1), 森下仁史(1), 高田篤史(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 高橋愼一,      

田中陽一(2) : 悪性リンパ腫に伴った腫瘍随伴性天疱瘡と考えられた 1 例, 日口腔粘膜会誌 14(2), 56, 2008. (第

18 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 

 

6. 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),       

高橋愼一 : ニッケル DTH マウスモデルおよび寛容化マウスに対するリンパ球幼若化試験および Cytokine 

profile の差異の検討, 日口腔診断会誌 22(1), 146, 2008. (日本口腔診断学会, 東京) A96-0710-2 (1)市病・オーラル

メディシン 



 

7. 川島淳子, 伊東祥雄, 高橋愼一, 柳澤里佳(1), 荒川幸喜(1), 新澤恭子 : 網状皮斑を認めた顕微鏡的多発血管炎

の 1 例, 日皮会誌 118(8), 1571, 2008. ( 第 58 回日本皮膚科学会中部支部学術大会, 京都市) A07-0710-5 (1)市病・

内科 

 

8. 伊東祥雄, 川島淳子, 高橋愼一, 矢田佳子(1), 佐々木哲雄(1) : 四肢の稗粒腫様特発性皮膚石灰沈着症を伴った

Down 症候群の 1 例, 日皮会誌 118(10), 2005, 2008. (第 71 回東部支部学術大会 , 札幌市) A07-0710-5 (1)国際医

療福祉大・熱海・皮膚科 

 

9. 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),       

高橋愼一 : ニッケル DTH マウスモデルおよび寛容化マウスに対するリンパ球幼若化試験および Cytokine 

profile の差異の検討, 歯科学報 108(2), 189, 2009. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉) A96-0710-2 (1)市病・

オーラルメディシン 

 



 

 

14. 形 成 外 科  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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20592108、Ａ08-0665-1、Ａ08-0665-2、Ａ08-0665-3） 

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 

（Ａ08-0665-4） 

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 

（Ａ08-0665-5） 

助   教 三浦麻由佳 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 

（Ａ08-0665-4） 

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 

（Ａ08-0665-5） 

  

2．成果の概要 

1) 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 

 （文科省科研費基盤（Ｃ）20592108、Ａ08-0665-1、Ａ08-0665-2、Ａ08-0665-3） 

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

解析システムを慶應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った。 

 頭頚部癌 34, 280～286, 2008 

 Proceedings of 18th Japan-China Joint Meeting on Plastic Surgery, 144, 2008 

 Proceedings of 18th Japan-China Joint Meeting on Plastic Surgery, 145, 2008 

 平成20年度～平成21年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））研究成果報告書 

 

2) 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 

 （文科省科研費基盤（Ｃ）20592108、Ａ08-0665-1、Ａ08-0665-2、Ａ08-0665-3、Ａ08-0665-4） 

 A) 陳旧性顔面神経麻痺に対する各種治療法・術式の検討とビデオ画像からのコンピュータ解析に

よる表情運動の定量的評価法 

    陳旧性顔面神経麻痺の治療につき、眉毛・眼瞼・鼻翼・上下口唇部の領域別に、治療方針、

術式の適応、主に施行してきた複数の術式の術後評価とその比較を行い、また術後評価法と

してのビデオ画像からのコンピュータ解析法につき検討した。 

    頭頚部癌 34, 280～286, 2008 

 

  B) 麻痺性兎眼に対する耳介軟骨移植術による治療－耳甲介軟骨移植と対耳輪軟骨移植の比較－ 

    陳旧性顔面神経麻痺による兎眼に対する治療として、中一強度の下眼瞼外反に耳介軟骨移

植が臨床的に行われるが、耳介軟骨移植として耳甲介と対耳輪軟骨の２種の異なる軟骨移植



 

 

法施行した。顔面神経麻痺を起因とする兎眼矯正での外反治療において両者を比較検討した

研究は無く、本研究では両法を各々５症例ずつに施行して、閉瞼状態や自覚症状の改善度、

後戻りの程度などを評価して比較検討を行った。 

     Facial Nerve Research Jpn 28, 110～113, 2008 

 
     C) 三叉神経咬筋枝を運動神経として利用した、遊離筋移植による動的口唇再建術 

     陳旧性顔面神経麻痺に対する笑いの表情の獲得を目的とした遊離筋移植による動的口      

唇再建術の運動神経としては、現在健側顔面神経頬枝が一般的である。最近、三叉神経咬筋

枝利用した再建により良好な結果を得たとする報告が海外で散見される。本邦では初めての

まとまった報告として、我々が施行した三叉神経咬筋枝を利用した再建５症例（移植筋体６

例）につき、術式の有効性、問題点を検討した。 

     日本マイクロサージャリ－学会誌 22, 167, 2009 

 
   D) 薄層前鋸筋弁による機能的表情筋再建 

     笑いの表情を目的とした筋移植では通常１つの移植筋を頬部に移植するが、複雑な口 唇

運動に対して単一方向の運動しか望めない。より自然な口唇の動きを求めて、口唇周囲の多

方向ベクトルの表情筋を考慮した、複数の筋移植による機能的な動的口唇再建術を行った。

口唇挙上に関与する大頬骨筋、小頬骨筋・上唇挙筋、笑筋の３筋群の多方向ベクトル運動の

再建として、muscle slip に分離した３腹の薄層とした前鋸筋を各々口唇から異なった角度

で頬部に移植する術式を新たに開発し、陳旧性顔面神経麻痺や先天 性両側麻痺の患者５例

に施行して、術式の有用性、問題点につき検討した。 

     日本マイクロサージャリ－学会誌 22, 168, 2009 

 

3) 頭頚部腫瘍債権外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証（Ａ-08-0665-5） 

  A) 硬口蓋粘膜採取後の口蓋スプリントを用いた創管理法 

      硬口蓋粘膜採取部の術後創管理に関しては、人工真皮を欠損部に貼付後、硬口蓋にシリコ

ンガーゼを瞬間接着剤で固定する方法などが行われてきたが、術後にシリコンガーゼが取れ

やすく、食事摂取時にシリコンガーゼが邪魔で、創部の観察はできない、などの問題点があ

った。これらの問題点を解決するために、口蓋スプリント（保護床）と人工真皮を術中・術

後に適時併用する創管理法を開発し、５症例に臨床応用を行ったが、本法の有用性、問題点

につき検討した。 

      日本頭蓋顎顔面外科学会誌 25, 184, 2009 

 

B) 広範囲眼輪筋切除後に人工真皮留置を併用した眼瞼痙攣の手術療法 

   眼瞼痙攣の治療にはボツリヌス毒素療法が第１選択となっているが、適切なコントロール

が得られない場合や眉毛・眼瞼下垂、皮膚弛緩など整容面も問題となる場合では手術も適応

となる。痙攣軽減目的で眼輪筋広範囲切除術が行われるが、眼瞼周囲、特に外眼角部での術

後の陥凹・不整変形は問題であった。眼輪筋切除後に陥凹部への augmentation 目的で、ま

た再発予防へのspacerも兼ねて人工真皮を留置する方法を新たに開発し、これらの問題点の

改善をはかった４症例を施行し、術式の有用性、問題点につき検討した。 



 

 

   日本頭蓋顎顔面外科学会誌 25, 179, 2009 

 

C) ステロイド薬内服・手術療法および放射線照射を併用した木村氏病の治療 

     （特に顔面領域の腫瘤に対して） 

      木村氏病は慢性の経過をたどる良性疾患でⅠ形アレルギーの関与も指摘されているが原因

不明の疾患である。治療法としてステロイド剤、放射線、手術などがあるが、顔面腫瘤など

でステロイド剤大量投与を余儀なくされる症例における、手術療法の併用によるステロイド

剤の減量効果の有用性など、適切な３者療法の施行法につき検討した。 

      臨床皮膚科  62(6), 383～385 

 

3．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 

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 

科研費・基盤研究（C） 

  

4．研究活動の特記すべき事項 

 シンポジスト（シンポジスト、期日、演題、学会名、主催地） 

シンポジスト 年月日 演題名 学会名 主催地 

田中 一郎 2009. 6.11 陳旧性顔面神経麻痺に対する各種治

療法の検討 

第32回日本頭頚部

癌学会 

東京 

  

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 演題名 学会名 主催地 

田中 一郎 2009.11.27 皮膚科領域の形成外科手術 市川市皮膚科医会 市川市 

 



論      文 

 

