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1.オーラルメディシン講座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 山根 源之 口腔腫瘍の診断と治療に関する研究

片桐 重雄 糖尿病性血管合併症と口腔内病変に関する研究（A75-0620-1）

講 師 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)

福島 大平 4NQO誘発ラット舌癌に対する5-FU徐放性局所注入治療法に関する研究

（A98-0620-1）

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）

助 手 野々山 進 肝疾患が口腔・顔面に与える影響について（A90-0520-1）

小澤 靖弘 上顎骨および頰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）

木津 康博 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）

蔵本 千夏 呼吸器管理下における感染部分のための口腔ケア方法（A98-0620-2）

渡邊 裕 有病者に対する歯科処置と生体反応に関する研究（A73-0620-3）

病院助手 高倉 克博 有病者に対する歯科処置と生体反応に関する研究（Ａ73-0620-3）

高田 篤史 実験的骨粗鬆症が顎骨および歯周組織に与える影響に関する研究(A89-0620-1)

上野 正博 口腔腫瘍の診断と治療に関する研究

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

小倉 基 口腔腫瘍の診断と治療に関する研究

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

新冨 芳浩 肝疾患が口腔・顔面に与える影響について（A90-0520-1）

大学院生 森崎 重規 口腔癌検診のためのスクリーニングのための検査法（A98-0620-2）

武田 宇央 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）

原口 孝之 実験的骨粗鬆症が顎骨および歯周組織に与える影響に関する研究(A89-0620-1)

岡崎雄一郎 舌癌の早期診断に関する実験的研究

岡村 泰斗 金属アレルギーの診断に関する基礎的研究

佐藤 一道 舌癌の早期診断に関する実験的研究

花上 伸明 口腔乾燥症に関する基礎的ならびに臨床的研究

加藤 順久 上顎骨および頰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）
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2.成果の概要

1）4NQ誘発ラット舌癌に対する5―FU徐放性局所注入化学療法に関する実験的研究

―第２報 抗腫瘍効果について―（A98-0620-1）

epi/5―FU/fgの１回の投与にて肉眼的に腫瘍の著しい減少は，観察されなかったが，組織学的にfgに

近接する腫瘍組織に抗腫瘍効果が認められ，本剤による腫瘍の局所的な増殖抑制効果が示唆された．今

後，臨床応用に向け本剤の改良と投与間隔について検討していきたい．

頭頸部腫瘍 25，381，1999

2）放射線照射後における口腔乾燥に関する実験的研究（A94-0620-1）

マウスに放射線照射することによって，その唾液量は健常群より有意に低下し，また，その唾液量は４

週間後でも低値を示したままであった．しかし，漢方製剤を照射前より投与することによって，照射によ

る唾液量低下を緩和し，また，経時的に唾液量低下の改善も認められた．

歯科学報 99，67，1999

3）多施設共同研究による歯科用アラームシステムの開発第３報―計測機器周囲の問題点について―

（A73-0620-3）

現在の重症患者用モニター装置を基礎にして，歯科モニター用に改良し臨床評価を続けてきた．今回の

第３報では，さらに実用性を向上させるために対雑音性を改良し，また着衣のままで心拍数と血圧が計測

できるようにするなどの改良点を見いだし，調査を行った．具体的には，心拍計測からオキシパルスメー

ターによる脈拍計測に変更したことと指二本を用いた連続血圧計測に変えたこと，アラーム表示はアラー

ムポールにより視覚的な確認ができるようにしたことである．

有病者歯科医療 7，100，1999

4）メグザメーター使用による歯科用金属皮膚貼付試験判定客観化の試み―健常者における検討―

（A94-0620-2）

今回我々は，皮膚の色が客観的に再現性をもって測定できるメグザメーターMX16に注目し皮膚貼付試

験判定使用の可能性について検討した．MX16の皮膚における紅斑の程度の把握に用いられるエリスマイ

ンデックス（以下EIと略す）に着目し皮膚貼付試験判定に応用した．陰性例として，健常者10名，陽性

例として皮膚口腔粘膜に疾患を有する患者の２名を対象に検討を行った．皮膚貼付試験判定に使用可能で

あると示唆された．

日口腔診断会誌 12，697，1999

3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

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 bio
 

logical 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

-
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論 文

1．片倉 朗 ，野間弘康 ，高崎義人 ，宮尾 孝 ，石川維範 ，山根源之，喜多賢司 ，古賀正忠 ：

外科的矯正治療を行ったMarfan症候群の１例，日口腔外会誌 45，592～594，1999．症例，⑴口外

Ⅰ，⑵矯正

2．山﨑博嗣，秋廣良昭 ，小山 享 ，渡邊 裕，外木守雄，山根源之：口腔リハビリ用具“パタカラ ”

についての臨床的研究，老年歯医 14，106～110，1999．臨床，⑴水病・歯科，⑵歯麻

3．高倉克博，山根源之，武田宇央，渡邊 裕，外木守雄，金子 譲 ：閉塞性肥大型心筋症に対してＤＤＤ

ペースメーカー植え込み後に手術し得た濾胞性歯囊胞の１例，老年歯医 14，111～117，1999．臨

床，⑴歯麻

4．畑田憲一 ，野間弘康 ，片倉 朗 ，山 満 ，高野正行 ，井出愛周 ，高木多加志 ，矢島安朝 ，

柴原孝彦 ，柿澤 卓 ，外木守雄，山根源之：エナメル上皮腫の治療法に関する臨床統計的検討，

日口腔腫瘍会誌 11，143～150，1999．臨床，⑴口外Ⅰ

5．秋元善次 ，野間弘康 ，高木多加志 ，植田恵実 ，外木守雄，黒柳錦也 ：軸椎歯突起と咬合平面と

の関係について－頭位の変化による影響について－，歯科学報 99，563～572，1999．原著，⑴口外

Ⅰ，⑵歯放

解 説

1.山崎博嗣，山根源之：8020運動，老化と疾患（別刷)，11，70～75，1998．

2.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―粘膜に限定された小手術②粘液囊胞摘出術

―，歯界展望 93，843～847，1999．

3.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―粘膜に限定された小手術③軟組織の外傷と

止血の方法―，歯界展望 93，1081～1087，1999．

4.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨と歯に関係する小手術①歯の保存―歯根

端切除手術―，歯界展望 93，1289～1296，1999．

5.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨と歯に関係する小手術②歯の保存―歯の

再植―，歯界展望 94，139～144，1999．

6.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨と歯に関係する小手術③歯の保存―歯の

移植―，歯界展望 94，373～378，1999．

7.山根源之：口腔衛生，総合臨牀（増刊) 48，70～76，1999．

8.渡邊 裕，山根源之：老年者と智歯，日歯評論 No.688，125～133，2000．

9.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨の小手術①囊胞摘出術―，歯界展望 95，

169～174，2000．
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10.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨の小手術②囊胞開窓術―，歯界展望 95，

393～399，2000．

11.山根源之：これだけは知っておきたい歯科小手術のABC―骨の小手術③歯槽骨整形と骨瘤除去―，歯

界展望 95，627～633，2000．

単 行 図 書

1.山根源之，他 著分担：家庭医学館，小学館，東京，1999．

2.山根源之，他 著分担：口腔顎顔面外科学 総論 ４．軟組織の損傷 154～158頁，医歯薬出版，東

京，2000．

3.山根源之，他 著分担：医療禁忌マニュアル 歯科・口腔外科，89～90頁，132頁，253～259頁，

292～295頁，医歯薬出版，東京，1999．

4.山根源之，他 著分担：歯科保健指導ハンドブック ２．高齢者の特性 157～163頁，医歯薬出版，東

京，1998．

5.山根源之，外木守雄 共著：歯界展望別冊 抜歯がうまくなる 臨床のポイント110，医歯薬出版，東

京，1999．

そ の 他

1.山根源之，外木守雄，森本光明，福島大平，小澤靖弘，渡邊 裕，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 1.口腔粘膜病変の色素診査法，歯科学報 99，557～559，1999．カラーアトラス，

⑴市病・臨検

2.渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 2.口腔粘膜病変の色素診査法，歯科学報 99，669～671，1999．カラーアトラス，

⑴市病・臨検

3.渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 3.口腔粘膜病変の色素診査法，歯科学報 99，721～723，1999．カラーアトラス，

⑴市病・臨検

4.渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 4.口腔粘膜病変の色素診査法，歯科学報 99，815～817，1999．カラーアトラス，

⑴市病・臨検

5.小澤靖弘，山根源之，外木守雄，森本光明，福島大平，渡邊 裕，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 5.口腔粘膜疾患の視診型（良性病変），歯科学報 99，977～979，1999．カラー

アトラス，⑴市病・臨検

6.小澤靖弘，山根源之，外木守雄，福島大平，森本光明，渡邊 裕，田中陽一 ：口腔粘膜病変および口

腔関連疾患の診断 6.口腔粘膜疾患の視診型（悪性病変），歯科学報 99，113～115，1999．カラー

アトラス，⑴市検・臨検
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7.福島大平，渡邊 裕，小澤靖弘，森本光明，外木守雄，山根源之，高橋慎一 ，田中陽一 ：口腔粘膜

病変および口腔関連疾患の診断 7.天疱瘡，歯科学報 100，165～167，2000．カラーアトラス，⑴市

病・皮膚科，⑵市病・臨検

8.福島大平，渡邊 裕，小澤靖弘，森本光明，外木守雄，山根源之，高橋慎一 ，田中陽一 ：口腔粘膜

病変および口腔関連疾患の診断 8.類天疱瘡，歯科学報 100，241～243，2000．カラーアトラス，⑴

市病・皮膚科，⑵市病・臨検

9.片桐重雄：口腔乾燥症，シェーグレン症候群患者の口腔における唾液の粘着と保持に関する研究，平成

10年度～平成11年度科学研究費補助金基盤研究(Ｃ)(２)研究結果報告書，2000．

10.山﨑博嗣，秋廣良昭 ，山根源之：口腔リハビリ器具を用いた生活習慣病への対応，日本歯科評論

No.686，185～190，1999．⑴東京

学 会 抄 録

1.原口孝之，外木守雄，山根源之，松坂望一 ，井上 孝 ，下野正基 ：加齢変化に伴う骨芽細胞様細

胞の分化に関する研究，歯科学報 99，1059，1999．(第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴病理

2.佐藤一道，渡邊 裕，外木守雄，山崎博嗣，山根源之，高野 哲 ，実脇由典 ，実吉健策 ，中島庸也

：睡眠時無呼吸症候群（SAS）患者への下顎前方固定装置（PMA）の応用，歯科学報 99，1048，

1999．(第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴市病・耳鼻科

3.渡邊 裕，佐藤一道，小澤靖弘，外木守雄，山崎博嗣，山根源之，岩崎美和 ，松井雅美 ，蓮池祥江 ，

藤平弘子 ，松脇由典 ，実吉健策 ，中島庸也 ，長塚紀子 ，高橋正憲 ，秋廣良昭 ：市川総合

病院における言語･摂食・嚥下障害に対するチームアプローチについて，歯科学報 99，1041，1999．

(第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴市病・歯科，⑵市病・耳鼻科，⑶市病・整外科，⑷水病・歯科

学

4.山根源之：唾液腺障害の臨床的問題，JADR，1999．(47th ANNUAL MEETING，神戸市）

5.小倉 基，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ，小野田雅美 ，荒井義雄 ，宜保一夫 ，

小出 紀 ：肉眼的に扁平苔癬が疑われ，細胞診で早期診断が可能であった尋常性天疱瘡の１例，日

臨細胞誌 38，518，1999．(第38回日本臨床細胞学会秋期大会，名古屋市）⑴市病・臨検

6.岡村泰斗，山根源之，森本光明，福島大平，蔵本千夏，島田隆光，奥原康行，佐藤一道，高橋慎一 ：

メグザメーター使用による歯科用金属皮膚貼付試験判定客観化の試み―健常者における検討―，日口

腔診断会誌 12，697，1999．(第12回日本口腔診断学会総会，東京）⑴市病・皮膚科

7.上野正博，山根源之，外木守雄，野々山 進，高田篤史，田中陽一 ：小児期にみられたエナメル上皮

線維腫の１症例，日口腔腫瘍会誌 11，290～291，1999．(第17回日本口腔腫瘍学会総会，東京）⑴市

病・臨検

8.宜保一夫 ，田中陽一 ，小野田雅美 ，荒井義雄 ，長谷川日出子 ，小出 紀 ，野々山進，外木守雄，

山根源之，伊藤由美 ：舌根部に発生した粘液産生の著明な乳頭状囊胞腺癌の１例，日臨細胞会誌

38，517，1999．(第38回日本臨床細胞学会秋季大会，名古屋市）⑴市病・臨検，⑵神歯大・口病
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9.松本浩一 ，関谷秀樹 ，別部智司 ，龍田恒康 ，佐野 浩，山崎博嗣 ，大橋一之 ，武田 朴 ，

瀬戸 一 ，雨宮義弘 ，山本美朗 ，山根源之，和田知雄 ，赤坂庸子 ：多施設共同研究による歯

科用アラームシステムの開発 第３報―計測機器周囲の問題点について―，有病者歯科医療 7，

100～101，1999．（第７回日本有病者歯科医療学会総会，松本市）⑴自治医大・歯口外，⑵鶴見大・歯・口

外Ⅰ，⑶鶴見・大・歯麻酔，⑷明海大・歯・口外Ⅰ，⑸老人医療センター歯口外，⑹国際医療福祉大臨床医

療歯口外，⑺日本光電㈱，⑻市病・内科

10.高田篤史，野々村千鶴，渡邊 裕，蔵本千夏，木津康博，森本光明，福島大平，佐野 浩，野々山 進，

横山信行，外木守雄，山根源之：入院および手術症例に対する当科を中心としたチームアプローチ，

有病者歯科医療 7，96，1999．(第７回日本有病者歯科医療学会総会，松本市）

11.奥原康行，山根源之，森本光明，福島大平，高橋慎一 ：歯性病巣感染の関与が疑われた掌蹠膿疱症，

日口腔科会誌 48，733～734，1999．(第53回日本口腔科学会総会・学術大会，東京）⑴市病・皮膚科

12.野々村千鶴，高田篤史，渡邊 裕，蔵本千夏，木津康博，森本光明，佐野 浩，野々山 進，横山信行，

福島大平，外木守雄，山根源之：院内・他科よりの紹介患者に関する実態調査，有病者歯科医療 7，

95，1999．(第７回日本有病者歯科医療学会総会，松本市）

13.福島大平，山根源之，山崎博嗣，外木守雄，森本光明，武田宇央，石山直欣 ，山口雅庸 ，牧野正義 ：

口内炎に対するプロポリスキャンディーの臨床効果に関する研究，日口腔科会誌 48，637，1999．

(第53回日本口腔科学会総会・学術大会，東京）⑴東京都老人医療センター歯科口腔外科，⑵ロッテ中央研

14.田中陽一 ，伊藤由美 ，小出 紀 ，外木守雄，山根源之：顎骨内囊胞性疾患の穿刺吸引細胞診，第

10回日本口腔病理学会プログラム・抄録集，1999．(第10回日本口腔病理学会，松戸市）⑴市病・臨検，

⑵神歯大・口病

15.横澤貴宏，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ，小出 紀 ：上顎歯肉原発悪性線維性組織球