1. 田中一郎, 佐久間 恒(1), 中島龍夫(2), 南谷晴之(3) : 陳旧性顔面神経麻痺に対する各種治療法・術式の検討とビ

デオ画像からのコンピュータ解析による表情運動の定量的評価法, 頭頚部癌 34(3), 280～286, 2008. 原著 文

科省科研費基盤 C、 A08-0665-1, A08-0665-2, A08-0665-3, A08-0665-4, (1)横浜市民病院・形成外科,(2)慶大・医・形成外

科,(3)慶大・理工・ 

 

2. 伊東祥雄(1), 田中一郎, 川島淳子(1), 高橋慎一(1), 穴澤卯圭(2), 青柳 裕(3), 宮本純平(4) : ステロイド薬内服・手術

療法および放射線照射を併用した木村氏病の 1 例, 臨皮 62(6), 383～385, 2008. 症例 A08-0665-5 (1)市病・皮

膚科,(2)市病・整形外科,(3)市病・放射線,(4)慶大・医・形成外科  

 

3. 田中一郎, 中島 龍夫(1) : 麻痺性兎眼に対する耳介軟骨移植術による治療―耳甲介軟骨移植と対耳輪軟骨移植

の比較―, Facial N Res Jpn 28, 110～113, 2008. 原著 A08-0665-4 (1)慶大・医・形成外科 

 

その他 

 

1. 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, 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, 2009. 科学研究費補助金(基盤研究 C) A08-0665-1, 

A08-0665-2, A08-0665-3, A08-0665-4 

 

学会抄録 

 

1. 三津山信治(1), 佐々木哲雄(1), 国見裕子(1), 矢田桂子(1), 小林照子(1), 田中一郎 : 皮膚粘液癌の 1 例, 日皮会誌 

118(4), 769, 2008. (日本皮膚科学会総会, 京都) A08-0665-5 (1)国際医療福祉大熱海病院 

 

2. 酒井成貴, 田中一郎, 山内智博(1) : 口蓋スプリントを利用した硬口蓋粘膜採取部の術後創管理, 第 17 回慶応義

塾大学医学部形成外科同門会学術集会抄録集, 26, 2008. (第 17 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会, 

東京) A08-0665-5 (1)市病・口腔がんセンター 

 

3. 渡辺美佳, 田中一郎, 伊東祥雄(1), 川島淳子(1), 高橋愼一(1), 穴澤卯圭(2) : 背部弾性線維腫(elastfibroma)の 4 症

例, 51 回日本形成外科学会総会抄録集, 291, 2008. (51 回日本形成外科学会総会, 名古屋) (1)市病・皮膚科,(2)市病・

整形外科 

 

4. 田中一郎, 佐久間 恒(1), 中島龍夫(2), 南谷晴之(3) : 陳旧性顔面神経麻痺に対する各種治療法の検討, 頭頚部癌 

34(2), 99, 2008. ( 第 32 回 日 本 頭 頚 部 癌 学 会 , 東 京 ) 文 科 省 科 研 費 基 盤 C 

A08-0665-1,A08-0665-2,A08-0665-3,A08-0665-4 (1)横浜市民病院・形成外科,(2)慶大・医・形成外科,(3)慶大・理工・ 

 

5. 田中一郎, 中島龍夫(1) : 麻痺性兎眼に対する耳介軟骨移植術による治療―耳甲介軟骨移植と対耳輪軟骨移植の

比較―, 第 31 回日本顔面神経研究会抄録集, 64, 2008. (第 31 回日本顔面神経研究会, 東京) A08-0665-4, (1)慶大・

医・形成外科 

 

6. 三浦麻由佳, 田中一郎, 中島龍夫(1) : 耳介軟骨移植術による麻痺性兎眼の治療―耳甲介軟骨移植と対耳輪軟骨

移植の比較―, 第 17 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会抄録集, 28, 2008. (第 17 回慶応義塾大

学医学部形成外科同門会学術集会, 東京) A08-0665-4 (1)慶大・医・形成外科 

 



7. Tanaka,I., Minamitani,H.(1), Nakajima,T.(2) : Three dimensional quantitative assessment of facial nerve palsy by using 

optical flow method and bilateral mirror system with immovable head position device, Abstracts of the 18th 

Japan-China Joint Meeting on Plastic Surgery, 144, 2008. (18th Japan-China Joint Meeting on Plastic Surgery, 

Xi'an,China) 文科省科研費基盤 C A08-0665-1, A08-0665-2, A08-0665-3 (1)慶大・理工,(2)慶大・医・形成外科 

 

8. Tanaka,I., Minamitani,H.(1), Nakajima,T.(2) : Diagnosis of facial nerve palsy using the facial motion diagnostic score 

calculated by the facial movement analyzing system, FEMAS-1, Abstracts of the 18th Japan-China Joint Meeting 

on Plastic Surgery, 145, 2008. (18th Japan-China Joint Meeting on Plastic Surgery, Xi'an,China) 文科省科研費基盤 C 

A08-0665-1, A08-0665-2, A08-0665-3 (1)慶大・理工,(2)慶大・医・形成外科  

 

9. 三浦麻由佳, 田中一郎, 高橋慎一(1), 川島淳子(1), 伊東祥雄(1) : 副鼻腔炎より眼窩蜂窩織炎を呈した症例の経験, 

慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会抄録集, 16, 2009. (第 18 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学

術集会, 東京) A08-0665-5 (1)市病・皮膚科 

 

10. 三浦麻由佳, 田中一郎, 伊東祥雄(1), 川島淳子(1), 高橋慎一(1), 吉田隆一(2) : 副鼻腔炎より眼窩蜂窩織炎を呈し

た症例, 第 72 回日本皮膚科学会東京支部学術大会 学会抄録, 2009. (第 72 回日本皮膚科学会東京支部学術大

会 , 東京) A08-0665-5 (1)市病・皮膚科,(2)市病・耳鼻咽喉科 

 

11. 田中一郎, 佐久間 恒(1), 宮本純平(2), 酒井成貴, 三浦麻由佳 : 三叉神経咬筋枝を運動神経として利用した、遊

離筋移植による動的口唇再建術, 日本マイクロ会誌 22(2), 167, 2009. (第 35 日本マイクロサージャリー学会, 新潟) 

文科省科研費基盤 C A08-0665-1,A08-0665-2,A08-0665-3,A08-0665-4 (1)横浜市立横浜市民病院・形成外科,(2)慶大・医・

形成外科 

 

12. 佐久間恒(1), 田中一郎, 酒井成貴, 三浦麻由佳 : 薄層前鋸筋弁による機能的表情筋再建, 日本マイクロ会誌 

22(2), 168, 2009. ( 第 35 日 本 マ イ ク ロ サ ー ジ ャ リ ー 学 会 , 新 潟  ) 文 科 省 科 研 費 基 盤 C 

A08-0665-1,A08-0665-2,A08-0665-3,A08-0665-4 (1)横浜市立横浜市民病院・形成外科 

 

13. 田中一郎, 三浦麻由佳, 中島龍夫(1) : 広範囲眼輪筋切除後に人工真皮留置を併用した眼瞼痙攣の手術療法, 

日頭顎顔会誌 25(2), 179, 2009. (第 26 日本頭蓋顎顔面外科学会, 東京) A08-0665-5 (1)慶大・医・形成外科  

 

14. 酒井成貴, 田中一郎, 山内智博(1) : 硬口蓋粘膜採取後の口蓋スプリントを用いた創管理法, 日頭顎顔会誌 

25(2), 184, 2009. (第 26 日本頭蓋顎顔面外科学会, 東京) A08-0665-5 (1)市病・口腔がんセンター 

 



 

 

15. 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 

教 授 石川 博通 男性不妊における凍結保存精液の応用（Ａ94-0730-2） 

助 教 花輪 靖雅 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム 

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 

助 教 萩生田 純 分子標的治療薬の精巣毒性およびVEGFの精巣内での役割 

  

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 

 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。 

 

5) 分子標的治療薬の精巣毒性およびVEGFの精巣内での役割 

 現在多くの分子標的薬が悪性腫瘍の治療に使用されておりさまざまな副作用が報告されている．

しかし精巣毒性に関する報告はほとんどない．今回VEGF阻害薬のaxitinibの精巣毒性についてマ

ウスに投与後，精巣組織を採取し検討する．また近年不妊患者において精巣内 VEGF の濃度の低下

が言われておりTESEで得られた不妊患者の精巣組織を用いて検討する． 



論      文 

 

1. 大東貴志(1), 中島 淳(1), 菊地栄次(1), 丸茂 健 : 当院勃起不全外来における限局性前立腺癌術後の ED に対す

る治療. , 日性会誌 23(1), 49～55, 2008. 原著 (1)慶大・医・泌 

 

2. Ito,K.(1), Nakazawa,H.(2), Marumo,K., Ozono,S.(3) : Risk factors for ipsilateral adrenal involvement in renal cell 

carcinoma., Urology 72(2), 354～348, 2008. 原著 (1)慶大・医・泌,(2)東京女子大・医・泌,(3)浜松医大・医・泌 

 

3. 兼子 智(1), 石川博通 : 【産婦人科領域における細胞・組織の凍結保存】 生殖細胞 精子保存, 産婦実際 57(10), 

1523～1527, 2008. 総説 A94-0730-2 (1)市病・産婦人科 

 

解      説 

 

1. Higashihara,E.(1), Nishiyama,T.(2), Horie,S.(3), Marumo,K. : Hematuria: definition and screening test methods., Int J 

Urol 15(4), 281～284, 2008. (1)杏林大・医・泌,(2)新潟大・医・泌,(3)帝京大・医・泌 

 

2. 丸茂 健, 畠 憲一(1), 松本真由子 : 射精障害と不妊治療. , 日医雑誌 137 (1), 27～29, 2008. (1)慈恵医大・医・泌 

 

3. 丸茂 健 : 泌尿器科医の誤診によって生じる医療過誤補償. , 日医雑誌 137 (1): 98.(1), 98, 2008. 

 

4. Namiki,M.(1), Akaza,H.(2), Ito,N.(3), Marumo,K. : Clinical practice manual for late-onset hypogonadism syndrome., Int 

J Urol 15(5), 377～378, 2008. (1)金沢大・医・泌,(2)筑波大・医・泌,(3)札幌医大・医・泌 

 

5. 丸茂 健 : 男性性機能障害と女性パートナーのメンタルヘルス. , Hormone Frontier in Gynecology 15(2), 159～

163, 2008. 

 

6. Kimoto,Y.(1), Nagao,K.(2), Marumo,K. : JSSM guidelines for erectile dysfunction. , Int J Urol 15(7), 564～576, 2008. 

(1)総合脊損センター・泌,(2)東邦大・医・泌 

 

単行図書 

 

1. 丸茂 健(a): 著分担 :男性更年期障害-その関連領域も含めたアプローチ- (a)男性更年期障害と勃起障害 73～

75 頁, 新興医学出版社, 東京, 2008. 

 

2. 丸茂 健(a): 著分担 :第 24 回浜松カンファランス. 泌尿器科学の最近の進歩 (a)日本人の性に対する意識-欧米・

アジア諸国との比較から- 4～7 頁, 浜松医科大学, 浜松, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 畠 憲一, 丸茂 健 : 前立腺癌に対する LH-RH アゴニストが骨密度に及ぼす影響とビスフォスフォネートの治療効

果. , 日泌尿会誌 99(2), 246, 2008. (第 96 回日本泌尿器科学会総会, 横浜市) 

 

2. 兼子 智(1), 宮地系典, 高松 潔(1), 吉田丈児(1), 石川博通 : ヒト精子頭部に見られる空胞変性, 日本アンドロロジ

ー学会学術大会抄録 27(1), 11, 2008. (第 27 回日本アンドロロジー学会学術大会, 京都市) A94-0730-2 (1)市病・産婦

人科 



3. 兼子 智(1), 佐藤健二(1), 宮地系典, 石川博通, 小川真里子(1), 菅原かな(1), 吉田丈児(1), 丸茂 健, 高松 潔(1) : 1. 

ヒト精漿中に見られる細胞外 DNA の不妊病態における意義, 日本生殖医学会雑誌 53(4), 11, 2008. (第 53 回日

本生殖医学会総会・学術講演会, 神戸市) A94-0730-2 (1)市病・産婦人科 

 

4. 菊地栄次(1), 大家基嗣(1), 丸茂 健 : 前立腺癌に対する外科的治療および放射線照射後の ED に対する治療. , 

日泌尿会誌 99(2), 158, 2009. (第 96 回日本泌尿器科学会総会, 横浜市) (1)慶大・医・泌 

 



 

 

16. 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 木村 雅子 骨格筋組織水と骨格筋機能・構造の研究 

 

2. 成果の概要 

1) 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ99-0700-1） 

当院で開発した、デンチャー型3次元モールド・アプリケターも使用し良好な結果が得られてい

る。今後、さらに症例を蓄積し検討する。 

 

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ことから、臨床応用を開始して

いる。 

論文：Microwave interstitial hyperthermia with ablation concept 

Thermal Medicine 24(3)：101-111, 2008 

Yutaka Aoyagi, Kazuyoshi Saito, Horotoshi Horita, Koichi Ito, Hirotoshi Tanaka, Satoshi 

Tatsuno, Kazuo Miida, Sakura Shimizu, Chihiro Kanehira 

 

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。 

 

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 100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（Ａ07-0700-2） 

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 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. 7. 7 

 

頭頚部 第 19 回放射線科認定医試験

講習会 

東京 

辰野  聡 2008. 2.14 造影 MRIの意義 頭頸部 日本医学放射線学会関東地

方会セミナー 

東京 

 



論      文 

 

1. Aoyagi,Y., Horita,H., Tanaka,H., Tatsuno,S., Simizu,S., Miida,K., Kanehira,C.(1), Itou,K.(2), Saito,K.(2) : Microwave 

interstitial hyperthermia with ablation concept, Thermal Medicine 24(3), 101～111, 2008. 原著 A00-0700-1 

(1)Dept.of Radiology,(2)Research Center for Frontier Medical Engineering. Chiba Univ. 

 

2. 辰野 聡, 三井田和夫, 清水 桜, 青柳 裕 : 競技種目別スポーツ障害と外傷の画像診断, 画像診断 28(8), 739

～749, 2008. 臨床 

 

解      説 

 

1. 辰野 聡 : 頭頸部の診断と治療 update 3.眼窩 眼球以外の眼窩疾患, 臨放 53(11), 1355～1362, 2008. 

A03-0700-1 

 



 

 

17. 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 フェンタニルからオキシコドンへのオピオイドローテンション時

の換算比の検討 

レボブピバカインの術後鎮痛効果の検討 

講 師 大内  貴志 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 レミフェンタニル麻酔後の痛覚過敏に対する少量デクスメデトミ

ジンの効果（Ａ09-0740-1) 

助 教 加藤  崇央 強制温風式加温装置における再分布性低体温の予防効果について 

(Ａ09-0740-2) 

  

2. 成果の概要 

1) 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。 

 

2) 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。 

 

  3) レミフェンタニル麻酔後の痛覚過敏に対する少量デクスメデトミジンの効果 

(Ａ09-0740-1) 

顎矯正手術後には，出血や浮腫に起因する気道のトラブルを来す可能性が高く，術後の鎮

痛薬使用量増加による呼吸抑制は避けなければならない．しかし高用量レミフェンタニル麻

酔後には麻薬性鎮痛薬使用量の増加が認められ，痛覚過敏発生が疑われている 1)．高用量 R

を使用した顎矯正手術後にデクスメデトミジンが術後の麻薬性鎮痛薬の使用量に及ぼす影響

を検討する． 

日歯麻誌 36, 100, 1998 

 

  4) 強制温風式加温装置における再分布性低体温の予防効果について (Ａ09-0740-2) 

全身麻酔の導入時に再分布性低体温が生じることが知られている。その際に適切な加温が



 

 

行われなければ術中低体温はさらに進行し、種々の合併症を発症しうる。強制温風式加温装

置は体温保持に有用であることが示されている。医療技術の進歩により様々なブランケッ

ト・加温装置が開発されてきている。加温装置によって加温効率に差があるか、比較検討を

行う。 

 

3. 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 

小板橋俊哉 2008. 6.14 人工呼吸管理中のレミフェ

ンタニルの効用 

日本麻酔科学会第 55 回学術

集会 

横浜市 

小板橋俊哉 2009. 1.31 レミフェンタニル麻酔導入

時の循環抑制対策 

第 21 回日本老年麻酔学会イ

ブニングセミナーシンポジウ

ム 

熱海市 

縣  秀栄 2009. 2.10 General anesthesia for  
Maxillo-facial surgery  
and dentistry 

Dental Review 2009 6th  
All-Russian dental forum 
 

Moscow 

 

   学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

小板橋俊哉 2008.11. 2 レミフェンタニル麻酔の極

意 

日本臨床麻酔学会第 28 回大

会（イブニングセミナー） 

京都市 

 