腫の１剖検例，第10回日本口腔病理学会プログラム・抄録集，1999．(第10回日本口腔病理学会，松戸

市）⑴市病・臨検

16.山崎博嗣，秋廣良昭 ，小山 享 ，渡邊 裕，外木守雄，山根源之：口腔リハビリ用具“パタカラ ”

についての臨床的研究，老年歯医 14，223～224，1999．(第10回日本老年歯科医学会大会，京都市）⑴

東京都

17.関本浩貴 ，内田篤雄 ，篠塚光久 ，長谷川 清 ，吉田 勤 ，野田彰久 ，杉山茂夫 ，平林征一 ，

藤野紫重 ，若葉 仁 ，小俣久美 ，外木守雄，山根源之：市川市における在宅要介護高齢者の歯

科保健に関する実態調査 第５報―診療後の面接調査について，老年歯医 14，196～197，1999．

(第10回日本老年歯科医学会，京都市）⑴市川市歯科医師会

18.高倉克博，山根源之，外木守雄，森本光明，木津康博，渡邊 裕：高齢者におけるインプラント予後不

良症例の検討，老年歯医 14，183～184，1999．(第10回老年歯科医学会大会，京都市）

19.渡邊 裕，高倉克博，蔵本千夏，木津康博，森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之：当科における

高齢者悪性腫瘍患者に関する検討―治療とADLの関係を中心に―，老年歯医 14，179～180，1999．

（第10回日本老年歯科医学会大会，京都市）
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20.宮尾 孝 ，片倉 朗 ，井出愛周 ，高木多加志 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，柿澤 卓 ，野間弘康 ，

外木守雄，山根源之：外科的矯正手術症例の臨床的検討―固定法および顎間固定期間の変遷―，日顎

変形会誌 9，109～110，1999．(第９回日本顎変形症学会総会，東京）⑴口外Ⅰ

21.高崎義人 ，藤川真紀 ，高木多加志 ，野間弘康 ，清水英孝 ，京本博行 ，森 悦秀 ，野口信宏 ，

後藤昌昭 ，香月 武 ，渡邊 裕，外木守雄，山根源之：下顎枝矢状分割術後のオトガイ神経知覚

障害に関する臨床的研究―第２報 触圧覚閾値回復過程の観察―，日顎変形会誌 9，88～89，1999．

(第９回日本顎変形症学会総会，東京）⑴口外Ⅰ，⑵阪大・歯・口外２，⑶佐賀医療大・口外科

22.田村耕一郎 ，藤波 淳 ，秋元善次 ，田村英俊 ，高木多加志 ，野間弘康 ，外木守雄：顎変形症

患者の咬合力分布に関する研究 第3報下顎前突症例について，日顎変形会誌 ９，87，1999．(第９

回日本顎変形症学会総会，東京）⑴口外Ⅰ

23.高倉克博，小野成夫 ，石 志紘 ，小川信二 ，服部裕昭 ，田中豊治 ，吉野肇一 ，外木守雄，

山根源之：市川総合病院における卒後研修の新しい試み―歯科医師による外科研修について 第３報―，

歯科学報 99，511，1999．(第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴市病・外科

24.高田篤史，山根源之，外木守雄，渡邊 裕，田中陽一 ：口腔粘膜病変の色素診査法の有用性，プログ

ラム抄録集，2000．(第18回日本口腔腫瘍学会総会，名古屋市）⑴市病・臨検

25.岡崎雄一郎，山根源之，外木守雄，森崎重規，奥原康行，田中陽一 ：口底部に発生したBasaloid
 

squamous cell carcinomaの１例，日口腔科会誌 45，1051，1999．(第44回日本口腔科学会総会，東

京）⑴市病・臨検

26.蔵本千夏，山根源之，外山守雄，野々山 進，渡邊 裕，岡崎雄一郎，井上盛夫，横澤貴宏，田中陽一

：著明な心転移を来した扁平上皮癌の１例，日口腔科会誌 45，1049，1999．(第44回日本口腔科学会

総会，東京）⑴市病・臨検

27.前田拓哉，山根源之，外木守雄，蔵本千夏，武安嘉大，田中陽一 ：Ameloblastoma, granular cell
 

typeの１例―臨床的術前画像診断と病理組織診断の対比について―，日口腔科会誌 45，943，1999．

(第44回日本口腔科学会総会，東京）⑴市病・臨検

28.迫田和彦 ，佐野奈津子 ，馬場博美 ，武沢春雄 ，田中陽一 ，小出 紀 ，佐伯公子 ，好本達司 ，

船津陽子 ，宮崎利久 ，野々山 進，山根源之：心エコー検査が診断，経過観察に有用であった左

房内の巨大粘液腫を伴う転移性心臓腫瘍の１症例，歯科学報 99，508，1999．(第267回東京歯科大学

学会例会，千葉市）⑴市病・臨検，⑵市病・循環器

29.加納潔貴 ，井出愛周 ，畑田憲一 ，片倉 朗 ，高木多加志 ，柴原孝彦 ，野間弘康 ，山根源之：

ラグスクリューシステム（Martin-Eckelt ）を用いた関節突起骨折の治療について，歯科学報 99，

506，1999．(第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴口外Ⅰ

30.野々山 進，山根源之，蔵本千夏，藤平弘子，高江州義矩 ，眞木吉信 ，杉原直樹 ，今井光枝 ：

唾液の粘度に関する研究（第１報）－妊娠時の変化について―，歯科学報 99，502，1999．(第267回

東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴衛生
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31.武田宇央，木津康博，山根源之，櫻井文雄 ，堀田洋稔 ，青柳 裕 ：放射線照射後における口腔乾

燥に関する実験的研究，歯科学報 99，501，1999．(第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴市病・

放科

32.森崎重規，山根源之，外木守雄，岡崎雄一郎：4NQO誘発ラット舌癌に対する5-FU徐放性局所注入化

学療法に関する実験的研究―第２報抗腫瘍効果について―頭頸部腫瘍1999・総会号プログラム・予稿

集 25，381，1999．(第23回日本頭頸部腫瘍学会，浦安市）

33.高田篤史，小板橋俊哉 ，梅村直治 ，滝野善夫 ：内視鏡併用腰椎前方固定術中に高二酸化炭素血症

を来した１例，日本麻酔学会第46回大会プログラム・抄録 13，311，1999．(日本麻酔学会第46回大

会，札幌市）⑴市病・麻酔科

34.Tonogi，M.，Yamane，G.，Kizu，Y.：A clinicostatistical study of jaw deformity patients，Int J
 

Oral Maxillofac Surg 28，142～143，1999．（abstracts of the 14th international conference on
 

oral and maxillofacial surgery 1999，Washington D.C.,USA）

35.Kizu，Y.，Yamane，G.，Tonogi，M.，：The pathological study of malignant ameloblastoma and
 

investigation for occlusal reconstruction after jaw resection，Int J Oral Maxillofac Surg 28，

139，1999．(abstracts of the 14th international conference on oral and maxillofacial surgery

1999，Washington D.C.,USA）

36.Yamane，G.，Tonogi，M.，Kizu，Y.：A clinical study on a dental-medical team approach to oral
 

surgery patients at a general hospital，Int J Oral Maxillofac Surg 28，138，1999．(abstracts of
 

the 14th international conference on oral and maxillofacial surgery 1999，Washington D.C.,USA）

37.森本光明，山根源之，福島大平，森崎重規，蔵本千夏，田中陽一 ，高橋慎一 ，天谷雅行 ：粘膜に

症状が限局した尋常性天疱瘡の２症例―抗デスモグレイン抗体価測定―，日本口腔粘膜学会雑誌 5，

104，1999．(第９回日本口腔粘膜学会総会・学術集会，横浜市）⑴市病・臨検，⑵市病・皮膚科，⑶慶大・

医・皮膚科

38.堀川拓郎，山根源之，野々山 進，横澤貴宏，田中陽一 ：舌に発生した乳頭状囊腺癌の１例，103，

2000．(第18回日本口腔腫瘍学会総会，名古屋市）⑴市病・臨検

39.山崎博嗣，杉浦啓一 ，武田 朴 ，渡邊 裕，山根源之，和田知雄 ：アラーム装置付歯科用モニタ

ーの開発 第２報，11，42，2000．(第11回日本臨床モニター学会総会，東京）⑵市病・内科，⑶日本光

電工業㈱
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2.内 科 学 講 座

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 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（Ａ95-0630-2）

講 師 笠谷 知宏 １型糖尿病の発生機序に関する研究

仁科 牧子 筋ジストロフィーに対する治療的研究

寺嶋 毅 浮遊微粒子の健康に及ぼす影響（Ａ99-0630-1）

助 手 荒川 幸喜 血管作動性物質と腎微小循環

福谷 英成 膠原病における間質性肺炎の特徴

野本 佳子 糖尿病性腎症の腎糸球体基底膜に関する研究

岸川 浩 腸上皮細胞増殖に関する研究

長澤 逸人 全身性ループスエリテマトーデスの脳血管障害

2.成果の概要

1）浮遊微粒子の健康に及ぼす影響（Ａ99-0630-1）

浮遊微粒子が肺胞マクロファージを刺激し，骨髄からの好中球放出を促進することを日本胸部疾患学

会，American 胸部疾患学会にて報告した．一方，大都市部の浮遊微粒子の30-40％をしめるディーゼル

排気微粒子と肺胞マクロファージを培養すると肺胞マクロファージからの炎症性サイトカインの産生が抑

制されることを日本呼吸器病学会総会，アメリカ呼吸器学会にて報告した．ディーゼル排気微粒子が気管

支喘息を引き起こすことについて疫学報告があり，今後さらに，ディーゼル排気微粒子が肺胞マクロファ

ージおよび気道上皮細胞に及ぼす影響を検討する予定である．

Leuk and Lymphoma 37,259～271,2000

2）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（Ａ95-0630-2）

腸管由来の内因性エンドトキシンは，肝疾患の成立・進行において中心的な役割を果たしている．エン

ドトキシンにより惹起される肝障害において，Kupffer細胞あるいは類洞内皮細胞からサイトカイン，一

酸化窒素，活性酸素などのメデイエーターが放出され，肝細胞に対し，傷害的あるいは防御的に働くこと

をこれまでに示してきた．

最近，エンドトキシン血症の際にKupffer細胞から放出されるサイトカインの中で最も重要な役割を果

たしていると考えられるInterleukin-1（IL-1）が，肝微小循環障害を惹起するだけでなく，Kupffer細胞

と類洞内皮細胞の貪食能に影響を与えることも示した．

さらに，アルコール性肝障害にエンドトキシン，TNFαが強く関与しており，肝類洞内の一酸化窒素

が防御的な役割を果たしていることも示した．

今後も，エンドトキシンあるいはサイトカイン血症時にKupffer細胞あるいは肝細胞がどのような役割

を果たしているかについて研究を継続していく予定である．

Bull Tokyo Dent Coll 40,139～148,1999.

Hepatol Res 16,98～111,2000.
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

寺嶋 殻 浮遊微粒子の健康に及ぼす影響 University of
 

British Columbia,

Pulmonary
 

Research
 

Laboratory,St.

Vancouber.

B.C.Canada
 
J a m e s  C.

Hogg
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論 文

1.Nishida, J.，McDonnell, D. ，McCuskey, M.K. ，Ekataksin, W. ，McCuskey, R.S. ：In vivo
 

and electron microscopic observations of the responses of the hepatic sinusoid to interleukin-1，

Bull Tokyo Dent Coll 40，139～148，1999．原著，⑴University of Arizona

2.Nishida, J.，Baker, G.L. ，McCuskey, R.S. ：Protective role of nitric oxide in the TNFα-

mediated hepatic microvascular inflammatory respowse following acute ethanol ingestion,

Hepatol Res 16，98～111，2000．原著，⑴University of Arizona

3.本橋佳子，久松理一，池澤智明，松岡克善，小川信二 ，吉野肇一 ，小出 紀 ，水野嘉夫，西田次郎：

小腸に発生したpyogenic granulomaの１例，日消誌 96，1396～1400，1999．症例，⑴市病・外科，

⑵市病・臨検

4.河邊博史 ，荒川幸喜，祝田 靖 ，斎藤郁夫 ，山上恵一 ：閉経後女性の高血圧症に対するドキサ

ゾシンとエラプリルの有用性の検討，医学と薬学 43，781～792，2000．原著，⑴慶大・保健管理セン

ター，⑵日本鋼管病院内科，⑶恵仁堂医院

5.寺嶋 毅：急性呼吸促迫症候群（ARDS）―予後改善に期待しうる治療法―，呼吸と循環 47，

1143～1147，1999．総説

6.Van Eeden, S. ，Terashima, T.：Interleukin-8and the release of leukocytes from the bone
 

marrow，Leuk Lymphoma 37，259～271，2000．原著，⑴University of British Columbia

そ の 他

1.西田次郎：内科学講座における研究の過去・現在・未来，歯科学報 100，64～65，2000．

学 会 抄 録

1.海老原洋子 ，石原和幸 ，三浦 直 ，西田次郎，久松理一，水野嘉夫，奥田克爾 ，石井裕正 ：唾

液Helicobacter pylori抗体測定によるH.pylori感染の評価，日消誌 96，A439，1999．（第85回日本消

化器病学会総会，広島市）⑴千病・内科，⑵微生物，⑶慶大・医・消化器内科

2.久松理一，福谷英成，松岡克善，水野嘉夫，西田次郎：Pentoxifyllineを含む多剤併用療法が有効であ

った腸管Bechet病の３例，日消誌 96，A537，1999．（第85回日本消化器病学会総会，広島市）

3.久松理一，岸川 浩，西田次郎：当院における便潜血陽性患者の大腸鏡所見の検討―便潜血検査は有効

か―，第７回市川医学会講演要旨記録集，6～7，1999．（第７回市川医学会，市川市）

4.石原和幸 ，海老原洋子 ，西田次郎，久松理一，水野嘉夫，三浦 直 ，奥田克爾 ：口腔からみた

Helicobacter pyloriの局所免疫応答，第８回千葉Helicobacter pylori研究会記録集，10，1999．（第８

回千葉Helicobacter pylori研究会，千葉市）⑴微生物，⑵千病・内科

5.松岡克善，久松理一，本橋佳子，羽山弥亨，池澤智明，西田次郎，水野嘉夫：センナ製剤による食道閉

塞に対して透明フードを用いた内視鏡的除去が有効であった一例，Progress of Digestive Endos-

copy 55，84，1999．（第68回日本消化器内視鏡学会関東地方会，東京）
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6.松岡克善，久松理一，本橋佳子，長澤逸人，小野田清香，辰野 聡 ，荻 成行 ，西田次郎：蛋白分

解酵素阻害薬・抗生物質の持続動注療法が奏効した急性膵炎の２例，第６回SIRS/Sepsis研究会抄録

集，1999．（第６回SIRS/Sepsis研究会，千葉市），⑴市病・放科

7.仁科牧子，福谷英成，西田次郎，笠谷知宏，水野嘉夫：プロスタグランジンE1（PGE1）により自発性

の著明な改善を認めたパーキンソン症候群の２例，神経治療 16，612，1999．（第17回日本神経治療

学会総会，横浜市）

8.天川和久 ，寺嶋 毅，嵯峨井 勝 ，山口佳寿博 ：ヒト肺胞マクロファージにおけるサイトカイン

産生へのディーゼル排気微粒子の抑制効果，日本呼吸器学会雑誌 38，106，2000．（第40回日本呼吸

器学会総会，広島市）⑴慶大・医・内科，⑵国立環境研究所

9.寺嶋 毅，天川和久 ，山口佳寿博 ：気管支肺胞洗浄が血清サイトカインおよび末梢血好中球数に及

ぼす影響，日本呼吸器学会雑誌 38，256，2000．（第40会日本呼吸器学会総会，広島市）⑴慶大・医・

呼吸器内科

10.寺嶋 毅：ディーゼル排気微粒子の肺胞マクロファージに及ぼす影響，慶應ライフフォーラム抄録集

5，15～16，1999．（第５回慶應ライフフォーラム，東京）

11.Terashima,T.，Van Eeden,S. ，James,H. ：Effects of cigarette smoke on PMN release from
 

bone marrow and their sequestration in the lung.，Tokyo Lung Research Conference program