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 

小板橋俊哉 2008. 5. 9 TCIの基礎 群馬 TCI講演会 前橋市 

小板橋俊哉 2008. 7. 5 レミフェンタニル麻酔のコ

ツ 

東葛地区アルチバ症例検討

会 

東京 

小板橋俊哉 2008. 7.25 レミフェンタニル活用ノウ

ハウ 

ULTIVA Conference 秋田市 

小板橋俊哉 2008. 8.26 アルチバ麻酔のコツ サマーイブニングセミナー 東京 

小板橋俊哉 2008.12. 6 レミフェンタニル麻酔を極

めるための 5つのポイント 

第 2 回神奈川 3 大学オピオ

イドフォーラム 

横浜市 

縣  秀栄 2008.10. 9 レミフェンタニル麻酔後の

痛覚過敏対策としての少量

デクスメデトミジン投与の

有用性 

第36回日本歯科麻酔学会総

会・学術集会(ランチョンセ

ミナー) 

大阪市 

 



論      文 

 

1. 伴 理香, 縣 秀栄, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 低用量レミフェンタニル麻酔後に非体温調

節性シバリングが発現した 1 症例, 臨麻 32(7), 1184～1186, 2008. 症例 

 

2. 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 1 例, 日歯麻会誌 

36(3), 289～293, 2008. 症例 

 

3. 小板橋俊哉, 印南靖志, 冨永亜紀, 大内貴志, 梅村直治 : 急性大動脈解離の術前鎮痛・鎮静目的でデクスメデ

トミジンを用い良好に管理し得た 1 症例, 日集中医誌 15(4), 561～562, 2008. 症例 

 

4. 大内貴志, 湯村潤子, 縣秀栄, 芹田良平, 小板橋俊哉 : 周術期肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症予防ガイドライ

ンを導入後の成果と問題点, 歯科学報 108(6), 627～631, 2008. 原著 

 

5. 羽田有沙(1), 枝広あや子(1), 森下仁史(1), 多田和弘(1), 渡邊 裕(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 縣 秀栄,      

小板橋俊哉, 野川茂(2) : 高カリウム血性周期性四肢麻痺患者の顎矯正手術に, 歯科学報 108, 637～643, 

2008. 臨床 (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・内科 

 

6. Serita,R., Morisaki,H.(1), Takeda,J.(1) : An individualized recruitment maneuver for mechanically ventilated patients 

after cardiac surgery., J Anesth 23(1), 87～92, 2009. 原著 (1)慶大・医・麻酔 

 

7. Innami,Y., Oyaizu,T., Oouchi,T., Umemura,N., Koitabashi,T. : Life-threatening hemothorax resulting from right 

brachiocephalic vein perforation during right internal jugular vein catheterization, J Anesth 23(1), 135～138, 

2009. 症例 

 

8. Yajima,S.(1), Morisaki,H.(1), Serita,R., Suzuki,T.(1), Katori,N.(1), Asahara,T.(2), Nomoto,K.(2), Kobayashi,F.(3), 

Ishizuka,A.(4), Takeda,J.(1) : Tumor necrosis factor-alpha mediates hyperglycemia-augmented gut barrier 

dysfunction in endotoxemia., Crit Care Med 37(3), 1024～1030, 2009. 原著 (1)慶大・医・麻酔,(2)ヤクルト,(3)田辺-

三菱,(4)慶大・医・内科 

 

解      説 

 

1. 小板橋俊哉 : 根拠がわかる→だから身につく 麻酔レクチャー 全身麻酔導入時の注意, オペナーシング 23(4), 

457～465, 2008. 

 

2. 小板橋俊哉 : エントロピーモジュール, Anet 12(3), 8～10, 2008. 

 

3. 小板橋俊哉 : 【呼吸・循環イラストレイテッド 病態生理とアセスメント】血液ガスによる酸塩基平衡の評価, ナーシン

グ 28(12), 28～29, 2008. 

 

4. 小板橋俊哉 : 呼吸・循環イラストレイテッド 病態生理とアセスメント】 呼吸・循環器系の疾患 換気調節のループを

理解する 呼吸調節の障害, ナーシング 28(12), 113～115, 2008. 

 

5. 小板橋俊哉 : 【呼吸・循環イラストレイテッド 病態生理とアセスメント】 検査によるアセスメント 血液ガスからの診断 

血液ガスによる換気と酸素化の評価, ナーシング 28(12), 113～115, 2008. 



6. 小板橋俊哉 : 呼吸・循環イラストレイテッド 病態生理とアセスメント】 検査によるアセスメント 酸塩基平衡異常の診

断と主な病態 血液ガスによる酸塩基平衡の評価, ナーシング 28(12), 174～175, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 木山秀哉(1)編著, 小板橋俊哉(a),(b): 著分担 :今日から実践できる TIVA【2】 (a)局所麻酔の鎮静薬としてのレミフ

ェンタニル 213～218 頁,(b)実際的な注意点 219～230 頁, 真興交易, 東京, 2008. (1)北里研究所病院・麻酔科 

 

2. 武田純三(1)監修, 小板橋俊哉(a),芹田良平(b): 著分担 :合併症患者の麻酔スタンダード (a) 術前の発熱，予防接

種後 1～8 頁,(b)重症筋無力症 171～174 頁, 克誠堂, 東京, 2008. (1)慶大・医・麻酔 

 

3. 武田純三(1)編集, 小板橋俊哉(a),芹田良平(b),(c ),大内貴志(d),(e): 著分担 :麻酔看護のポイント 360 (a)麻酔導入 

96～107 頁,(b)口腔外科 223～227 頁,(c)鏡視下手術 261～265 頁,(d)耳鼻咽喉科 234～239 頁,(e)高齢者 240

～246 頁, メディカ出版, 大阪, 2009. (1)慶大・医・麻酔 

 

その他 

 

1. 武田純三(1), 田中 誠(2), 小板橋俊哉, 河本昌志(3), 川真田樹人(4) : 日本麻酔科学会第 55 回学術集会を語る, 臨

麻 32(8), 1365～1384, 2008. (1)慶大・医・麻酔,(2)筑波大・医・麻酔,(3)広大・医・麻酔,(4)信大・医・麻酔 

 

2. 小板橋俊哉 : 終末期医療を考える, 歯科学報 108(4), i, 2008. 

 

3. 小板橋俊哉 : 質疑応答 BIS 画面の見方の実際について(Q&A), 臨麻 32(10), 1681～1684, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 印南靖志, 伴 理香, 冨永亜紀, 縣 秀栄, 大内貴志, 小板橋俊哉 : 経膣的超音波ガイド下無水アルコール固定

術中に生じた急性アルコール中毒の診断に麻酔ガスモニターが有効であった一例, J Anesth 22(Supplement), 

P1-28-04, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横浜市) 

 

2. 高野慧玲, 小板橋俊哉, 印南靖志, 大内貴志, 縣 秀栄, 梅村直治 : レミフェンタニル麻酔導入時の徐脈の検討,

及びアトロピン前投与の有効性, J Anesth 22(supplement), P1-57-04, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横

浜市) 

 

3. 大内貴志, 伴 理香, 冨永亜紀, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 温風式加温装置の送風用ボディブランケ

ットの様式の差による,再分布性低体温の予防効果の比較, J Anesth 22(supplement), P1-64-04, 2008. (日本麻酔

科学会第 55 回学術集会, 横浜市) 

 

4. 大内貴志, 高野慧玲, 冨永亜紀, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : セボフルラン麻酔とプロポフォール麻酔

後の悪心・嘔吐,疼痛および覚醒の質の比較, J Anesth 22(supplement), P2-67-05, 2008. (日本麻酔科学会第 55

回学術集会, 横浜市) 

 

5. 小板橋俊哉 : 人工呼吸管理中のレミフェンタニルの効用 パネルディスカッション 9「救急・集中治療における疼痛

管理」, J Anesth 22(supplement), P2-67-05, 2008. (日本麻酔科学会第 55 回学術集会, 横浜市) 

 



6. 大内貴志, 湯村潤子, 縣 秀栄, 芹田良平, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症予防ガイ

ドラインを導入後 4 年間の経過報告, 歯科学報 108(2), 176, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

 

7. 相川真澄(1), 縣 秀栄, 大内貴志, 湯村潤子, 芹田良平, 外木守雄(1), 小板橋俊哉, 山根源之(1) : 市川総合病院

歯科口腔外科領域における肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症予防ガイドラインの運用報告, 歯科学報 108(4), 

386, 2008. (第 286 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・口外 

 

8. 小板橋俊哉, 大内貴志 : 麻酔科専門医の緩和ケアで用いる麻薬認知度, 日ペインクリニック会誌 15(3), P2-K-6, 

2008. (日本ペインクリニック学会第 42 回大会, 福岡) 

 

9. Agata,H., Koitabashi,T., Oouchi,T., Umemura,N., Innami,Y. : Effects of beta-blocker on postoperative short-term 

outcomes following orthognathic surgery, J Dent Res 86(supplement), #1265, 2008. (86th General Session & 

Exhibition of the IADR(International Association for Dental Research), Tronto) 

 

10. 縣 秀栄, 湯村潤子, 小板橋俊哉 : 顎変形症術後痛覚過敏に及ぼす術中レミフェンタニル濃度の影響, 日歯麻

会誌 36(4), 452, 2008. (第 36 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会, 大阪) 

 

11. 湯村潤子, 縣 秀栄, 小板橋俊哉 : レミフェンタニルを使用した全身麻酔中にシバリングを生じた一例, 日歯麻

会誌 36(4), 453, 2008. (第 36 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会, 大阪市) 

 

12. 小板橋俊哉 : レミフェンタニル麻酔の極意  イブニングセミナー, 日臨麻会誌 28(6), S216, 2008. (日本臨床麻酔

学会第 28 回大会, 京都市) 

 

13. 高野慧玲, 小板橋俊哉, 大内貴志, 縣 秀栄, 印南靖志, 梅村直治 : レミフェンタニル麻酔導入時の循環抑制

の検討,エフェドリン前投与の有効性., 日臨麻会誌 28(6), S277, 2008. (日本臨床麻酔学会第 28 回大会, 京都市) 

 

14. 湯村潤子, 高野慧玲, 濱田佑子, 大内貴志, 縣 秀栄, 小板橋俊哉 : レミフェンタニル麻酔中の声門閉鎖の検

討, 日臨麻会誌 28(6), S279, 2008. (日本臨床麻酔学会第 28 回大会, 京都市) 

 

15. 小柳津智子, 冨永亜紀, 岩室賢治, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : BIS モニターが鎮静・鎮痛レベルの低

下の早期探知に有用であった 2 症例, 日臨麻会誌 28(6), S364, 2008. (日本臨床麻酔学会第 28 回大会, 京都市) 

 

16. Oouchi,T., Koitabashi,T., Takano,E., Ban,R., Tominaga,A. : Improvements in forced-air warming systems might 

prevent intraoperative redistribution hypothermia., Anesthesiology 109(Supplement), A918, 2008. (American 

Society of Anesthesiologists 2008 Annual Meeting, Orlando USA) 

 

17. Oyaizu,T., Koitabashi,T., Oouchi,T., Umemura,N. : Air stream and surface temperature variance between approved 

and unapproved air warming blankets., Anesthesiology 109(Supplement), A920, 2008. (American Society of 

Anesthesiologists 2008 Annual Meeting, Orlando USA) 

 

18. Oouchi,T., Kato,T., Innami,Y., Umemura,N., Koitabashi,T. : N2O increases incidence and severity of PONV, but 

sevoflurane might have little effect on it., Anesthesiology 109(Supplement), A1357, 2008. (American Society of 

Anesthesiologists 2008 Annual Meeting, Orlando USA) 

 



19. Innami,Y., Agata,H., Oouchi,T., Umemura,N., Koitabashi,T. : Ethanol intoxication can be suspected by marked 

end-expiratory halothane concentration. , Anesthesiology 109(Supplement), A1692, 2008. (American Society of 

Anesthesiologists 2008 Annual Meeting, Orlando USA) 

 

20. Takano,E., Koitabashi,T., Oouchi,T., Agata,H., Innami,Y. : Atropine, but not ephedrine prevents severe 

bradycardia during induction of remifentanil anesthesia., Anesthesiology 109(supplement), A664, 2008. (American 

Society of Anesthesiologists 2008 Annual Meeting, Orlando USA) 

 

21. 濱田佑子, 岩室賢治, 大内貴志, 小板橋俊哉 : 心臓血管手術後に両側反回神経麻痺を発症した 2 症例, 

Cardiovasc Anesth 12(Supplement), 105, 2008. (日本心臓血管麻酔学会第 13 回学術大会, 宜野湾市) 

 

22. 岩室賢治, 濱田佑子, 小板橋俊哉 : 植込み型除細動器を装着している重症拡張型心筋症患者の S 状結腸切除

術の麻酔経験 V, Cardiovasc Anesth 12(Supplement), 142, 2008. (日本心臓血管麻酔学会第 13 回学術大会, 宜野湾

市) 

 

23. 羽田有沙(1), 枝広あや子(1), 森下仁史(1), 多田和弘(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 縣 秀栄, 小板橋俊哉,    

野川 茂(2) : 高カリウム血性周期性四肢麻痺患者の顎矯正手術における周術期管理(歯科臨床研修医報告), 

第 285 回東京歯科大学学会誌 108(2), 190, 2008. (第 285 回東京歯科大学学会(例会), 千葉) (1)市病・オーラルメディ

シン・口外,(2)市病・内科 

 

24. 鈴木武志(1), 矢島 聡(1), 山田高成(1), 長田大雅(1), 櫻井裕教(1), 芹田良平, 森崎浩治(2), 武田純三(1) : 敗血症に

対するデクスメデトミジン投与の心保護効果, 日集中医誌 16(supplement), 225, 2009. (第 36 回日本集中治療医学

会学術集会, 大阪市) (1)慶大・医・麻酔,(2)   慶大・医・麻酔 

 

25. 大内貴志, 岩室賢治, 芹田良平, 梅村直治, 濱田佑子, 加藤崇央, 高野慧玲, 小柳津智子, 小板橋俊哉 :  

人工呼吸中の鎮静にレミフェンタニルを併用すると,BIS モニタリングによる鎮静レベル評価の質は向上する, 日

集中医誌 16(supplement), 240, 2009. (第 36 回日本集中治療医学会学術集会, 大阪市) 

 

26. 芹田良平, 森崎浩治(1), 武田純三(2) : 敗血症ラットモデルにおける脳下垂体後葉ホルモンoxytocinの心循環系に

及ぼす影響(会議録), 日集中医誌 16(supplement), 265, 2009. (第 36 回日本集中治療医学会学術集会, 大阪市) (1)   

慶大・医・麻酔,(2)慶大・医・麻酔 

 

27. Iwamuro,K., Koitabashi,T., Oouchi,T., Hamada,Y., Takano,E., Serita,R. : Analgesia-based sedation using 

remifentanil improves monitoring quality of bispectral index values during mechanical ventilation in the intensive 

care unit., Anesth Analg 108(Supplement), A174, 2009. (2009 International Anesthesia Research Society Annual 

Meeting, San Diego) 

 

28. 高野慧玲, 芹田良平, 堀田美佐子, 湯村潤子, 小板橋俊哉 : 多発性硬化症に進行性核上性麻痺を合併した症

例の麻酔経験, 麻酔 58(6), 792, 2009. (日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 48 回合同学術集会, 東京) 

 



18. 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をアルツハイマー病 31 例と健常高齢者19 名に施行して、ア

ルツハイマー病の意味性失名辞と意味記憶障害を詳細に検討した。その結果、アルツハイマー病

では、意味性失名辞と意味記憶障害はそれぞれ独立して並存し、前者は視覚表象、言語表象、意

味記憶の間のアクセス障害により生じ、後者は表象横断的な意味属性の喪失（意味記憶のストア

障害）として発現していることが示唆された。本研究成果は平成20年11月に開催された第32回

日本高次脳機能障害学会で発表した。 



論      文 

 

1. 潮田高志(1), 渡邊 裕(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 吉野文浩 : 歯列模型による自覚症状の再現が

治療上有効であった口腔内セネストパチーの 1 例, 日歯心身医会誌 22(2), 94～97, 2007. 症例 学位論文(甲) 

2007 年度分 (1)市病・オーラルメディシン・口外 

 

2. Uno,A.(1), Wydell,T.N.(2), Kato,M.(3), Ito,K.(4), Yoshino,F. : Cognitive neuropsychological and regional cerebral blood 

flow study of a Japanese-English bilingual girl with specific language impairment (SLI), Cortex 45(2), 154～163, 

2009. 症例 RI 研 (1)筑波大・障害・人間総合,(2)Brunel Univ.,(3)慶大・医・精神,(4)国立精神保健研 

 

解      説 

 

1. 大川原浩, 吉野文浩, 加藤元一郎(1) : 変性性認知症－アルツハイマー病について, Monthly Book Medical 

Rehabilitation 91(増刊号), 34～40, 2008. (1)慶大・医・精神 

 

2. 吉野文浩, 大川原浩, 加藤元一郎(1), 鹿島晴雄(1) : 神経心理学からみた認知障害と精神症状, 精神科 12(5), 

355～360, 2008. (1)慶大・医・精神 

 

単行図書 

 

1. 吉野文浩, 大川原浩, 加藤元一郎(1) : 著分担 :New 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ 6 神経疾患 (a)

もの忘れのため息子が心配して精査目的で受診した 70 歳女性 76～85 頁, 日本医事新報社, 東京, 2008. (1)

慶大・医・精神 

 

その他 

 

1. 江口洋子, 吉野文浩, 数井裕光(1), 大川原浩, 高野晴成(2) : 健忘型軽度認知機能障害患者の金銭管理能力, 研

究結果報告書集－交通安全等・高齢者福祉－ 2006 年度三井住友海上福祉財団研究助成 12, 73～76, 2008. 