1，12，1999．（1st Annual Tokyo Lung Research Conference，Tokyo）⑴University of British Colum-

bia）

12.Tateno,H. ，Nakamura,H. ，Fujishima,S. ，Terashima,T.，Amakawa,K. ，Luster,A.D. ，

Lilly,C.M. ，Yamaguchi,K. ：Elevated eotaxin leveles in bronchoalveolar lavage fluid from
 

patients with eosinophilic pneumonia.，Am J Respir Crit Care Med 159，A451，1999．（Amer-

ican Thoracic Society 1999 International Conference，San Diego,USA）⑴慶大・医・呼吸器内科，⑵慶

大・医・救急部，⑶Harvard Medical School

13.Terashima,T.，Amakawa,K. ，Matsumaru,A.，Sagai,M. ，Yamaguchi,K. ：The effects of
 

diesel exhaust particles （DEP） on the cytokine release from human alveolar macrophages，

Am J Respir Crit Care Med 159，A28，1999．（American Thoracic Society 1999 International
 

Conference，San Diego,USA）⑴慶大・医・呼吸器内科，⑵国立環境研究所

14.寺嶋 毅，松丸明子，天川和久 ，山口佳寿博 ，嵯峨井日勝 ：ディーゼル排気微粒子刺激による気

管支喘息患者末梢血白血球からのロイコトリエン産生，内会誌 88，261，1999．（第96回日本内科学

会総会，東京）⑴慶大・医・呼吸器内科，⑵国立環境研究所

15.長澤逸人，荒川幸喜，福谷英成，小野田清香，小川健夫，井口豊崇，岸川 浩，久松理一，野本佳子，

寺嶋 毅，笠谷知宏，仁科牧子，西田次郎，小出 紀 ：肺出血を伴った急速進行性糸球体腎炎症候

群の一例，歯科学報 99，1049，1999．（第268回東京歯科大学学期総会，千葉市）⑴市病・臨検
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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 吉野 肇一 外科治療成績の評価（Ａ93-0650-1）

田中 豊治 Ｔ式シートによる癒着性イレウスの治療（Ａ88-0650-4）

助 教 授 小野 成夫 術後感染症の予防並びに発生要因について（Ａ60-0650-1）

講 師 正村 滋 乳癌組織内アロマターゼ活性とエストロゲン（Ａ97-0650-1）

助 手 小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ94-0650-6）

石 志紘 食道扁平上皮癌における血管新生（Ａ98-0650-2）

服部 裕昭 乳癌とテロメラーゼ

2.成果の概要

1）術後感染症の予防並びに発生要因について（Ａ60-0650-1）

他の準無菌手術に比較して大腸手術後には術野感染症が高率に発生する．そこで経口抗菌薬による術前

腸管処置による術後感染症の発症阻止に対する有用性を検討した．抗菌薬の相違により4群に分け，術中

の大腸内，創を培養し，創感染発生率を検討した．polymyxin Bが大腸内のグラム陰性桿菌を最も抑制

し，かつ大腸内残存菌の各種抗微生物製剤に対する耐性率が，kanamycin投与群のそれより低率であっ

たことと，metronidazoleがB. fragilisを代表とする嫌気性菌を抑制した結果であると考えられた．大腸

手術後感染症阻止には，大腸内のグラム陰性桿菌と嫌気性菌の抑制と，大腸内残存菌すなわち手術野汚染

菌の各種抗微生物製剤に対する耐性化の防止が重要であると考えられた．

日外感染症研 11，176～181，1999.

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

石 志紘 ヒト食道扁平上皮癌に対する新しい治療体系の開発

―VEGFアナログを用いて―

科学研究費・奨励（A)

4.研究活動の特記すべき事項

研究会主催

主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地

吉野 肇一 1999.6.30 第4回千葉消化器疾患研究会 ホテルサンガーデン

千葉

千葉市

― ―191



シンポジウム

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

吉野 肇一 1999.10.12 胃癌治療におけるボタン

の掛け違い―標準治療か

らオーダーメード治療へ―

第37回日本癌治療学会総

会

岐阜市

吉野 肇一 1999.10.13 抗がん剤感受性試験に基

づいたがん治療の現況と

問題点

第37回日本癌治療学会総

会

岐阜市

田中 豊治 1999.10.12 癌性腹膜炎に対する治療

戦略（T式リザーバーシ

ートを用いて）

第37回日本癌治療学会総

会

岐阜市

田中 豊治 1999.11.26 T式シートII型による癒着

性イレウス根治術

第第61回日本臨床外科学

会総会

東京

吉野 肇一 2000.2.18 胃癌治療ガイドライン

（案）の検証 EMR，縮

小手術，用語について

第72回日本胃癌学会総会 新潟市

学会招待講演

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

田中 豊治 1999.6.25 腸管癒着防止対策の最前

線

第24回日本外科系連合学

会

神戸市

5.教育講演等教育に関する活動

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

吉野 肇一 1999.11.26 「癌から命を守るために」

胃癌の対処法

第17回日本外科学会市民

公開講座

東京
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論 文

1.吉野肇一，他16名：UFTの適性用量とは何か（中等度進行胃がんに対する術後UFTの意義に関する研

究）―がん集学的治療研究財団特定研究21の中間報告―，癌と化療 27，263～270，2000．原著

2.本橋佳子 ，久松理一 ，松岡克善 ，小川信二，吉野肇一，小出 紀 ，水野嘉夫 ，西田次郎 ：小

腸に発生したpyogenic granulomaの1例，日消病会誌 96，1396～1400，1999．原著，⑴市病・内科，

⑵市病・臨検

3.福島恒男 ，松尾恵五 ，楠 正人 ，山村武平 ，中村利夫 ，中村 達 ，田中豊治，吉野肇一，

石田秀行 ，出月康夫 ：ヒアルロン酸ナトリウム／カルボキシメチルセルロースを材質とした合成

吸収性癒着防止材の腹部外科における臨床的検討，外科治療 81，227～233，1999．原著，⑴横浜市

立市民病院外科，⑵兵庫医大・第２外科，⑶浜松医大・外科２，⑷埼玉医大・総合医療センター外科

4.Matsui，H. ，Kubochi，K. ，Okazaki，I. ，Yoshino，K.，Ishibiki，K. ，Kitajima，M. ：

Collagen biosynthesis in gastric cancer:Immunohistochemical analysis of prolyl 4-hydroxylase，

J Surg Oncol 70，239～246，1999．原著，⑴慶大・医・外科，⑵慶大・医・健康管理センター

解 説

1.小野成夫：便秘，臨外 54，459～461，1999．

2.石 志紘，吉野肇一：噴門側胃切除術と術前術後の看護，消外NURSING 4，1321～1326，1999．

3.小川信二，吉野肇一，加藤元一郎 ，三村 将 ：高齢者の心理的傾向とその特徴，臨看 25，

1659～1663，1999．⑴市病・精神・神経科

4.石 志紘，吉野肇一：器械吻合の合併症と対策 胃全摘後再建，外科 61，897～901，1999．

5.石 志紘，吉野肇一：自動吻合器，手術 53，889～894，1999．

6.小川信二，吉野肇一，加藤元一郎 ，三村 将 ：術後精神障害，外科治療 80，477～480，1999．⑴

市病・精神・神経科学

7.田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘：幽門側胃切除術におけるドレナージ，消外

22，431～437，1999．

8.小野成夫：下痢，臨外 54，454～456，1999．

9.吉野肇一，小川信二：胃癌開腹縮小手術，外科治療 81，281～287，1999．

10.吉野肇一，田中豊治，小川信二：下部胃癌の手術法，癌の臨床 45，671～679，1999．

11.石 志紘，吉野肇一：自動吻合器，消外NURSING 5，64～69，2000．
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単 行 図 書

1.吉野肇一 著分担：がんを治す内視鏡の名医大事典 東京歯科大学市川総合病院386頁，二見書房，東

京，2000．

2.吉野肇一 著分担：今日の治療指針 2000年版 虫垂炎，移動性盲腸410～411頁，医学書院，東京，

2000．

プロシーディグス

1.小野成夫，田中豊治，吉野肇一：大腸手術における術前腸管処置としての経口抗菌薬の術後感染症発症

阻止に対する有用性，日外感染症研 11，176～181，1999．

そ の 他

1.吉野肇一：日本外科学会を外科学総論・教育・医療行政の専門学会に，日外会誌 101，243～244，

2000．

2.吉野肇一：特集「胃・腸を手術した人に」胃・腸の切除後のさまざまな体調の変化，暮しと健康

1999．8，17～19，1999．

3.吉野肇一：特集「胃・腸を手術した人に」からだの変調にどう対処するか，暮しと健康 1999．8，

20～21，1999．

学 会 抄 録

1.吉野肇一，田中豊治，小川信二，石 志紘，小野成夫，大谷吉秀 ，久保田哲朗 ，北島政樹 ，

熊井浩一郎 ：胃癌治療におけるボタンの掛け違い ―標準手術からオーダーメード治療へ―，日癌

治療会誌 34，8，1999．(第37回日本癌治療学会総会，岐阜市) ⑴慶大・医・外科，⑵慶大・医・内視鏡

センター

2.吉野肇一：抗がん剤感受性試験に基づいたがん治療の現況と問題点 ―抗がん剤感受性試験の保険適応

をめぐって―，日癌治療会誌 34，69，1999．(第37回日本癌治療学会総会，岐阜市)

3.田中豊治，吉野肇一：腹膜播種性消化器癌に対するT式リザーバー・シートを用いた腹腔内癌化学療

法，日外会誌 101，81，2000．(第100回日本外科学会総会，東京）

4.白 京訓，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭，麻賀創太：癒着防止用シ

ートを用いたopen peritoneal drainageにより救命し得た重症汎発性腹膜炎の一例，日本外科感染症

研究会 プログラム・抄録集，39，1999．(第12回日本外科感染症研究会，盛岡市)

5.田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘：癌性腹膜炎に対する治療戦略（T式リザーバ

ー・シートを用いて），日癌治療会誌 34，73，1999．(第37回日本癌治療学会総会，岐阜市)

6.田中豊治，吉野肇一，小野成夫，正村 滋，小川信二：T式シートII型による癒着性イレウス根治術，

日消外会誌 32，296，1999．(第54回日本消化器外科学会総会，名古屋市)
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7.吉野肇一，小川信二，石 志紘，田中豊治：胃癌治療のガイドライン（案）の検証，第72回日本胃癌学

会総会記事，4，2000，(第72回日本胃癌学会総会，新潟市）

8.小野成夫，吉野肇一：アーティキュレート型リニヤーステイプラーをantero-posteriorに使用したdou-

ble stapling techniqueによる直腸超低位吻合，日本大腸肛門病会誌 52，811，1999．(第54会日本大

腸肛門病学会総会，東京）

9.小野成夫，石 志紘，小川信二，正村 滋，田中豊治，吉野肇一：直腸手術における周術期感染予防，

第52回手術手技研究会プログラム，2，1999．(第52回手術手技研究会，東京）

10.小野茂夫，麻賀創太，白 京訓，服部裕昭，石 志紘，小川信二，田中豊治，吉野肇一：Antero-pos-

teriorにarticulating linear staplerを使用したDSTによる直腸超位吻合法，第５回東葛大腸フォーラ

ムプログラム╱演題要旨集，2，1999．(第５回東葛大腸フォーラム，船橋市)

11.Chih-Horng,S.，Keiichi,Y.，Toyoharu,T.，Shigeo,O.，Shigeru,M.，Shinji,O.：Current manage-

ment of anastomosis in gastrointestinal tract：Result of nationwide study in Japan,American
 

College of Surgeons85th Annual Clinical Congress program,287， ．（第85回米国外科学会総会，

サンフランシスコ，米国）

12.Toyoharu,T.，Keiichi,Y.，Shigeo,O.，Shigeru,M.，Shinji,O.，Chih-Horng,S.：Intraperitoneal
 

chemotherapy using original T-type reservoir sheet in intraabdominal cancer patients with
 

peritoneal carcinomatosis,American College of Surgeons85th Annual Clinical Congress program,

288,2000.（第85回米国外科学会総会，サンフランシスコ，米国）
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4.循 環 器 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 手 佐伯 公子 不整脈/虚血性心疾患

船津 陽子 不整脈

大木 貴博 虚血性心疾患

佐藤 俊明 不整脈

2.成果の概要

臨床研究においては頻拍性不整脈の患者に対し電気生理学検査により評価し，頻拍の機序の解明と共

に，カテーテルアブレーションによる根治治療を施行している．虚血性心疾患の症例に対しては心臓カテ

ーテル検査を施行し，必要に応じて経皮的冠動脈形成術を施行している．

基礎研究においてはイヌ心房高頻度刺激モデルにおいて心房細動の電気生理学的機序の解明および心房

細動に対する抗不整脈薬の薬理学的効果を比較検討している．
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論 文

1.Saeki，K.:Repetitive monomorphic ventricular tachycardia of left coronary cusp origin，Pacing
 

Clin Electrophysiol 22，1553～1556，1999．症例

学 会 抄 録

1.Sato，T.：The duration of lone atrial fibrillation affects recovery from electrical remodeling after
 

cardioversion in humans，Asian Pacific Symposium on Cardiac Electrophysiology and Pacing

3，18，1999．（Asian Pacific Symposium on Cardiac Electrophysiology and Pacing，Hualien,Taiwan）

2.Sato，T.：Pacing induced atrial electrical remodeling diminishes effects of a Na channel blocker，

Pacing Clin Electrophysiol 23，564，2000．（The 21st Annual Scientific Sessions of North American
 

Society of Pacing and Electrophysiology，Washington,DC,USA）

3.好本達司：左房内の巨大粘液腫を伴い，扁平上皮癌の転移性腫瘍の右室内浸潤を観察しえた舌癌の一

例，日本循環器学誌 26，173，1999．（日本循環器学会第173回関東甲信越地方会，東京）
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5.小 児 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 田中 葉子 テトラヒドロビオプテリン（BH4）欠損症における前頭葉機能障害