(1)大阪大・医・精神,(2)放射線医学総合研 

 

学会抄録 

 

1. 江口洋子, 吉野文浩, 数井裕光(1), 大川原浩, 高野晴成(2), 武田雅俊(1) : 健忘型軽度認知機能障害患者の金銭

管理能力, 高次脳研 29(1), 161～162, 2009. (第 32 回日本高次脳機能障害学会総会, 松山市) (1)大阪大・医・精神,(2)

放射線医学総合研 

 

2. 吉野文浩, 加藤元一郎(1), 三村 將 (2), 斎藤文恵(1), 江口洋子, 大川原浩 : アルツハイマー病において並存する

意味性失名辞と表象横断的な意味属性の喪失, 高次脳研 29(1), 164～165, 2009. (第 32 回日本高次脳機能障害

学会総会, 松山市) (1)慶大・医・精神,(2)昭和大・医・精神 

 



19. 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  

3) 骨髄細胞の形態と病理診断アトラスの作成 

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TMD芽球の培養中に出現する分化した血液細

胞がTMD芽球と同一のGATA1遺伝子異常を有することを明らかにし、TMD芽球が分化能力を有すること

を証明した。白血病の芽球が成熟球に分化する現象はTMDの自然治癒に関わる可能性が示唆される。 

(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。小児腫瘍

組織分類委員会委員として、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いる。本年度は「小児腫瘍組織カラーアトラス第５巻：小児

肝腫瘍」の出版にむけて準備を進めた。 

(3)「骨髄細胞の形態と病理：形態診断アトラス」の作成 

各種血液疾患における骨髄血液細胞の塗抹細胞像と骨髄病理組織像および電子顕微鏡所見を総合

的に対比しながら把握できるアトラスは、病理組織像を理解しにくい臨床医にとって、また塗抹細胞

像に馴染みが薄い病理医にとって価値あるもので、診断のみならず疾患の理解にも役立つ書籍である。

また医師のみならず、看護師や検査技師などの医療従事者や医科歯科関連の学生にとってもきわめて

有用と思われる。このような血液学のアトラス書を作成中である。本年度は症例の集積と写真撮影が

終了し、執筆も最終段階となっている。 

(4) 舌癌の Breadloaf step sectioning(BLSS)検索法を含めた舌癌取扱い指針（口腔腫瘍

17(1):13-85）、下顎歯肉癌（口腔腫瘍 19(2):37-124）、頰粘膜癌・口底癌（20(2):25-117）はすでに

完成し、上顎歯肉癌・硬口蓋癌（21(2):71-121予定）が予定されており、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）も完成した。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。 



(5) 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、口腔科学会、日本臨床

口腔病理学会、歯科医学会で発表した。また市川市歯科医師会と共同の、病診連携システムを基盤と

した、Oral cancer detecting system Ichikawa network(OCDSIN)も順調に推移し、来年度からは市

川市の委託事業となり、市の予算がつく予定である。口腔癌検診の全国展開も視野に入り、先駆的な

取り組みとして取り上げられている。 

 

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 

宮内 潤 ダウン症における一過性骨髄増殖症の自然治癒機構に関する

分子・細胞生物学的研究 

科研費 基盤研究(C)

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 

田中陽一 2008. 6. 7～8 口腔がん細胞診―診断の決

め手とpitfall― 早期癌発

見のために 

第49回日本臨床細胞学会

総会（春期大会） 

東京 

  



論      文 

 

1. 海苔 聡(1), 穴澤卯圭(1), 白石 建(1), 堀田 拓(1), 栩木弘和(1), 田中陽一 : 8 年の自然経過にて病巣の消失を認め

た骨線維形成の 1 例, 臨床雑誌｢整形外科｣ 59(5), 513～516, 2008. 臨床 (1)市病・整外科 

 

2. 出雲俊之(1), 大関 悟(2), 岡田憲彦(3), 岡部貞夫(4), 岡崎雄一郎(5), 桐田忠昭(6), 草間幹夫(7), 佐藤 徹(8),       

篠原正徳(9), 新谷 悟(10), 田中陽一, 中山英二(11), 林 孝文(12), 宮崎晃亘(13), 柳下寿郎(14), 山根正之(15) : 頬粘

膜癌・口底癌取扱い指針 ワーキング･グループ案(第 1 版), 日本口腔腫瘍学会誌 20(2), 25～117, 2008. 臨床 

脳科学研 (1)埼玉県立がんセンター病理科,(2)福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野,(3)東京医歯大学大学

院医歯学総合研究科口腔病態診断科学分野,(4)埼玉県立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

科大学医学部口腔外科学講座,(7)自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座,(8)鶴見大学歯学部口腔外科学第２講座,(9)熊

本大学大学院医学薬学研究部総合医薬科学部門顎口腔病態学分野,(10)昭和大学歯学部顎口腔疾患制御外科学講座,(11)

北海道医療大学歯学部生体機能病態学系歯科放射線学分野,(12)新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分

野,(13)札幌医科大学医学部口腔外科学講座,(14)日本歯科大学附属病院口腔病理診断室,(15)東京医歯大学大学院医歯学

総合研究科顎顔面外科学 

 

3. 森崎重規(1), 町谷佳枝(2), 内田 淳(1), 中村直史(1), 高田篤史(1), 小澤靖弘(1), 森本光明(1), 外木守雄(1),        

山根源之(1), 田中陽一 : 舌癌と診断され放射線治療を受けた舌アミロイドーシスの 1 例, 歯科学報 108(3), 241

～246, 2008. 症例 (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)北柏リハビリ総合病院 歯科・口腔外科 

 

4. 田中陽一 : 組織学的治療効果判定の現状と問題点, 日本口腔腫瘍学会誌 20(4), 255～261, 2008. 臨床 

 

5. Yago,K.(1), Tanaka,Y., Asanami,S.(1) : Laugiger-Hunziker-Baran syndrome, OOOOE 2008 Mosby,, 2008. 症例    

(1)慶大・医 

 

単行図書 

 

1. 宮内 潤(a),(b): 著分担 :わかりやすい骨髄病理学：吸引クロット、生検標本の見方 (a)小児の MDS および

MDS/MPD 138～148 頁,(b)組織球症 234～237 頁, 西村書店, 東京, 2008. 

 

プロシーディングス 

 

1. 宮内 潤 : Calcifying aponeurotic fibroma の 1 例, 小児がん 46(2), 242, 2008. (2008 年度小児腫瘍組織分類委員会症

例検討会, 松本市) 

 

2. 松本 晶(1), 小村伸朗(1), 遠山洋一(1), 中田浩二(1), 矢野文章(1), 柳澤 暁(1), 小林 進(1), 宮内潤 : 逆流性食道炎

による著名な食道狭窄により食道亜全摘出術を施行した一例 (病理解説), 千葉消化器疾患研究会抄録集 III, 

11～14, 2008. (第 24 回千葉消化器疾患研究会, 千葉市) (1)東京慈恵医大柏病院外科 

 

3. 庭瀬亜香(1), 小林 進(1), 高山 亘(1), 矢野圭子(1), 菅谷 睦(1), 角田慎輔(1), 黄 哲守(1), 宮内 潤 : 膵癌疑いにて

膵体尾部切除術を施行した 1 例, 千葉消化器疾患研究会抄録集 III, 84～87, 2008. (第 30 回千葉消化器疾患研

究会, 千葉市) (1)千葉県立佐原病院・外 

 

 

 



学会抄録 

 

1. 片倉 朗(1), 藥師寺 孝(2), 髙野伸夫(2), 柴原孝彦(2), 山根源之(3), 山内智博(1), 佐藤一道(1),井上 孝(4), 田中陽一, 

石井拓男(5), 宍倉邦明(6), 竜崎嵩仁(7) : 口腔がん・口腔粘膜疾患検診の普及とその標準化の構築, 日歯医会

誌 28, 88, 2008. (第 25 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」, 東京) (1)市病・口腔がんセンター,(2)口

外,(3)市病・オーラルメディシン・口外,(4)臨検査,(5)社会歯,(6)千葉県 開業医,(7)竜崎歯科医院 

 

2. 宮内 潤 : ダウン症児における一過性骨髄増殖症の自然治癒機構の解析：造血微小環境の関与について, 日病

会誌 97(1), 246, 2008. (第 97 回日本病理学会総会, 京都市) 

 

3. 森定 徹(1), 岸見有紗(1), 松岡美杉(1), 西村 修(1), 宮越 敬(1), 矢久保和美(1), 福井谷達郎(1), 竹島 薫(2),       

宮内 潤 : 子宮筋腫手術にて偶然的に発見された乳癌の卵巣転移の一例, 第 44 回日本婦人科腫瘍学会学術

講演会抄録集, 2008. (第 44 回日本婦人科腫瘍学会, 名古屋市) (1)さいたま市立病院・産婦,(2)さいたま市立病院・外 

 

4. 石垣宏仁(1), 横江 章(1), 別所美佐子(1), 伊藤 靖(1), 小笠原一誠(1), 岸本宏志(2), 宮内 潤 : Transient abnormal 

myelopoiesis (TAM)の死産児例の一剖検例, 研究会プログラム集, 10, 2008. (第 28 回日本小児病理研究会, 松本

市) (1)滋賀医大・病理,(2)さいたま県立小児医療センター・病理 

 

5. 西久保周一(1), 山根源之(1), 田村英俊(2), 田中陽一 : 「口唇腺に発生した Intraductal papillary adenocarcinoma の

一例」, 日口腔外会誌 108(4), 372, 2008. (第 53 回日本口腔外科学会 , 徳島) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)亀

田総合病院・口外 

 

6. 武安嘉大(1), 松村真太郎(1), 森下仁史(1), 高田篤史(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一 : 悪性リ

ンパ腫に伴った腫瘍随伴性天疱瘡と考えたら 1 例, 日口腔粘膜会誌 14(2), 56, 2008. (第 18 回日本口腔粘膜学会, 

東京) (1)市病・オーラルメディシン・口外 

 

7. 田中陽一 : 口腔がん細胞診―診断の決め手と pitfall― 早期癌発見のために, 日臨細胞誌 47(1), 2008. (第 49 回

日本臨床細胞学会総会(春期大会), 東京) 

 

8. 佐野智恵美(1), 花上伸明(1), 佐藤一道(2), 小澤靖弘(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一 : 頬粘膜に発生した

多形成腺腫由来癌の一例, 19 回日本臨床口腔病理学会総会・学術集会 プログラム・抄録集, 53, 2008. (19 回日

本臨床口腔病理学会総会・学術集会 , 東京) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔がんセンター 

 

9. 西久保周一(1), 成田 信(2), 山根源之(1), 田村英俊(3), 田中陽一 : Intraductal papilloma の悪性型病変の一例, 日

本臨床口腔病理学会誌 プログラム・抄録集, 57, 2008. (第 19 回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会, 東京) (1)市

病・オーラルメディシン・口外,(2)亀田総合病院・病理,(3)亀田総合病院・口外 

 

10. 佐藤一道(1), 田中陽一, 宜保一夫, 福田雅美, 才藤純一(2), 蔵本千夏(3), 渡邊伸也(3), 吉田恭子(3), 斉藤朋愛(3), 

野口沙希(3), 市島丈裕(3), 齋藤寛一(3), 伊川裕明(3), 山内智博(1), 山根源之(3), 竜崎嵩仁(4) : 市川市口腔がん

早期発見システムの現状と展望, 第 19 回日本臨床口腔病理学会総会・学術集会 プログラム・抄録集, 83, 2008. 

(第 19 回日本臨床口腔病理学会総会・学術集会 , 東京) (1)市病・口腔がんセンター,(2)千病・臨検,(3)市病・オーラルメディシ

ン・口外,(4)竜崎歯科医院 

 



11. 福澤幸子(1), 山根源之(1), 外木守雄(1), 山内智博(2), 佐藤一道(2), 佐々木研一(3), 酒井克彦(1), 田中陽一,      

志村秀人(3) : 下顎骨内に生じた孤立性神経線維腫の 1 例, 第 27 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 プログ

ラム・抄録集 , 2008. (第 27 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 , 埼玉) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔

がんセンター,(3)佐々木歯科 顎顔面口腔ケアクリニック 

 

12. 渡邊伸也(1), 山崎喜範(1), 内田 淳(1), 武安嘉大(1), 佐藤一道(1), 蔵本千夏(1), 外木守雄(1), 山根源之(1),       

田中陽一 : 外傷により生じた頬脂肪体ヘルニアの一例, 日本口腔顎顔面外傷学会誌, 2008. (第 10 回日本口腔

顎顔面外傷学会総会・学術大会, 東京) (1)市病・オーラルメディシン・口外 

 

13. 佐藤一道(1), 田中陽一, 宜保一夫, 福田雅美, 野口沙希(1), 岡崎雄一郞(1), 外木守雄(1), 山根源之(1),        

山内智博(2), 竜崎崇仁(3) : 口腔癌早期発見システムの構築－歯科診療所における細胞診システムの確立, 日

本臨床細胞学会雑誌, 2008. (第 49 回日本臨床細胞学会総会(春期大会), 東京) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市

病・口腔がんセンター,(3)千葉県 

 

14. 森本光明 (1), 山根源之 (1), 浮地賢一郎 (1), 高田篤史 (1), 森谷有紀子 (1), 松村真太郎 (1), 宇治川清登 (1),         

花上伸明(1), 佐藤一道(2), 蔵本千夏(1), 渡邊 裕(1), 小澤靖弘(1), 外木守雄(1), 田中陽一, 高橋愼一(3) : 仮性菌

糸の客観的評価による口腔カンジダ症の診断と治療効果判定について, 日口腔科会誌 , 424, 2008. (第 62 回特

定非営利活動法人日本口腔科学会, 福岡) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔がんセンター,(3)市病・皮膚科 

 

15. 佐藤一道(1), 山内智博(1), 福田雅美, 宜保一夫, 田中陽一, 伊川裕明(2), 市島丈裕(2), 齋藤寛一(2), 野口沙希(2), 

斉藤朋愛(2), 吉田恭子(2), 渡邊伸也(2), 蔵本千夏(2), 外木守雄(2), 山根源之(2), 竜崎崇仁(3) : 口腔擦過細胞診

における液状細胞診システムの有用性について, 歯科学報 108(4), 385, 2008. (第 286 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・口外,(3)竜崎歯科医院 

 

16. 渡邊伸也(1), 野口沙希(1), 佐藤一道(2), 岡崎雄一郎(2), 高田篤史(1), 渡邊 裕(1), 蔵本千夏(1),小澤靖弘(1),      

外木守雄(1), 田中陽一, 山根源之(1) : 当科における口腔扁平上皮癌一次症例の臨床統計的検討, 日口腔腫

瘍会誌 , 87, 2009. (第 27 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会, 埼玉) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔が

んセンター 

 

17. 斉藤朋愛(1), 野口沙希(1), 吉田恭子(1), 渡邊伸也(1), 山内智博(2), 外木守雄(1), 田中陽一, 山根源之(1) : 口腔前

癌病変における Cytokeratin の発現について, 日口腔腫瘍会誌 , 112, 2009. (第 27 回日本口腔腫瘍学会総会・学

術大会 , 埼玉) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔がんセンター 

 

18. Sato,K.(1), Tanaka,Y., Miyamoto,S.(2), noguchi,s.(2), Yamauchi,T.(1), Katakura,A.(3) : Usefulness and problems of 

liquid based cytology in oral squamous cell carcinoma, Program & Abstracts of The Fourth Sino-Japanese 

Conference on Stomatology, 140, 2009. (The Fourth Sino-Japanese Conference on Stomatology, Xian, China) (1)市病・口

腔がんセンター,(2)市病・オーラルメディシン・口外,(3)口外 

 

19. 滝沢裕也(1), 酒井克彦(1), 森下仁史(1), 高田篤史(1), 岡崎雄一郞(1), 山内智博(2), 外木守雄(1),山根源之(1), 田中

陽一 : Basaloid squamous cell carcinoma の 3 症例, 第 19 回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会誌, 327～

328, 2009. (第19回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会, 東京) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・口腔がんセン

ター 

 



20. 口腔がんセンター 
 
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） 

准教授・がんプロフェッショナル養成プラン教育コーディネーター 

            片倉  朗  唾液による口腔癌のスクリーニング検査の開発 

                   口腔がん検診の標準化と普及 

                  口腔白板症に対する緑茶カテキンの効果に関する臨床的検討 

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       佐藤 一道 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 