講 師 杉田記代子 年齢依存性てんかん症候群の病態解析

助 手 中埜信太郎 肥厚性幽門狭窄症の硫酸アトロピン静注療法

2.成果の概要

1）テトラヒドロビオプテリン（BH4）欠損症における前頭葉機能障害

近年，脳内ドーパミン系と前頭葉機能との関連を示唆する成績が多数報告されている．脳内活性アミン

（ドパミン，セロトニン，ノルエピネフリン）の欠乏を本態とする疾患であるBH4欠損症において，現行

の治療（l-dopaおよびBH4の早期補充療法開始）により前頭葉機能障害が回避されうるか否かを知ること

は，今後の本症の治療において重要な点である．そこで，我々は，ドパミン補充療法開始時期の異なる

BH4欠損症6例（10歳～47歳）に，注意・記憶・言語・前頭葉機能を評価する神経心理検査を行った．そ

の結果，前頭葉機能障害は，成人以降に補充療法を開始した２例においては回避されず，約３歳で開始し

た症例でも充分回避することができなかった．しかし生後まもなく補充療法を開始した３症例においては

前頭葉機能障害が回避された．以上の結果から，BH4欠損症においては，現行の治療により前頭葉機能

障害は回避される可能性のあること，治療開始が遅れると不可逆的な前頭葉障害をきたすことが確認され

た．

J Inherit Metabo Dis23，Suppl1，46，2000．

2)年齢依存性てんかん症候群の病態解析

小児非定型良性部分てんかん（ABPE）は中心・側頭部に突発波をもつ小児良性てんかん（BECCT）

と同一の病態であることを解明する目的で，兄がBECCT，妹がABPEの兄弟例につき脳磁図を用いて発

作間欠期の突発性異常波について検討をした．その結果，ABPEはBECCTと同様の磁場変化が観察され

た．両者は症状と脳波所見は全く異なりABPEはあたかも難治性てんかんのごとくに思われるが，磁場変

化からは同一の病態を示した．小児非定型良性部分てんかんは年齢依存性てんかんの中でも頻度が少な

く，かつ特異な経過を示す．脳磁図の解析でABPEとBECCTの病態の同一性と遺伝的要素が示唆され

た．

The Proceedings of the 3rd European Pediatric Neurology Society３，147～153，1999．
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論 文

1.Sugita,K.，Tanaka,Y.：Magnetoencephalography/magnetic source imaging in case of atypical
 

benign partial epilepsy of childhood and in a sibling with rolandic epilepsy，Euro J Paediatr
 

Neurol 3，147～153，1999．症例

学 会 抄 録

1.Tanaka, Y.：A boy with micropenis and anterior pituitary hypoplasia，29th International
 

Symposimu GH and Growth Factors in endocrinology and Metabolism;Abstract，76，2000．（29th
 

International Symposimu GH and Growth Factors in endocrinology and Metabolism，Morocco）

2.Sugita,K.，Tanaka,Y.：Familial sibling cases of atypical benign partial epilepsy of childhood and
 

benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes，Euro J Paediatr Neurol 3，47，1999．

（3rd European Pediatric Neurology Society，Nice,France）

3.杉田記代子，田中葉子：Atypical benign partial epilepsy in childの１例，脳と発達 31，478，1999．

（第30回日本小児神経学会 関東地方会，東京）

4.南里清一郎 ，武田純枝 ，田中葉子，松尾宣武 ：都市部女子中学生のやせと食生活の関係：３日間

食事調査，第26回 日本小児栄養消化器病学会 プログラム抄録集，55，1999．（第26回日本小児栄養

消化器病学会，倉敷市）⑴慶大・保健管理センター，⑵慶大・食養管理センター，⑶慶大・医・小児科

5.伊管しづえ ，南里清一郎 ，田中葉子，松尾宣武 ：都市部小，中学生における食事調査：食品摂取

数と栄養素充足率の性差，日本小児栄養消化器病学会プログラム抄録集，56，1999．（第26回日本小児

栄養消化器病学会，倉敷市）⑴慶大・食養管理室，⑵慶大・保健管理センター，⑶慶大・医・小児科

6.田中葉子，杉田記代子，西村 玄 ：比較的良好な発達を示しているMarshall-Smith症候群の１例，

日本人類遺伝学会第44回大会 プログラム・抄録集，113，1999．（日本人類遺伝学会第44回大会，仙台

市）⑴西多摩病院

7.玉井伸哉 ，田中葉子：軟骨低形成症における表原型とFDFR3遺伝子変異の相関，日児誌 104，750，

2000．（第33回日本小児内分泌学会，大宮市）⑴慶大・医・小児科

8.田中葉子，緒方 勤 ，室谷浩二 ：家族性SIADHが疑われる１家系，日児誌 104，765，2000．（第

33回日本小児内分泌学会，大宮市）⑴東電病院小児科

9.田中葉子，加藤元一郎 ，松尾宣武 ：BH4欠損症における遂行機能障害 －脳内ドーパミン欠乏によ

る不可逆的遂行機能障害の臨界期は生後12～32ヶ月の間か －，日本先天代謝学会雑誌 15，253，

1999．（第42回日本先天代謝異常学会 総会，鹿児島市）⑴市病・精神・神経科，⑵慶大・医・小児科
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6.脳神経外科学研究室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

講 師 井上 洋 三叉神経痛に対する外科的治療としての「神経血管減圧手術」の確立

（A97-0760-1）

講 師 島本 佳憲 顔面ケイレンに対する外科的治療としての「神経血管減圧手術」の確立

（A97-0760-2）

助 手 成高 平治 ホルモン産生下垂体腺腫の基礎的および臨床的検討（A97-0760-3）

2.成果の概要

1）ホルモン産生下垂体腺腫の基礎的および臨床的検討（A97-0760-3）

本年度の成果は，ホルモン産生下垂体腺腫の中には特定のホルモンを産生し，形態学的には機能的腺腫

に非常に似ているが，臨床的にはホルモンの過剰分泌を示さないために，生化学的には非機能的腺腫の性

質をもつ silent pituitary adenoma と分類されるものがあることを明らかにしたことである．この腺腫

の特徴を特に免疫組織化学的，電子顕微鏡的に検討を加えて報告した．

2）三叉神経痛に対する外科的治療としての「神経血管減圧手術」の確立（A97-0760-1）および顔面ケイ

レンに対する外科的治療としての「神経血管減圧手術」の確立（A97-0760-2）は，本年度も引き続き臨

床研究として，手術症例の検討を行ってきた．
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そ の 他

1.井上 洋：歯科大学の中の脳神経外科，歯科学報 100，72～73，2000．

学 会 抄 録

1.秋山武紀，成高平治，井上 洋：Tolosa-Hunt症候群の１例（特に神経放射線学的所見について），第

75回日本脳神経外科学会関東地方会抄録集，14，1999．（第75回日本脳神経外科学会関東地方会，東京）

2.秋山武紀，成高平治，井上 洋，河瀬 斌 ：頭蓋内三叉神経に発生した転移性腺癌の１例，第76回日

本脳神経外科学会関東地方会抄録集，30，1999．（第76回日本脳神経外科学会関東地方会，東京）⑴慶

大・医・脳神経外科

3.秋山武紀，成高平治，井上 洋，吉田一成 ：眼窩内に発生した三叉神経鞘腫の１例，第77回日本脳神

経外科学会関東地方会抄録集，1，2000．（第77回日本脳神経外科学会関東地方会，東京）⑴慶大・医・脳

神経外科
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7.整 形 外 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 高橋 正憲 骨形成促進の実験的研究（Ａ97-0660-1）

手の外科の臨床的研究

助 教 授 小柳 貴裕 脊椎・脊髄外科の内視鏡的手術に関する研究

講 師 川久保 誠 膝関節疾患・スポーツ外傷の発生機序及びその病態に関する生体工学的研究

助 手 穴沢 卯圭 骨軟部腫瘍の外科病理

矢部 寛樹 骨軟部腫瘍の遺伝子学的研究

高尾 努 骨膜による骨形成促進の効果（Ａ97-0660-2）

2.成果の概要

1）骨形成促進の実験的研究（Ａ97-0660-1，Ａ97-0660-2）

平成８年度よりHRCの助成を受けて，学内に他の講座との共同研究を含め，上記の課題で学際的なプ

ロジェクトチームを編成した．平成８年度は口腔科学研究センターワークショップ抄録集に『鶏胚大腿骨

および骨膜の組織学的検討』を発表した．平成９年度は同ワークショップで『鶏胚漿尿膜上で培養された

骨膜からの骨形成過程の組織学的観察』を発表し，さらに第35回関東整形災害外科学会で『鶏胚漿尿膜上

で培養された骨膜からの骨形成過程の組織学的検討』を発表した．近々歯科学報に投稿予定である．これ

までの骨膜からの骨形成の観察を踏まえ，昨年度は科研費がもらえた為プログラムフリーザーを購入し骨

膜を凍結保存した後，解凍して鶏胚漿尿膜上で培養し，凍結骨膜に骨形成能があるか否かを検討した．そ

の結果凍結条件が良ければ，凍結骨膜に骨形成能があることが認められた．

16日鶏胚の大腿骨骨幹部を卵黄入りDMSOを凍結保護剤としてプログラムフリーズ後，液体窒素中で

凍結保存し，鶏卵漿尿膜上で培養し，ソフテックス像，組織像より骨のviabilityが温存されることを確認

した．これを第15回日本整形外科学会基礎学術集会にて発表の予定である．

また，骨膜の骨形成能に関する実験的研究を進めており，SDラットの頭蓋骨骨膜に剥離侵襲を加え，

その組織像を検討中であり，遊離骨膜移植による骨欠損部の修復を確認するための実験中である．
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

高橋 正憲 凍結保存骨膜の骨形成能に関する

実験的研究

済生会向島病院 東京 浪花 豊寿

川久保 誠 大腿骨顆間窩における膝前，後十

字 帯の動態に関する生体工学的

研究とその臨床応用

慶應大学整形外科学

教室

東京 松本 秀男

吉川 寿一

穴沢 卯圭 多核巨細胞の起源に関する研究 慶應大学整形外科学

教室

東京 矢部 啓夫

矢部 寛樹 ユーイング肉腫の遺伝子学的研究 慶應大学整形外科学

教室，病理学教室

東京 戸山 芳昭

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

高橋 正憲 冷凍保存骨膜の骨形成能に関する実験的研究 科学研究費・基盤（Ｃ）
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論 文

1.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，太田圭一 ，鈴木禎寿 ，森岡秀夫 ：骨膜性軟骨肉腫の２例，整形外科

49，666～669，1998．症例，⑴慶大・医・整外科

2.川久保 誠，松本秀男 ：慢性関節リウマチに対する膝蓋骨非置換人工膝関節の術後成績．－膝蓋骨の

経時的変化と臨床成績の関係について－，整形外科 34(別冊)，169～174，1998．原著，⑴慶大・

医・整外科

3.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，花岡英弥 ，伊崎寿之 ：動脈瘤様骨囊腫の治療成

績，整形外科 49，1589～1592，1998．原著，⑴慶大・医・整外科，⑵井上病院，⑶防衛医大・整外科

4.川久保 誠，松本秀男 ，大谷俊郎 ，豊田 敬 ，木内準之助 ，向井万起男 ：Transient osteopor-

osis of the kneeの３症例，膝 23，82～86，1997．症例，⑴慶大・医・整外科，⑵けいゆう病院・整外

科，⑶慶大・医・病理

5.大谷俊郎 ，松本秀男 ，川久保 誠，竹田 毅 ：膝蓋上囊と連続した腫瘤を形成した色素性絨毛結

節性滑膜炎（PVS）の１例，膝 23，71～74，1997．症例，⑴慶大・医・整外科，⑵慶大スポーツクリ

ニック

6.松本秀男 ，川久保 誠，大谷俊郎 ，冨士川恭輔 ：膝蓋骨粉砕骨折に対する人工 帯による伸展機

構再建術，東京膝関節会誌 19，9～12，1998．原著，⑴慶大・医・整外科，⑵防衛医大・整外科

7.森山一郎 ，川久保 誠，松本秀男 ，大谷俊郎 ，豊田 敬 ，木内準之助 ：前十字 帯損傷に伴っ

た骨性病変について ―MRIを用いた検討―，東京膝関節会誌 19，69～72，1998．原著，⑴慶大・

医・整外科，⑵けいゆう病院・整外科

8.大谷俊郎 ，松本秀男 ，川久保 誠，竹田 毅 ，山内 浩 ：膝窩部痛を有する変形性膝関節症に

対する芍薬甘草湯の臨床成績，東京膝関節会誌 19，102～105，1998．原著，⑴慶大・医・整外科，⑵

都立大久保病院東洋医学科

9.川久保 誠，松本秀男 ，冨士川恭輔 ：変形性膝関節症における膝蓋骨非置換人工膝関節の術後成績

―膝蓋骨非置換人工膝関節の適応と限界―，東日本整災会誌 11，26～30，1999．原著，⑴慶大・

医・整外科，⑵防衛医大・整外科

10.小柳貴裕，相羽 整，高橋正憲，大森 泰 ：腹腔鏡を併用した腰椎前方固定術の小経験，中部整災誌

41，405～406，1998．原著，⑴川崎市立川崎病院外科

11.小柳貴裕，高橋正憲：頚椎弯曲異常の臨床的意義，全身咬合 4，105～109，1998．原著

12.Matsumoto,H. ，Kawakubo,M.:Extensor apparatus reconstruction for comminuted fractures of
 

the patella using Leeds-Keio artificial ligament，J Tokyo Knee Soc 19，9～12，1998．原著，⑴

Keio Univ.Orthopaedic Surgery
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13.Moriyama,I. ，Kawakubo,M.:Osseous lesions accompanied by anterior cruciate ligament injury

-Assessment by magnetic resonance imaging (MRI)-，J Tokyo Knee Soc 19，69～72，1998．

原著，⑴Keio Univ.Orthopaedic Surgery

14.Otani, T. ，Matsumoto, H. ，Kawakubo, M. : Application of Shakuyaku-Kanzo-to（Kampo
 

medicine） for the popliteal pain in knee osteoarthrosis，J Tokyo Knee Soc 19，102～105，

1998．原著，⑴Keio Univ.Orthopaedic Surgery

15.川久保 誠，松本秀男 ，大谷俊郎 ：人工膝関節置換術における術中の軟部組織バランスの評価

法 －圧センサーを用いた評価法－，日本人工膝関節学会誌 28，255～256，1998．原著，⑴慶大・

医・整外科

16.Kawakubo,M.，Fujikawa,K. ，Matsumoto,H. :Evaluation of patello-femoral joint congruity
 

using three-dimensional tomography，The Knee 6，165～170，1999．原著，⑴National Defence
 

Medical College Orthopaedic Surgery，⑵Keio Univ.Orthopaedic Surgery

17.Matsumoto,H. ，Toyoda,T. ，Kawakubo,M.，Otani,T. ，Fujikawa,K. :The end-point and
 

the remnant of the injured cruciate ligaments of the knee，The Knee 6，43～48，1999．原著，

⑴Keio Univ.Orthopaedic Surgery，⑵National Defence Medical College Orthopaedic Surgery

18.Matsumoto,H. ，Kawakubo,M.，Otani,T. ，Fujikawa,K. ：Extensive post-traumatic ossifica-

tion of the patellar tendon，J Bone Joint Surg 81B，34～36，1999．原著，⑴Keio Univ. Orth-

opaedic Surgery，⑵National Defence Medical College Orthopaedic Surgery

19.冨士川恭輔 ，笹崎義弘 ，川久保 誠：ACL損傷に伴う膝蓋大腿関節症，MB Orthop 13，63～67，

2000．原著，⑴防衛医大・整外科

20.松本秀男 ，大谷俊郎 ，須田康文 ，川久保 誠，冨士川恭輔 ：大腿骨内側上顆の骨化陰影を伴う

膝関節拘縮に対して関節授動術を行なった２例，膝 28，24～118，121．症例，⑴慶大・医・整外科，

⑵防衛医大・整外科

21.松本秀男 ，大谷俊郎 ，須田康文 ，冨士川恭輔 ，川久保 誠：膝関節複合靱帯損傷（ACL＋

PCL＋MCL）に対するLeeds-Keio人工靱帯による再建術の治療成績，東京膝関節会誌 20，

52～55，1999．原著，⑴慶大・医・整外科，⑵防衛医大・整外科

22.Matsumoto,H. ，Otani,T. ，Suda,Y. ，Fujikawa,K. ，Kawakubo,M.：Simultaneous recon-

struction of ACL,PCL and MCL with Leeds-Keio artificial ligament，Tokyo Knee Soc 20，

52～55，1999．原著，⑴Keio Univ. Orthopaedic Surgery，⑵National Defence Medical College Orth-

opaedic Surgery

23.小柳貴裕，大森 泰 ，相羽 整：腹腔鏡を併用した腰椎前方固定術とその問題点，臨整外 34，

1463～1470，1999．原著，⑴川崎市立川崎病院外科
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24.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，花岡英弥 ，小柳貴裕，高橋正憲：骨悪性線維性組

織球腫の治療成績，骨・関節・靱帯 12，427～432，1999．原著，⑴慶大・医・整外科

25.森井健司 ，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，穴澤卯圭，鈴木寿禎 ：悪性骨腫瘍切除時の人工関

節置換術術後感染例の検討，整形外科 50，151～155，1999．原著，⑴慶大・医・整外科

解 説

1.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，鈴木禎寿 ，森井健司 ，山田陸雄 ，白神伸之 ：類骨骨腫の治

療経験 CTガイド下の経皮的切除術，整形外科 50，991～996，1999．⑴慶大･医･整外科，⑵慶大・

医・放射線

単 行 図 書

1.川久保 誠(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，(f)，(g)，(h)，(i)，(j) 著分担：図説膝の臨床 (a）画像検

査および補助検査 単純Ｘ線写真，42～46頁，(b）画像検査および補助検査 断層線写真，46～46

頁，(c）画像検査および補助検査 ストレスＸ線写真，46～47頁，(d）画像検査および補助検査

関節造影写真，47～49頁，(e）画像検査および補助検査 ＣＴ，49～50頁，(f）画像検査および補助

検査 MRI，51～53頁，(g）画像検査および補助検査 シンチグラフィー，53～54頁，(h）画像検

査および補助検査 血管造影，54～54頁，(i）画像検査および補助検査 関節液，54～55頁，(j）先

天性疾患，骨系統疾患，発育障害 膝蓋骨不安定症，非外傷性膝蓋骨（亜）脱臼，111～117頁，メデ

ィカルビュー社，東京，1999．

2.川久保 誠 著分担：よく理解できる頚・肩・腰・股・膝の診察 （a）E. 膝関節 E-3. 形態異常，

274～284頁，永井書店，大阪，1999．

そ の 他

1.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学 ロジスティック回帰分析，脊椎 13，205～210，2000．

2.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学 判別分析と数量化Ⅱ類，脊椎 12，1007～1011，1999．

3.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学 重回帰分析，脊椎 12，359～365，1999．

4.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学⑼生存分析その２，脊椎 12，119～124，1999．

5.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学⑻生存分析その１，脊椎 12，45～49，1999．

6.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学⑺無作為化多元配置法と実験計画，脊椎 11，993～998，1998．

7.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学⑹共分散分析と多変量分散分析，脊椎 11，599～604，1998．

8.小柳貴裕：脊椎脊髄外科の統計学⑸二元配置分散分析，脊椎 11，521～525，1998．

学 会 抄 録

1.小柳貴裕，川久保 誠，高橋正憲：脊椎後方手術における深部静脈血栓症，日脊椎外会誌 11，

1～181，2000．(第29回日本脊椎外科学会，名古屋市）
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2.川久保 誠，小柳貴裕，高橋正憲：人工膝関節置換術後に発生する深部静脈血栓症に対する低分子ヘパ

リンの効果，日整外会 74，58～94，2000．(第73回日本整形外科学会，神戸市）

3.林 俊吉 ，穴澤卯圭，森井健司 ，矢部啓夫 ，松本秀夫 ，戸山芳昭 ，松林経世 ：膝蓋骨に発生

したosteoid osteomaの３例，関東整災外会誌 30，55，1999．(第39回関東整形災害外科学会，東京）

⑴慶大・医・整外科，⑵平塚市民病院整外科

4.南雲剛史 ，井上和彦 ，谷口敦夫 ，鎌谷直之 ，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，穴澤卯圭，森井健司 ，

山田陸雄 ：骨肉腫におけるp16/CDKN2遺伝子異常の検討，日整外会誌 73，1250，1999．(第32回

日本整形外科学会骨軟部腫瘍学会，岐阜市）⑴慶大・医・整外科，⑵東京女子医大・膠原病リウマチ痛風セ

ンター整外科，⑶東京女子医大膠原病リウマチ痛風センター内科

5.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，鈴木寿禎 ：骨軟部腫瘍における同種保存骨移植の治療成績，日

整外会誌 73，1198，2000．(第32回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学会，岐阜市）⑴慶大・医・整外科

6.Anazawa,U.，Yabe,H. ，Morioka,H. ，Nagumo,T. ，Koyanagi,T.，Takahashi,M.：Clinical
 

results of malignant fibrous histiocytoma of bone，1999．(Inter national meeting on multidisciplinary
 

approch to treatment of bone and soft tissue sarcomas，Napoli，Itali）⑴慶大・医・整外科

7.浪花豊寿，高橋正憲，兼子 智，小柳貴裕，富山芳昭 ：凍結保存骨膜の骨形成能に関する実験的研究

（第２報）凍結保護剤に添加した卵黄の骨形成能に及ぼす影響，日整外会誌 73，S1896，1999．(第

14回日本整形外科学会基礎学術集会，京都市）⑴慶大・医・整外科

8.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，鈴木寿禎 ：骨軟部腫瘍における同種及び熱処理自

家骨移植の治療成績，1999．(第18回日本骨・関節・軟部移植研究会，東京）⑴慶大・医・整外科

9.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，森井健司 ，岡本真一郎 ：骨肉腫治療後に骨髄異形

成症候群を発症した１例，日整外会誌 73，1432，1999．(第32回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学会，岐

阜市）⑴慶大・医・整外科，⑵慶大・医・内科

10.小柳貴裕，藤村祥一 ，戸山芳昭 ：頚椎症性筋萎縮症の治療方針に関する考察，東日本臨床整形外科

学会雑誌 48，393，1999．(第48回東日本臨床整形外科学会，横浜市）⑴慶大・医・整形外科

11.前野晋一 ，川久保 誠，松本秀男 ，戸山芳昭 ：大腿骨内側顆後面に発生した離断性骨軟骨炎と思

われる1例，関東整災外会誌，1999．（第600回関東整形外科学会整形外科集談会東京地方会，東京）⑴慶

大・医・整外科

12.川久保 誠，小柳貴裕，高橋正憲：人工膝関節置換術における軟部組織バランスの評価法．コンピュー

タを用いた術中モニターリング，日本人工関節学会誌，1999．(第30回日本人工関節学会，名古屋市）

13.川久保 誠，高橋正憲，小柳貴裕，穴澤卯圭，矢部寛樹，高尾 努：人工膝関節設置時の軟部組織バラ

ンスに対する新しい評価法，歯科学報 11，1040，1999．(第268回東歯学会，東京）
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14.小柳貴裕，大森 泰 ，相羽 整：腹腔鏡を併用した腰椎前方固定術とその問題点，日整外会誌 73，

606，1999．(第72回日本整形外科学会，横浜市）⑴川崎市立川崎病院整外科

15.川久保 誠，関口 治 ，松崎健一郎 ，阿部智行 ，松本秀男 ：人工膝関節置換術後に発生する深

部静脈血栓症－低分子ヘパリンの術前投与の効果について－，日整外会誌 73，501～501，1999．

(第72回日本整形外科学会，横浜市）⑴慶大・医・整外科

16.Otani,T. ，Matsumoto,H. ，Kawakubo,M. ：Application of Shakuyaku-Kannzo-To （Kampo
 

medicine） for popliteal pain in knee osteoarthorosis，Arthroscopy，1999．(2nd Bianual Congress
 

of the International Sciety of Arthroscopy,Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine，Washington
 

DC,USA）⑴Keio Univ.Orthopaedic Surgery，⑵National Defence Medical College Orthopaedic Surgery

17.Matsumoto, H. ，Kawakubo, M.，Otani, T. ，Fujikawa, K. ：Operative mobilization for the
 

knee joint contracture. Factors affecting the post-operative range of motion，Arthroscopy，

1999．(2nd Bianual Congress of the International Sciety of Arthroscopy,Knee Surgery and Orthopaedic
 

Sports Medicine”，Washington DC, USA）⑴Keio Univ. Orthopaedic Surgery，⑵National Defence
 

Medical College Orthopaedic Surgery

18.Kawakubo,M.，Matsumoto,H. ：Intraoperative analysis for soft tissue balancing with total knee
 

arthroplasty，Arthroscopy，1999．(2nd Bianual Congress of the International Sciety of Arthroscopy,

Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine，Washington DC, USA）⑴Keio Univ. Orthopaedic
 

Surgery

19.松本秀男 ，川久保 誠：膝関節複合 帯損傷（ACL＋PCL＋MCL）に対するLeeds-Keio人工 帯に

よる再建術の治療成績，第20回東京膝関節学会プログラム演題抄録集，1～71，1999．(第20回東京膝

関節学会，東京）⑴慶大・医・整外科

20.関口 治 ，川久保 誠：膝関節手術後の深部静脈血栓症について，第29回日本人工関節学会プログラ

ム抄録集，1～205，1999．(第29回日本人工関節学会，倉敷市）⑴日野市立病院・整外科

21.大森 泰 ，小柳貴裕，相羽 整，小川信二 ，吉野肇一 ：腹腔鏡補助下腰椎前方固定術の有用性，

第11回日本内視鏡外科学会総会抄録集，19，1998．(第11回日本内視鏡外科学会，東京）⑴川崎市立川崎

病院外科，⑵市病・外科

22.島田隆光 ，山根源之 ，福島大平 ，森本光明 ，川島淳子 ，高橋慎一 ，実吉健策 ，中島庸也 ，

小柳貴裕，高橋正憲：東京歯科大学市川総合病院における掌蹠膿疱症の治験例，歯科学報 98，

1153，1998．(第265回東京歯科大学学会（総会），千葉市）⑴市病・オーラルメディシン，⑵市病・皮膚科，

⑶市病・耳鼻科

23.小柳貴裕，藤村祥一 ，戸山芳昭 ：頸椎症性筋萎縮症の治療成績，中部整災誌 41，42，1998．(第91

回中部日本整形災害外科学会，米子市）⑴慶大・医・整外科

24.川久保 誠，松本秀男 ：Medial tibial stress syndromeに対する鏡視下解離術の小経験，日本臨床ス

ポーツ医学会誌 6，1～191，1998．(日本臨床スポーツ医学会，札幌市）⑴慶大・医・整外科
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25.高橋正憲，小柳貴裕，穴澤卯圭，浪花豊寿，山崎 智，兼子 智 ：凍結保存骨膜の骨形成能に関する

実験的研究，日整外会誌 72，1719，1998．(第13回日本整形外科基礎学術集会，名古屋市）⑴市病・産

婦人科

26.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，鈴木禎寿 ：軟部腫瘍と鑑別が問題となった慢性血

腫の３例，東日本整災会誌 10，354，1998．(第47回東日本整形・災害外科学会，秋田市）⑴慶大・医・

整外科

27.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，鈴木禎寿 ，三輪道男 ，篠村裕之 ，熊谷裕生 ：

メソトレキセート大量療法後に急性腎不全を来たしMTX排泄遅延を呈した１例，日整外会誌 72，

1998．(第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学会，横浜市）⑴慶大・医・整外科

28.穴澤卯圭，矢部啓夫 ，森岡秀夫 ，南雲剛史 ，花岡英弥 ，小柳貴裕，高橋正憲：骨悪性線維性組

織球腫の治療成績，日整外会誌 72，1998．(第31回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学会，横浜市）⑴慶

大・医・整外科

29.小柳貴裕，相羽 整，大森 泰 ：腹腔鏡を併用した腰椎前方固定術の小経験，日脊椎外会誌 9，

310，1998．(第27回日本脊椎外科学会，札幌市）⑴川崎市立川崎病院外科

30.Anazawa, U.：Ultrastractual-cytochemical features of multinucleated and mononuclear cells in
 

giant cell tumor of bone,of tendon sheath and pigmented villonodular synovitis，2000．(The4

th combined meeting of the American and European Musculoskeletal Tumor Societies，Washington DC,

USA）
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8.産 婦 人 科 学 研 究 室

プロフィール

1. 教室員と主研究テーマ

助 教 授 田辺 清男 マウス卵核移植に関する基礎的研究（A99-0670-1）

講 師 兼子 智 体外受精・胚移植，特に男性不妊（A97-0670-1，A97-0670-2）

郡山 智 体外受精・胚培養環境について（A97-0670-1）

助 手 赤星 晃一 体外受精・胚移植時の血中ホルモン値について（A97-0670-1）

黒島 正子 胚の染色体異常について（A97-0670-1）

宮越 敬 子宮内胎児発育遅延の発症機序について（A97-0670-1）

佐久間雄一 マウス卵核移植に関する基礎的研究（A99-0670-1）

富永 英一 マウス卵核移植に関する基礎的研究（A99-0670-1）

中林 章 体外受精・胚移植における排卵誘発（A97-0670-1）

森定 優 体外受精における胚培養環境について（A97-0670-1）

2.成果の概要

1)マウス胚2cell block解除を指標とした胚培養条件の至適化 （A97-0670-2）

体外受精・胚移植における妊娠率向上には良好な胚を得ることが最も重要であり，そのためには胚培養

条件の至適化が最も重要である．体外受精により得られたマウス胚は４細胞胚以上の分割胚を得るのが困

難であり，この現象は2cell blockと呼ばれる．本研はマウス胚を用い，2cell block解除を指標として至

適胚培養条件を確立することを目的とした．我々は新たにグルコース，リン酸を含まない培養液

Human embryo culture medium （Huecm）を開発した．本培養液は細胞の酸化stress軽減を目的とし

てグルタチオンを含み，マウス体外受精系を用いて基礎的検討を行った結果，2cell block解除の解除が

可能であるとともに，胚盤胞までin vitroで培養可能であることを認めた．

本年度はさらに培養に用いる血清を廃し，無血清培地の創製を目指してウシ血清アルブミンにインスリ

ン，亜セレン酸，インスリン様成長因子を含む添加物を開発した．上述したHuecmに本添加物を加えて

培養することにより，マウス卵を胚盤胞まで高率に発生させることに成功した．

2)染色体構造異常を有しないヒト運動精子の選択的分離とその先体反応の誘起 （A96-0670-1）

体外受精・胚移植において精子を直接卵に穿刺して受精を図る顕微授精が導入されている．本法では卵

への穿刺法とともに精子の質的評価が重要となる．本研究は精子が雄性染色体の運搬体であることを考慮

すると，精子の正常性とは染色体の構造正常性であると考えた．

精子はその形成過程で半数以上がアポトーシス，ネクローシスにより消去されていることが知られてい

る．TdT反応を利用したTUNEL法により精子DNAの損傷部位を組織化学的に観察した結果，精液所見

不良例（WHO基準）では正常例に比して有意にDNA損傷精子が多いことを見いだした．さらに細胞電

気泳動法により精子DNA断片を観察した結果，同様な知見を得た．

精液からPercoll攪拌密度勾配様ならびにswim down法を用いて運動精子を分離した．TUNEL法によ

り精子DNAの損傷部位を組織化学的に観察した結果，精液中では20-60％の精子にTUNEL陽性所見を認

めたが，分離後の成熟，運動精子分画ではいずれも５％以下となった．精子精製法を組み合わせることに

より染色体構造精子選別の可能性が示唆され，今後，顕微授精の安全性確保を目指してより詳細な検討を

行う予定である．
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3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