２． 成果の概要 

 １）口腔がん患者における周術期栄養管理と口腔機能管理指導について 

   口腔がん患者はその病変の部位ゆえに、摂食・嚥下困難をきたし低栄養の状態で治療に入るこ

とを余儀なくされることも少なくない。また、手術療法、放射線療法、化学療法などどのような

治療を選択するにせよ摂食・嚥下障害を惹き起こす可能性が高い。この状況を改善するため、治

療方法の説明のみならず、術後におかれる口腔環境の説明と口腔ケア、摂食・嚥下、栄養管理、

薬剤自己管理について、術前より説明、指導することに多くの時間を取るようにしている。今回、

口腔がんセンターで行っている指導内容とともに治療の流れについて考察した。口腔がんセンタ

ーでは手術療法、放射線療法、化学療法を行う患者を対象に、術前よりBMIなどの簡単なスクリ

ーニングを行い必要に応じてNSTと共同で栄養指導を行なっている。従来までのような治療後の

栄養改善を行うことだけでなく、周術期全般における栄養改善を免疫経腸栄養剤の紹介、栄養師

からの指導また、歯科衛生士による口腔ケアと同時に術後の口腔環境についてパンフレットを用

いて詳しく治療方法、今後おかれる口腔環境について説明し、摂食・嚥下指導を術前より開始し

ている。このような口腔機能管理指導を行うことと平行して、術後使用する経鼻胃管よりの栄養

管理指導・薬剤自己管理指導についても術前より行なった。当初、治療前に具体的な今後の口腔

環境を説明することは、患者のモチベーションを低下させるのではないかと懸念していたが、術

前よりの指導によりかえって治療に参加しているという気持ちを持つことでモチベーションの

向上、維持に寄与できていた。口腔衛生管理、摂食・嚥下訓練、栄養摂取、簡易懸濁法による薬

剤管理について、とても興味を持ち積極的な患者が多く見受けられた。（静脈経腸栄養 24, 381, 

2009） 

 

 ２）千葉県市川市における口腔がん早期発見システム構築の試み 

   （東京歯科大学市川総合病院 臨床検査科病理、東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔

外科学講座、市川市歯科医師会との共同活動） 

   直視直達が可能な環境は、他臓器と異なる「口腔」の大きな特徴の一つである。これは歯科

治療を受ける機会自体が、口腔がんのスクリーニングを意味する。また、この歯科治療を受け

る機会は、各種あるがん検診に比べ受診率という点で効率が良い。そこで歯科診療所での日常

診療に際し、積極的に口腔内の粘膜に目を向けることは最も効率的な口腔がん検診システムと



考えた。2007年より市川市歯科医師会有志会員の診療所でこのシステム事業を開始した。この

診察の際、ThinPrep®を利用した液状細胞診を応用している。細胞診という診断手段を得たこと

は、口腔粘膜疾患に目を向けるきっかけとなり、また液状細胞診はどの施設で行なっても良好

な標本が得られる点で有用であった。一方で月１回定期的に開業歯科医師、口腔病理医、口腔

外科医の3者が集まって研修会を行い細胞診、口腔粘膜疾患の習得を併せて行っている。（歯科

学報 109, 165～170, 2009） 

 

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 

佐藤 一道 

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

山根 源之 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 

研究課題 研究費 

口腔がん専門医養成コース 文部科学省 がんプロフェッショナル養成プラン 

 

５． 研究活動の特記すべき事項 

 受 賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名

片倉 朗 2008.10.21 優秀ポスター演題

ゴールドリボン賞

 

「唾液を用いた口腔癌のスク

リーニング検査－プロテオー

ムによるenolase1の発現の解

析－」 

第53回(社) 

日本口腔外科

学会総会 

片倉 朗 2009. 1.30 優秀ポスター賞 

 

「がんプロフェッショナル養

成プランによる本学における

『口腔がん専門医養成コー

ス』の概要」 

第27回日本口

腔腫瘍学会総

会・学術大会

  

 シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地

山根源之 2008.10.11 《スペシャルニードのある

人たちへの歯科医療》— 歯

科専門領域の連携と近未来

— 『老年歯科医学の立場か

ら』 

第25回日本障害者歯科学会

学術大会、日本歯科医学会

共催シンポジウム 

東京 

片倉 朗 2009. 1.10 口腔がん・口腔粘膜疾患検

診の普及とその標準化の構

築 

第20回歯科医学を中心とし

た総合的な研究を推進する

集い 

東京 

佐藤一道 2008. 4.18 顎矯正手術前後での睡眠呼

吸障害の変化について 

第62回特定非営利活動法人

日本口腔科学会 

福岡市



 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地

山根源之 2009. 2. 8 『高齢者の健康を支える歯科

医療』-心身の特性に配慮した

高齢者の口腔機能の管理- 

日本歯科医学会、平成20

年度学術講演会 

広島市

山根源之 2009. 2.21 『高齢者の健康を支える歯科

医療』-心身の特性に配慮した

高齢者の口腔機能の管理- 

日本歯科医学会、平成20

年度学術講演会 

東京 

 

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 

山根源之 2008. 4.25 総合病院における歯科・口腔外科

の役割 

昭和大学口腔外科

主催学術講演会 

東京 

山根源之 2008. 7.13 口腔がんと鑑別疾患の診かた 歯科人間ドック学

会第二回認定医研

修会 

東京 

山根源之 2008. 7.21 急性期医療における口腔ケアの重

要性 

千葉県歯科衛生士

会専門研修会 

千葉市 

山根源之 2008.10. 5 日常臨床における口腔粘膜疾患へ

の対応 

大垣歯科医師会学

術講演会 

大垣市 

山根源之 2008.11. 2 偶発症に対する緊急時の対応 歯科医療安全教育

セミナー 

東京 

山根源之 2008.11.21 日常臨床における口腔粘膜疾患へ

の対応 

柏歯科臨床研修会

「ゆうし会」学術講

演会 

柏市 

山根源之 2008.11.22 在宅療養指導（口腔機能管理） 

コース 

社団法人日本歯科

衛生士会 認定歯

科衛生士制度平成

20年度 認定研修会 

東京 

山根源之 2008.12.13 ドライマウスと舌の痛み 市川・浦安歯科医師

金曜会講演会 

市川市 

山根源之 2008.12.14 日常臨床における口腔粘膜疾患 

への対応 

東京歯科大学同窓

会静岡県支部第68

回定時総会・記念学

術講演会 

静岡市 

山根源之 2009. 2.15 高齢者におけるインプラント治療

の問題点とその対応 

ITI Congress Japan 

2009 

東京 

山根源之 2009. 2.15 口腔に症状を呈するウイルス疾患
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progenitors using collagen IV, Oral Diseases 14(5), 413～418, 2008. 原著 学位論文(甲) A07-0620-03 (1)市病・オー

ラルメディシン・口外,(2)市病・角膜センター 
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科衛生学会雑誌 3, 14～21, 2009. 臨床 (1)市病・オーラルメディシン・口外 
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会誌 8, 72～77, 2009. 臨床 (1)市病・オーラルメディシン・口外 

 

解      説 

 

1. 山根源之 : 舌で診る体の健康, 全薬 Journal 240, 10～11, 2008. 
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Practice 25, 1247～1251, 2008. (1)市病・オーラルメディシン・口外 
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ブリッシャーズ, 東京, 2008. 
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東京, 2008. 

 

5. 山根源之: 著分担 :老年医学の基礎と臨床Ⅰ、認知症を理解するための基礎知識 (a)歯、口腔疾患 331～335 頁, 
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グラム・抄録集 , 2008. (第 27 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 , 宇都宮市) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)千葉
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田中陽一(4), 奥井沙織 : 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, 2008. (第
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頭頚部癌学会, 東京都) 分子生研 (1)口外,(2)病理,(3)生化学 

 

6. 森本光明(1), 浮地賢一郎(1), 高田篤史(1), 蔵本千夏(1), 福島大平(1), 渡邊 裕(1), 外木守雄(1), 山根源之 : 乾燥剤

による高年齢者の口腔粘膜損の一例, 老年歯医 23(2), 248～249, 2008. (第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術

大会 , 岡山市) (1)市病・オーラルメディシン・口外 
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腔内装置を用いた治療の一例, 老年歯医 23, 187～188, 2008. (第 19 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 岡山

市) (1)市病・オーラルメディシン・口外,(2)市病・耳鼻科 

 

8. 多田和弘(1), 森下仁史(1), 渡邊 裕(1), 外木守雄(1), 吉野文浩(2), 山根源之 : 統合失調症を有する顎矯正手術の 1

例, 日歯心身医会誌 232(2), 71～72, 2008. (第 23 回日本歯科心身医学会総会・学術大会 , 水道橋) (1)市病・オーラ

ルメディシン・口外,(2)市病・精神・神経科 
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