兼子 智 内分泌撹乱物質等の生活環境中の

化学物質による健康影響-日本人

正常男性の生殖機能に関する総合

研究

聖マリアンナ医大

泌尿

川崎市 岩本 晃明

兼子 智 内分泌かく乱物質のヒト生殖機能

への影響に関する総合的研究

聖マリアンナ医大

泌尿

川崎市 岩本 晃明

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 精巣における精子形成，消去の動的バランスを考慮した

増勢機能の新規計量モデルの構築

科学研究費補助金基盤C

5.研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

兼子 智 1999.７. ヒト精液検査の標準化に

ついて

第18回日本アンドロロジ

ー学会

東京都
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論 文

1.田邊清男：低用量経口避妊薬（OC）を処方するにあたって，日母研修ニュース，2～31，1999．臨床

2.武谷雄二 ，田邊清男，対馬ルリ子 ，村崎芙蓉子 ：我が国に登場した低用量ピル ―生活改善薬と

してどう位置づけるか―，日経メディカル 3 51～54，2000．臨床，⑴東大・医・産婦科，⑵東京都

3.田邊清男：低用量ピルの最新トピックス，医薬ジャーナル 36，137～143，2000．臨床

4.田邊清男：月経異常と排卵障害 ―続発性排卵障害―，産婦の実際 48，1603～1610，1999．臨床

5.田邊清男：我が国における避妊の実態，産と婦 67，13～21，2000．臨床

単 行 図 書

1.田邊清男 著分担：今日の産婦人科治療指針 第2版 思春期の異常 低身長（小人症）33頁，医学書

院，東京都，1999．

2.田邊清男 単著：不妊症1～243頁，保健同人社，東京都，2000．

3.田邊清男 著分担：新女性医学大系 13（生殖内分泌）排卵障害，多胎妊娠308～327頁，中山書店，東

京都，2000．

4.北岡芳久 ，白石 悟 ，田邊清男 著分担：不妊治療プラクティス 排卵障害100～114頁，中外医学

社，東京，1999．⑴大田原赤十字病院

学 会 抄 録

1.郡山 智，宮越 敬，森定 徹，中林 章，黒島正子，佐久間雄一，赤星晃一，兼子 智，田邊清男：

当院で行っている子宮脱の腹式子宮全摘術における一工夫，北総産婦人科医会臨床症例検討会誌，3，

2000．（北総産婦人科医会臨床症例検討会，松戸市）

2.宮越 敬，森定 徹，中林 章，山下 博，黒島正子，赤星晃一，郡山 智，田邊清男：胎内診断に

MRI検査が有用であったlissencephalyの一例，北総産婦人科医会臨床例検討会誌，3，1999．（北総産

婦人科医会臨床例検討会，松戸市）

3.田邊清男：ピル119番（服薬中のトラブル対処法），思春期保険相談員研修会誌，14～21，1999．（平成

11年度ピルカウンセリングセミナー思春期保険相談員研修会，福岡市）

4.田邊清男：近代的避妊法 ―特に低用量経口避妊薬について―，京都Female Health Care研究会誌

4，2000．（京都Female Health Care研究会，京都市）

5.田邊清男：スプレキュア点鼻薬使用時の出血発来機序について，東葛GnRHワークショップ 1，2000．

（東葛GnRHワークショップ，柏市）

6.兼子 智，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，田邊清男：Separable Fine Neck Tubeを用い

る精子洗浄濃縮，日受精着床会誌 17，148，1999．（日本受精着床学会，熊本市）
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7.大庭三紀子 ，兼子 智，中島潤子 ，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，小塙 清 ，

田邊清男：Module型培養液 human embryo culture medium（HUECM）の開発，日受精着床会誌

17，139，1999．（日本受精着床学会，熊本市）⑴茨城県

8.兼子 智，田邊清男，岩本晃明 ：ヒト精液検査の標準化について―国際比較に向けて―，日本アンド

ロロジー学会総会記事 18，86～88，1999．（日本アンドロロジー学会学術大会，東京）⑴聖マリアンナ

医大・泌尿科

9.中林 章，郡山 智，宮越 敬，森定 徹，黒島正子，佐久間雄一，赤星晃一，兼子 智，田邊清男：

画像検査による術前診断が困難であった粘膜下筋腫の一例，日産婦千葉会誌，27，2000．（日本産科

婦人科学会千葉地方部会 平成11年度冬期学術講演会，成田市）

10.森定 徹，宮越 敬，中林 章，黒島正子，佐久間雄一，赤星晃一，兼子 智，郡山 智，田邊清男：

塩酸リトドリンにより母体に心筋虚血を生じた一例，日産婦千葉会誌，22，2000．（日本産科婦人科学

会千葉地方部会 平成11年度冬期学術講演会，成田市）

11.田村哲彦 ，田代真一 ，石川博通 ，宮地系典 ，兼子 智：精液所見不良症例に対する弁証論治に

よる漢方療法，日不妊会誌 44，176，1999．（日本不妊学会学術講演会，東京）⑴昭和薬大・病態，⑵市

病・泌尿科

12.山本百合恵 ，堀口 文 ，酒井のぞみ ，浜谷敏生 ，吉村泰典 ，田邊清男：神経性食欲不振患者の

内分泌学的および心理学的傾向の検討，日不妊会誌 44，228，1999．（日本不妊学会学術講演会，東

京）⑴慶大・医・産婦科

13.兼子 智，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，田邊清男，斉藤敏樹 ，竹内幸一 ，黒田優佳子 ：

ヒト精子先体反応へのアデノシンA1,A2受容体作動薬および拮抗薬の影響，日不妊会誌 44，196，

1999．（日本不妊学会学術講演会，東京）⑴明薬大・薬理，⑵慶大・医・産婦科

14.吉池美紀 ，西田智保 ，馬場克幸 ，野沢資亜利 ，岩本晃明 ，兼子 智，田邊清男，伊津野孝 ：

日本人正常男性の生殖機能の現状，日不妊会誌 44，178，1999．（日本不妊学会学術講演会，東京）⑴

聖マリアンナ医大・泌尿科，⑵東邦大・医・衛生

15.宮越 敬，黒島正子，赤星晃一，郡山 智，田邊清男，石本人士 ，吉村泰典 ，野澤志朗 ：羊水過

多症を呈した胎児口腔内腫瘍の一例，日産婦関東連会報 36，357，1999．（日本産科婦人科学会 関

東連合地方部会総会，つくば市）⑴慶大・医・産婦科

16.石本人士 ，宮越 敬，西村 修 ，清河 康 ，谷垣伸治 ，藤井義広 ，笠井健児 ，峰岸一宏 ，

宮崎豊彦 ，吉村泰典 ，野澤志朗 ：子宮胎盤循環の虚血・再潅流障害における白血球接着・浸潤

の役割，日産婦会誌 51，S250，1999．（日本産科婦人科学術講演会，東京）⑴慶大・医・産婦科
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9.眼 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 坪田 一男 スティーブンジョンソン症候群の眼表面再建に関する基礎および臨床研究

（A98-0680-1）

涙腺の腺細胞破壊を防ぐことによるドライアイ治療の基礎および臨床応用

（A98-0680-2）

助 教 授 島崎 潤 角膜移植におけるＨＬＡマッチングによる拒絶反応の抑制（A98-0680-3）

講 師 ビッセン宮島弘子 多焦点眼内レンズ挿入術の視機能と屈折矯正手術視機能の評価

助 手 榛村 重人 エキシマレーザー照射によるヒドロキシルラジカルの生成と角膜実質細胞障害

藤島 浩 アレルギー性結膜炎とプロスタグランデイン

高野 洋之 アレルギー性炎症とTARC

病院助手 後藤 英樹 オキュラーサーフェス

矢口 裕基 超酸性水の眼科領域での消毒への応用

丸山 文子 角膜輪舞移植と拒絶反応

許斐 健二

大橋 由枝

加藤 志奈

2.成果の概要

1）スティーブンジョンソン症候群の眼表面再建に関する基礎および臨床研究（A98-0680-1）

スティーブンジョンソン症候群，眼類天疱瘡，ならびに熱化学外傷のような角膜輪部が破壊される病態

は，角膜上皮の幹細胞を枯渇させることがあるので，その結果正常な透明角膜に瘢痕化と混濁化が起こ

る．このような機能的失明は，従来の標準的な角膜移植では治療することができない．そのため新しい概

念の生体組織を用いた手術方法の開発と臨床応用が必要となる．

スティーブンジョンソン症候群の小児患者に対する移植の検討を行った．角膜上皮の幹細胞移植を4例5

眼に対して行った．患部眼のocular surfaceと結膜上皮細胞の観察にスリットランプとimpression cytol-

ogyを，涙腺機能の観察にはシルマーテストを用いた．Ocular surface組織が破壊されている場合，上皮

形成の為の基質として羊膜を用いた．羊膜採取にあたっては，妊婦に充分なインフォームド・コンセント

を行い同意書に署名をもらった上で，帝王切開時において出産の後に採取した．それらの組織検査で

HIV，CおよびB型肝炎すべてにおいて陰性であることを確認した．

スティーブンジョンソン症候群小児5眼のうち，2眼は上皮形成が認められ角膜の透明化が確認できた．

他の3眼との差は，2眼はもともと結膜上皮細胞でGoblet細胞が認められ涙腺機能も正常であったのに対

して，回復しなかった3眼では，ocular surfaceは皮膚化し涙腺機能が破壊されていた．

スティーブンジョンソン症候群，眼類天疱瘡，ならびに熱化学外傷のような難治性のocular surface疾

患に対して，角膜上皮幹細胞移植が有用であることが示唆された．

Am J Ophthalmol 128，573～581，1999

2)角膜移植におけるＨＬＡマッチングによる拒絶反応の抑制 （A98-0680-3）

昨年度までに確立した方法を用いて，角膜移植のドナー，レシピエント101組のHLA-DQ, DP抗原の
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DNA解析が終了した．HLA-DR抗原については79組について検討を行った．101組のうち拒絶反応の危

険性が高いハイリスク症例は70組（うち29例（41.4％）で拒絶反応発生），それ以外は31組（うち8例

（25.8％）で拒絶反応発生）であった．解析の結果，全体としてDR,-DQ抗原のマッチングと拒絶反応発

症の間に有意な関連は認められなかった．

しかし，DP抗原のマッチングと拒絶反応発症の間に有意な関連は認められなかった．しかし，ＤＰ抗

原のマッチングの程度は，拒絶反応の発生と有意に関連していた（0マッチング55例中26例（47.3％）で

拒絶反応（＋），1-2マッチングでは24例中4例（16.7％）で拒絶反応（＋），P=0.02）．この関連は，ハイ

リスク例においてさらに顕著であり（P=0.01），DR抗原のマッチングの有無に関わらず同様に関連が認

められた．また，免疫組織学的にHLA-DR, DQ, DP抗原が炎症のある角膜組織について発現しているこ

とが示された．HLAクラスI（HLA-A）抗原の解析は，症例数が少ないため拒絶反応に及ぼす影響につ

いては結論を得ることができなかった．

前年度に比して多数例での解析を行うことで，角膜移植におけるHLAクラスII抗原解析の意義につい

て一層明らかにできた．これまで腎臓移植などでは，HLA-DR抗原の重要性が指摘されてきたが，HLA-

DP抗原の重要性はどの臓器でもほとんど報告されていない．角膜移植の拒絶反応の発症頻度，時期が他

臓器と異なることと考え併せると，今回の結果は，角膜移植の免疫学的独自性を示すものではないかと思

われた．今後さらに解析の症例数を増やすことにより，ステロイドやサイクロスポリンなどの免疫抑制の

程度と組織適合性抗原マッチングとの関連など，より臨床的に重要性のある課題について検討できるもの

と考えられた．

3)エキシマレーザー照射によるヒドロキシルラジカルの生成と角膜実質細胞障害

エキシマレーザーを水溶液に照射することによって，ヒドロキシルラジカル（･OH）が生成されるこ

とを電子スピン共鳴法（ESR）を用いて証明した．このESR信号はヒドロキシルラジカルのスカベンジ

ャーであるdimethyl sulfoxide（DMSO）とＬアスコルビン酸誘導体のEPCK-1によって容量依存性に消

去された．Fenton反応90分後に培養角膜実質細胞の障害がコントロールに比べて有意に増加したたため，

レーザー照射によって発生するヒドロキシルラジカルが，エキシマ照射後の角膜実質細胞障害に関与して

いることが示唆された．

Invest Ophthalmol Vis Sci 40，1245～1249，1999

4)アレルギー性結膜炎とプロスタグランデイン

重症アレルギー性結膜炎において角膜潰瘍などの生じる原因について，アラキドン酸カスケードの関与

があると考えた．現在この疾患で涙液中に産生されていると報告されているサイトカインにて角結膜上皮

および実質細胞を刺激してPGE2の産生をみている．結膜は上皮，実質ともにcox IIの発現に伴うPGE2の

産生がみられるが，角膜は実質のみみられ，上皮には産生がみられないことが分った．以上より角膜上皮

は自身ではPGE2を産生せず，しかしPGE2のターゲット器官になっていると推測され，現在PGE2および

そのアゴニストを用いて培養角膜上皮細胞を刺激して，炎症性サイトカインをマーカーに炎症の発現を検

討している．
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2.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

坪田 一男 1999.4.23 LASIKによる近視矯正の

適応と限界

第104回日本眼科学会総会 千葉市

坪田 一男 1999.6.28 Mechanism of lacrimal
 

gland dysfunction in Sjo
 

gren’s syndrome

 

XII Congress European
 

Society of Ophahtlmology
 
Stockholm,

Sweden-

坪田 一男 1999.6.28 Ocular surface recon
 

struction
 

XII Congress European
 

Society of Ophahtlmology
 
Stockholm,

Sweden

-

坪田 一男 1999.7.16 LASIKの現況 第14回日本眼内レンズ屈折

手術学会

京都市

坪田 一男 2000.1.28 Refractive Surgeryの医療

に占める位置

第23回日本眼科手術学会 名古屋市

島崎 潤 1999.10.8 診断と治療の進歩 第53回日本臨床眼科学会 東京

島崎 潤 2000.1.28 再発性翼状片に対する手術 第23回日本眼科手術学会 名古屋市

ビッセン宮島

弘子

1999.6.28 Video-symposia. Latest
 

news in cataract surgery
 
XII Congress European

 
Society of Ophahtlmology

 
Stockholm,

Sweden

ビッセン宮島

弘子

1999.9.4 Patients view evaluation
 

using  photo taken by
 

model eye system. Sym
 

posium on multifocality

17th European Society of
 

Cataract and Refractive
 

Surgeons

 

Vienna,

Austria

-

ビッセン宮島

弘子

1999.7.13 Die wiederherstellung der
 

okulaeren oberflaeche

12th Annual Meeting of
 

German Ophthalmic Sur
 

geons International Sym
 

posium

 

Nuremberg,

Germany-

-

ビッセン宮島

弘子

1999.9.4 Japan results obtained
 

with PSMV questionaire.

Symposium on multi
 

foculity

17th European Society of
 

Cataract and Refractive
 

Surgeons

 

Vienna,

Austria

ビッセン宮島

弘子

1999.10.9 LASIKの中期成績．Clini
 

cal Update屈折手術

第53回日本臨床眼科学会 東京-

ビッセン宮島

弘子

2000.1.28 LASIK手術の日本の現況 第23回日本眼科手術学会 名古屋市

学会招待講演

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 1999.10.9 LASIKを始めるときの注

意点

第53回日本臨床眼科学会：

ランチョンセミナー

東京

坪田 一男 1999.10.23 How can we manage dry
 

eyes before and after
 

LASIK?

Society of Refractive Sur
 

gery
 

O r l a n d,

Florida,

USA

-
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教育講演等教育に関する活動

ビッセン宮島

弘子

1999.10.23 Live Surgery: Phaco
 

Pears from Around the
 

World 99

Pre American Academy
 

of Ophthalmology Course
 
Orland,

U.S.A

ビッセン宮島

弘子

1999.11.27 動き出したLASIK 京阪沿線手術の会 大阪市

ビッセン宮島

弘子

2000.1.16 2000年の白内障手術 平成11年度第2回千葉県眼

科医会総会

千葉市

藤島 浩 2000.3.10 羊膜の緑内障手術への応用 グラネアの会 山形市

坪田 一男 1999.7.4 ドライアイからLASIKま

で

千葉県眼科医会学術講習会 千葉市

坪田 一男 1999.7.24 Cataract  formation by
 

LASIK
 

LASIK Institute  San Fran
 

cisco,USA

-

坪田 一男 1999.7.17 LASIKを始めよう レディースサージャンの会

（1999）

京都市

坪田 一男 1999.11.18 ドライアイ：目の疲れから

近視の治療まで

市川市医師会学術講演会 千葉市

坪田 一男 1999.11.27 屈折矯正の進歩 第21回城北地区眼科医会学

術講演会

東京

坪田 一男 1999.12.1 ドライアイを科学する 関西眼科先進医療研究会 大阪市

坪田 一男 1999.12.10 Dry Eye& LASIK 第５回ニデックエキシマユ

ーザーズミーティング

宮崎市

坪田 一男 2000.2.23 屈折矯正手術アップデート

２０００年

荒川区医師会学術講演会 東京

坪田 一男 2000.3.18 最近のドライアイの話題 第４回兵庫県東部眼科医会

学術講演会

神戸市

島崎 潤 1999.4.17 オキュラーサーフェスの治

療と診断

第56回福島臨床眼科集談会 福島市

島崎 潤 1999.5.19 Ocular Surfaceの新しい治

療

第100回東邦大学眼科学研

究会特別講演

東京

島崎 潤 1999.5.29 角膜移植とアイバンク 東京歯科大学公開講座 千葉市

島崎 潤 1999.6.19 羊膜を用いたオキュラーサ

ーフェス再建法

第５回石川県緑内障セミナ

ー

金沢市

島崎 潤 1999.10.2 点眼薬とオキュラーサーフ

ェス

第88回広島県眼科医会講習

会

広島市

島崎 潤 1999.10.9 LASIKの合併症 マイクロケラトームワーク

ショップ

東京

島崎 潤 1999.11.10 Ocular Surfaceの基礎と臨

床

第8回基礎眼科懇話会 東京

島崎 潤 1999.11.25 Ocular Surfaceの考え方と

治療

慶應義塾大学眼科カンファ

ランス

東京

島崎 潤 2000.3.3 最近の角膜手術 ファルマシア東京支店勉強

会

東京
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ビッセン宮島

弘子

1999.9.12 LASIK最新情報 第５回SSCRS研究会プロ

グラム

広島市
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論 文

1.高野洋之：特集：アレルギーとEotaxinアレルギー性角結膜疾患におけるeotaxinの役割，アレルギー

科 8，125～128，1999．総説

2.榛村重人：スキャンシステムを使った角膜検査-Orbscan-，あたらしい眼科 16，949～950，1999．総

説

3.榛村重人：涙液の産生メカニズム，日本コンタクトレンズ学会誌 41，31～33，1999．総説

4.藤島 浩：アレルギー性結膜炎の診療，アレルギー科 9，462～467，2000．総説

5.藤島 浩：アレルギー性結膜疾患発症メカニズム-ウイルス感染，あたらしい眼科 16，471～475，

1999．総説

6.島崎 潤：瘢痕性角結膜症への応用，眼科 42，285～290，2000．総説

7.島崎 潤：角膜潰瘍に対する羊膜移植，眼科 42，69～72，2000．総説

8.島崎 潤：オキュラーサーフェスの検査法と考え方，臨床眼科 54，117～121，2000．総説

9.島崎 潤：幹細胞の障害ー瘢痕性角結膜症，Ophthalmic Foresight 4，10～11，1999．総説

10.島崎 潤：点眼薬を再チェック：ドライアイ治療薬，眼科ケア 1，50～53，1999．総説

11.島崎 潤：羊膜移植，あたらしい眼科 16，155～160，1999．総説

12.島崎 潤：ここまで治るオキュラーサーフェス，あたらしい眼科 16，153～154，1999．総説

13.ビッセン宮島弘子：LASIKの器具や手技への注目，あたらしい眼科 17，675～676，2000．総説

14.ビッセン宮島弘子：LASIKによるトラブル防止・トラブル対処，IOL & RS 14，16～26，2000．総説

15.ビッセン宮島弘子：眼内レンズセミナー：クリア・コーニア・システムを用いての角膜切開白内障手

術，あたらしい眼科 16，1541～1542，1999．総説

16.ビッセン宮島弘子：LASIK，あたらしい眼科 16，1081～1087，1999．総説

17.坪田一男，濱野 孝 ，横井則彦 ：ドライアイとシェーグレン症候群，あたらしい眼科 16，

1481～1482，1999．総説，⑴ハマノ眼科，⑵京都府立医大・眼科

18.Bissen,H.：Patient’s satisfaction with the Array multifocal intraocular lens，Vision Restoration

1，4～5，2000．総説

19.Bissen,H.：What’s happening in refractive surgery?，Eye World 4，7，1999．総説
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20.Bissen,H.：Thermal injury，International Advances in Phacoemulsification，1999．総説

21.Bissen,H.：At issue:preventing infection and inflammation after surgery，Ocular Surgery News

17，8，1999．総説

22.Tsubota,K.：Stem cell transplant may restore acuity，Ophthalmol Times 24，32，1999．総説

23.Tsubota,K.：Refractive surgeries are coming to Japan，Ophthalmol Times 24，3，1999．総説

24.Tsubota,K.：Ocular surface management in corneal transplantation,A review，Jpn J Ophthalmol

43，502～508，1999．総説

25.ビッセン宮島弘子：多焦点IOL,屈折矯正手術と対比感度，視覚の科学 20，153，2000．原著

26.Takano,Y.，Fukagawa,K. ，Shimmura,S.，Tsubota,K.，Oguchi,Y. ，Saito,H. ：IL-4 regu-

lates chemokine production induced by TNF-a in keratocytes and corneal epithelial cells，Br J
 

Ophthalmol 83，1074～1076，1999．原著，⑴国立小児病院，⑵慶大・医・眼科

27.Nakamura, K.，Bissen, H.，Arai, H. ，Toda, I. ，Hori, Y. ，Shimmura, S.，Tsubota, K.：

Iatrogenic cataract after laser-assisted in situ keratomileusis，Am J Ophthalmol 128，

507～509，1999．原著，⑴Queen’s Eye Clinic，⑵南青山アイクリニック

28.Shimmura, S.，Shimazaki, J.，Tsubota, K.：Results of a population-based questionnaire on the
 

symptoms and lifestyles associated with dry eye，Cornea 18，408～411，1999．原著

29.Shimmura,S.，Masumizu,T. ，Nakai,Y. ，Shimazaki,J.，Bissen,H.，Kohno,M. ，Tsubota,K.：

Excimer laser-induced hydroxyl radical formation and keratocyte death in vitro，Invest Ophthal-

mol Vis Sci 40，1245～1249，1999．原著，⑴JEOL Ltd.

30.Shimazaki, J.，Shimmura, S.，Tsubota, K.：Morphology and barrier function of the corneal
 

epithelium after penetrating keratoplasty:association with original diseases,tear function,and
 

suture removal，Cornea 18，559～564，1999．原著

31.Shimazaki, J.，Shinozaki, N.，Shimmura, S.，Munkhbat, B. ，Hagihara, M. ，Tsuji, K. ，

Tsubota,K.：Evidence of long-term survival of donor-derived cells after limbal allograft trans-

plantation，Invest Ophthalmol Vis Sci 40，1664～1668，1999．原著，⑴東海大・移植部

32.Bissen, H.，Shimmura, S.，Tsubota, K.：Thermal effect on corneal incisions with different
 

phacoemulsification ultrasonic tips，J Cat Ref Surg 25，60～64，1999．原著

33.Tsubota,K.，Egami,F. ，Otsuki,T. ，Shintani,M. ：Abnormal blinking of newscasters，Lan-

cet 354，308，1999．原著，⑴大正製薬，⑵法歯
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34.Tsubota,K.，Shimazaki,J.：Surgical treatment of children blinded by Stevens-Johnson syndrome，

Am J Ophthalmol 128，573～581，1999．原著

35.Tsubota, K.，Kwong, K. ，Lee, T.Y. ，Nakamura, J. ，Cheng, H.M. ：Functional MRI of
 

brain activation by eye blinking，Exp Eye Res 69，1～7，1999．原著，⑴NMR-Center，⑵NMR
 

Research

36.Tsubota,K.，Shimmura,S.：New treatment of dry eye:the effect of calcium ointment through
 

eyelid skin delivery，Br J Ophthalmol 83，767～770，1999．原著

37.Tsubota, K.，Shinozaki, N.，Shimmura, S.，Bissen, H.，Shimazaki, J.：Treatment of severe
 

ocular surface disorders with corneal epithelium stem-cell transplantation，N Engl J Med 340，

1697～1703，1999．原著

38.Tsubota,K.，Shimmura,S.：Disease associated with ouclar surface abnormalities:the importance
 

of reflex tearing，Br J Ophthalmol 83，89～91，1999．原著

39.Tsubota,K.，Shimmura,S.，Saito,I. ，Takeuchi,T. ：Regulation of human leukocyte antigen
 

expression in human conjunctival epithelium，Invest Ophthalmol Vis Sci 40，28～34，1999．原

著，⑴徳島大・歯・口病，⑵埼玉医大総合医療センター・２内

40.Tsubota,K.，Ono,M. ，Saito, I. ，Shimmura, S.：Treatment of dry eye by autologous serum
 

application in Sjogren’s syndrome，Br J Ophthalmol 83，390～395，1999．原著，⑴東海大・眼科，

⑵徳島大・歯・口病

41.Tsubota,K.，Takeuchi,T. ：Conjunctival epithelium expression of HLD-DR in dry eye patients，

Ophthalmologica 213，16～19，1999．原著，⑴埼玉医大総合医療センター・２内

42.Tsubota,K.，Shimmura,S.，Shimazaki, J.：Treatment of persistent corneal epithelial defect by
 

autologous serum application，Ophthalmol 106，1984～1989，1999．原著

単 行 図 書

1.榛村重人 著分担：インフォームドコンセント時代の眼科外来診療マニュアルvol 53，ドライアイ

90～91頁，医学書院，東京，1999．

2.藤島 浩 著分担：イラストでみる今日の眼科手術-外来小手術と処置，巨大結膜乳頭の処置30～33頁，

メジカルビュー社，東京，1999．

3.藤島 浩 著分担：角膜診療ハンドブック，アレルギー疾患と治療78～85頁，中外医学社，東京，

1999．

4.島崎 潤 著分担：角膜診療ハンドブック，オキュラーサーフェスのバイオロジー1～10頁，中外医学

社，東京，1999．
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5.島崎 潤 著分担：眼科診療プラクティスvol 51，角膜移植とアイバンク 緑内障合併例への対処

40～41頁，文光堂，東京，1999．

6.島崎 潤 著分担：眼科検査法ハンドブック，生体染色検査法297～299頁，医学書院，東京，1999．

7.島崎 潤 著分担：眼科診療プラクティスvol 47，感染性ぶどう膜炎の病因診断と治療 羊膜移植

102～107頁，文光堂，東京，1999．

8.島崎 潤 著分担：新図説臨床眼科講座vol 6加齢と眼，眼類天疱瘡68～69頁，メジカルビュー社，東

京，1999．

9.島崎 潤 著分担：眼科診療プラクティスvol 42点眼薬の使い方，薬効別・点眼薬ーわたしの処方：角

膜保護薬42～43頁，文光堂，東京，1999．

10.ビッセン宮島弘子 著分担：眼科診療Q&A，LASIK1210～1211頁，六法出版，東京，2000．

11.ビッセン宮島弘子 単著：LASIK，メディカルトリビューン，東京，2000．

12.ビッセン宮島弘子 著分担：再手術対策，近視矯正150～155頁，メディカルビュー社，東京，1999．

13.ビッセン宮島弘子 著分担：デジタル眼科手術シリーズ白内障手術ー超音波乳化吸引，メリーゴーラン

ド法177～180頁，文光堂，東京，1999．

14.坪田一男 単著：移植医療の最新科学，講談社，東京，2000．

15.坪田一男 単著：ごきげんな視力，ごま書房，東京，1999．

16.坪田一男 単著：通信指導塾アテネ：東大生講師グループ．“もう一度学びたい人”の勉強ガイド―社

会人のための大学合格戦略― ごま書房，東京，1999．

そ の 他

1.坪田一男：角膜上皮の幹細胞移植の実際，医学のあゆみ 192，852～853，2000．

2.榛村重人：サービス向上委員会の設立，あたらしい眼科 17，317～320，2000．

3.藤島 浩：目がかゆい アレルギー性結膜炎の診療，Ophthalmology Times Japan 3，13，2000．

4.藤島 浩：海外研究レポートー海外留学の成果と感想，歯科学報 98，1100～1102，1999．

5.島崎 潤：総合討論・/紙上発言 ステロイドの使い方 角膜移植後の場合，臨床眼科 54，221，

2000．

6.島崎 潤：抗緑内障点眼液とオキュラーサーフェスの異常，1999ARVOレポート，緑内障治療の最先

端を探る，4～5，1999．
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7.島崎 潤：角結膜障害ーβ遮断薬点眼液とウノプロストンの比較，1999ARVOレポート，緑内障治療の

最先端を探る，8，1999．

8.ビッセン宮島弘子：角膜屈折矯正手術の将来展望，EYE 3，4～9，2000．

9.ビッセン宮島弘子：術者および患者からみたLASIK，Ophthalmology Times Highlight 1，10～11，

1999．

10.坪田一男，島崎潤，榛村重人：眼科診療とサービス，あたらしい眼科 17，315～316，2000．

11.坪田一男：レーザーによる近視の治療，デンタルダイヤモンド 25，91～93，2000．

12.坪田一男：コンタクトレンズの新しい発展を望む，日本コンタクトレンズ学会誌 42，1～3，2000．

13.坪田一男：Sjogren症候群，Pract Ophthalmol 56，35～37，2000．

14.坪田一男：ドライアイ用眼鏡，Pract Ophthalmol 49，79，1999．

15.坪田一男：僕が不思議に思うこと：なぜ僕の人生は短いのか ，Ophthalmology Times, Japan 2，

48，1999．

16.坪田一男：顔面神経麻痺と角膜障害，耳展 42，531～534，1999．

17.坪田一男：コンタクトレンズ研究のすすめ：ごきげんなコンタクトレンズ研究，日本コンタクトレンズ

学会誌 41，92～93，1999．

18.坪田一男，ビッセン宮島弘子，島崎潤：東京歯科大学眼科紹介，日本の眼科 70，361～362，1999．

19.坪田一男：５億2000万円の研究費，日本の眼科 70，215～217，1999．

20.坪田一男：その年の10大ニュースを決める，日本の眼科 70，215～217，1999．

21.坪田一男：フォーカスはドライアイ―東京歯科大学眼科のストレテジー，歯科学報 99，657～667，

1999．

22.坪田一男：コンタクトレンズ研究は楽しい ，日本コンタクトレンズ学会誌 41，42～43，1999．

23.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ40 1年間に12論文書いてみる，あたらしい眼科 16，

503～504，1999．

24.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ41 すべてがライブ，の時代が来る，あたらしい眼科 16，

663～664，1999．

25.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ42 1日８件の角膜移植をする，あたらしい眼科 16，

819～820，1999．
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26.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ43 感動 インドに近代的な眼科を普及させるラオ先生，あ

たらしい眼科 16，953～954，1999．

27.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ44 ラオ先生（２）：Kazuo. It’s not my goal，あたらしい

眼科 16，1103～1104，1999．

28.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ45 坂口基金受賞スピーチで学んだこと，あたらしい眼科

16，1265～1266，1999．

29.坪田一男：眼科研究のたのしいアプローチ46 反響，理系のための研究生活ガイドにEメール手紙が殺

到，あたらしい眼科 16，1393～1394，1999．

30.坪田一男：眼科研究の楽しいアプローチ47 プロのお仕事 神風成田タクシー，あたらしい眼科 16，

1551～1552，1999．

31.坪田一男：眼科研究の楽しいアプローチ48 大人のライフスタイル，あたらしい眼科 16，1701～1702，

1999．

32.坪田一男：眼科研究の楽しいアプローチ49 ごきげんに生きるという戦略，あたらしい眼科 17，

71～72，2000．

33.坪田一男：眼科研究の楽しいアプローチ50 充実した人生それとも忙しい人生 ，あたらしい眼科

17，223～224，2000．

34.坪田一男：眼科研究の楽しいアプローチ51 夢がかなう-アイバンクビルの建設，あたらしい眼科 17，

373～374，2000．

学 会 抄 録

1.榛村重人，坪田一男：ヘムオキシゲナーゼIによる角膜上皮細胞接着亢進，第24回角膜カンファランス，

第16回日本角膜移植学会抄録集，66，2000．第24回角膜カンファランス，（第16回日本角膜移植学会，千

葉市）

2.島崎 潤，石岡みさき ，榛村重人，藤島 浩，坪田一男：オキュラーサーフェスの線維化に対する羊

膜移植の効果，第24回角膜カンファランス，第16回日本角膜移植学会抄録集，60，2000．（第24回角

膜カンファランス，第16回日本角膜移植学会，千葉市）⑴両国眼科クリニック

3.坪田一男，江上文庸 ，大槻智宏 ，新谷益朗 ：ニュースキャスターのまばたき，第24回角膜カンフ

ァランス，第16回日本角膜移植学会抄録集，55，2000．（第24回角膜カンファランス，第16回日本角膜移

植学会，千葉市）⑴大正製薬，⑵法歯

4.榛村重人，島崎 潤，坪田一男：角膜輪部移植トラベクロトミー同時手術，第23回日本眼科手術学会抄

録集，183，2000．（第23回日本眼科手術学会，名古屋市）

5.榛村重人，石岡みさき ，島崎 潤，坪田一男：翼状片におけるｐ53タンパクとテロメラーゼ活性，第

65回日本中部眼科学会抄録集，1999．（第65回日本中部眼科学会，名古屋市）⑴両国眼科クリニック
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6.榛村重人，島崎 潤，坪田一男：遷延性角膜上皮欠損にたいするレシチン化SOD点眼，第53回日本臨

床眼科学会抄録集，298，1999．（第53回日本臨床眼科学会，東京）

7.藤島 浩，深川和己 ，加藤直子 ，坪田一男：重症アレルギー性疾患への2％サイクロスポリン点眼

の限界，第53回日本臨床眼科学会抄録集，353，1999．（第53回日本臨床眼科学会，東京）⑴国立小児病

院，⑵南青山アイクリニック

8.島崎 潤，榛村重人，藤島 浩，坪田一男：重症スティーブンス・ジョンソン症候群に対する眼表面再

建術の予後，第53回日本臨床眼科学会抄録集，328，1999．（第53回日本臨床眼科学会，東京）

9.ビッセン宮島弘子，中村邦彦，島崎 潤，坪田一男，吉野健一 ：LASIKのオキュラーサーフェスへ

の影響，第53回日本臨床眼科学会抄録集，302，1999．（第53回日本臨床眼科学会，東京）⑴吉野眼科ク

リニック

10.坪田一男，榛村重人，島崎 潤，篠崎尚史：結膜上皮のステムセル移植による重症スティーブンス・ジ

ョンソン症候群の治療，第53回日本臨床眼科学会抄録集，330，1999．（第53回日本臨床眼科学会，東

京）

11.坪田一男：ドライアイの新しい治療法，第9回日本シェーグレン症候群研究会抄録集，20，1999．（第9

回日本シェーグレン症候群研究会，東京）

12.島崎 潤，ビッセン宮島弘子，吉野健一 ，戸田郁子 ，掘 好子 ，坪田一男：全層角膜移植後の

laser in situ keratomileusis，第14回日本眼内レンズ屈折手術学会抄録集，1999．（第14回日本眼内レ

ンズ屈折手術学会，京都市）⑴吉野眼科クリニック，⑵南青山アイクリニック

13.ビッセン宮島弘子：クリア・コーニア・システムを用いての角膜切開白内障手術，第14回日本眼内レン

ズ屈折手術学会抄録集，85，1999．（第14回日本眼内レンズ屈折手術学会，京都市）

14.ビッセン宮島弘子，中村邦彦，島崎 潤，坪田一男：LASIKにおけるフラップ接着と角膜内皮ポンプ，

第14回日本眼内レンズ屈折手術学会抄録集，185，1999．（第14回日本眼内レンズ屈折手術学会，京都市）

15.坪田一男：前眼部疾患と移植，第25回日本医学会総会学術講演要旨，372，1999．（第25回日本医学会総

会，東京）

16.Fujishima,H.，Takano,H.，Tsubota,K.：IL-4,Eotaxin,and substance P in tears of patients with
 

allergicconjunctivitis and vernal keratoconjunctivitis，The 2nd Meeting of The Asia Pacific
 

Society of Cornea and Refractive Surgery Abstract Program，66，2000．（The 2nd Meeting of The
 

Asia Pacific Society of Cornea and Refractive Surgery，Chiba）

17.Shimazaki,J.，Shimmura,S.，Fujishima,H.，Tsubota,K.：Immunological rejection of the central
 

graft following limbal allograft transplantation，The 2nd Meeting of The Asia Pacific Society
 

of Cornea and Refractive Surgery Abstract Program，52，2000．（The 2nd Meeting of The Asia
 

Pacific Society of Cornea and Refractive Surgery，Chiba）
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18.Tsubota,K.，Shimmura,S.，Shinozaki,N.，Ed,H. ，Shimazaki,J.：Clinical application of con-

junctival stem cel transplantation，The 2nd Meeting of The Asia Pacific Society of Cornea and
 

Refractive Surgery Abstract Program，52，2000．（The 2nd Meeting of The Asia Pacific Society of
 

Cornea and Refractive Surgery，Chiba）⑴Cincintani Eye Institute

19.Tsubota,K.，Ono,M. ，Takamura,E. ，Shinozaki,K. ，Hamano,T. ：Efficacy of cevimeline,

a muscarinic agonist, in treating dry eye symptoms in patients with Sjogrens’syndrome，1999

Annual Scientific Meeting of American College of Rheumatology Abstract Program，1999．（1999

Annual Scientific Meeting of American College of Rheumatology，Boston,USA）⑴東海大・医・眼科，

⑵東京女子医大・眼科，⑶ハマノ眼科

20.Tsubota,K.，Fujita,H. ，Tsusaka,K. ，Takeuchi,T. ：Lacrimal gland function, lymphocyte
 

infiltration and apoptosis of acinar cells in Mikulicz’s disease and Sjogren’s syndrome，Castrovie-

jo Cornea Society Abstract Program，1999．（Castroviejo Cornea Society，Orland,USA）⑴参天製

薬，⑵埼玉医大総合医療センター・内科

21.Shimazaki, J.，Shimmura, S.，Tsubota,K.：Ocular surface reconstruction in patients with end-

stage Stevens-Johnson syndrome，1999Annual meeting of the American Academy of Ophthal-

mology Abstract Program，1999．（1999Annual meeting of the American Academy of Ophthalmol-

ogy，Orlando,USA）

22.Bissen,H.，Nakamura,K.，Tsubota,K.：Flap adhesion following LASIK and endothelial pump，

17th European Society of Cataract and Refractive Surgeon Abstract Program，1999．（17th
 

European Society of Cataract and Refractive Surgeons，Vienna,Austria）

23.Shimazaki, J.，Shimmura,S.，Fujishima,H.，Tsubota,K.：Amniotic membrane transplantation
 

for the treatment of corneal ulceration，4th Ocular Surface and Tear Conference Abstract
 

Program，1999．（4th Ocular Surface and Tear Conference，Fort Lauderdale,USA）

24.Shimmura,S.，Shimazaki, J.，Bissen,H.，Tsubota,K.：Excimer laser-induced hydroxyl radical
 

formation and keratocyte death in vitro，Invest Ophthalmol Vis Sci 40，S774，1999．（The
 

Association for Research in Vision and Opthalmology，Fort Lauderdale,USA）

25.Fujishima,H.，Tsubota,K.：PGE2production in ocular surface inflammation，Invest Ophthalmol
 

Vis Sci 40，S682，1999．（The Association for Research in Vision and Opthalmology，Fort Lauder-

dale,USA）

26.Shimazaki, J.，Fujishima,H.，Shimmura, S，Tsubota,K.：Changes in ocular surface and tears
 

caused by anti-glaucoma eyedrops，Invest Ophthalmol Vis Sci 40，S283，1999．（The Associa-

tion for Research in Vision and Opthalmology，Fort Lauderdale,USA）

27.Tsubota, K.，Fujita, H. ，Saito, I. ，Hayashi, Y. ：Functional recovery and prevention of
 

apoptosis in lacrimal gland acinar cells by topical application of cyclosporine A in Sjogren’s
 

syndrome model mouse，Invest Ophthtalmol Vis Sci 40，S554，1999．（The Association for
 

Research in Vision and Opthalmology，Fort Lauderdale,USA）⑴参天製薬，⑵徳島大・歯・口病
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28.Bissen, H.，Nakamura, K.，Shimazaki, J.，Tsubota, K.：LASIK and its effect on the ocular
 

surface，12th Symposium on American Society of Cataract and Refractive Surgery Program，

1999．（12th Symposium on American Society of Cataract and Refractive Surgery，Seattle,USA）

29.Bissen,H.，Nakamura,K.，Tsubota,K.：Flap adhesion following LASIK and endothelial pump，

12th Symposium on American Society of Cataract and Refractive Surgery Program，1999．（12

th Symposium on American Society of Cataract and Refractive Surgery，Seattle,USA）
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10.耳鼻咽喉科学研究室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 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）

助 手 実吉 健策 アレルギー性鼻炎の病態と治療について（A98-0690-3）

松脇 由典 睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（A99-0690-1）

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）

慢性副鼻腔炎における全国80大学関連施設の検出菌サーベイランスに協力し，また11大学関連施設での

慢性副鼻腔炎に対する抗菌剤の治療効果について報告した．さらに外来診療の手技として副鼻腔を含め口

腔，顔面の所見のとり方を報告した．

耳展 42，333～342，1999．

治療 82suppl，682～687，2000．

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たいし，ポリソムノグラピィーを施行し，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PMA（スリープスプリント），手術療法，nasal-CPAPの治療

を組み合わせどの病態にどの治療が適するのかを判断するために，検査情報の蓄積を行った．
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論 文

1.松脇由典：鼻副鼻腔疾患における呼気中NO濃度について，耳展 42，358～367，1999．原著

2.中島庸也，森山 寛 ，富谷義徳 ，冨田 寛 ：慢性副鼻腔炎に対するレボフロキサシン（LVFX）

の有用性の検討，耳鼻展望 42，333～342，1999．臨床，⑴慈恵医大・耳鼻科，⑵日大・医・耳鼻科

3.実吉健策，森山 寛 ：内科医のための耳鼻科の知識 鼻閉，クリニカ 26，186～191，1999．総説，

⑴慈恵医大・耳鼻科

解 説

1.中島庸也：特集ー感染症治療ガイド 副鼻腔炎，治療 82，682～687，2000．

2.中島庸也：特集ー感染症治療ガイド 化膿性中耳炎，治療 82，672～677，2000．

単 行 図 書

1.中島庸也 共著：耳鼻咽喉科外来シリーズ１ 鼻・副鼻腔外来，歯を含めた口腔内所見のとり方24～28

頁，メジカルビュー，東京，1999．

2.中島庸也 著分担：耳鼻咽喉科・頭頚部手術アトラス 上巻，前頭洞囊胞295～301頁，医学書院，東

京，1999．

学 会 抄 録

1.松脇由典：鼻副鼻腔における内視鏡下鼻内手術，日耳鼻千葉県地方部会学術講演会教育パネル抄録集，

7～8，2000．（日耳鼻千葉県地方部会学術講演会，千葉市）

2.松脇由典，春名眞一 ，深見雅也 ，森山 寛 ，中島庸也：鼻性髄液漏に対する内視鏡下鼻内手術，

日鼻誌 38，313，1999．（日本鼻科学会，千葉市）⑴慈恵医大・耳鼻科，⑵同愛記念病院耳鼻科
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11.皮 膚 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 高橋 慎一 水疱症の口腔内病変の客観的評価法（Ａ99-0710-1）

助 手 川島 淳子 非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症表皮におけるTransglutaminase活性とcor-

nified envelopeの形成（Ａ00-0710-2）

2.成果の概要

1）水疱症の口腔内病変の客観的評価法（Ａ99-0710-1）

口腔内に限局した天疱瘡を２例経験し，従来の病理組織学的検査および蛍光抗体法検査を施行し，診断

した．近年開発された，デスモグレインに対するELISA法では，通常の皮膚にも病変を伴う天疱瘡とは

異なり，デスモグレイン３に対する抗体のみ陽性で，デスモグレイン１に対する抗体は陰性であった．ま

た，１例では血中抗表皮間細胞抗体が蛍光抗体間接法では検出できず，このELISA法の診断における有

用性が確認された．さらに，これらの症例ではステロイドや免疫抑制剤による治療後，症状が軽快する

と，ELISAにおける抗体価も低下し，増悪時には，抗体価の上昇が確認され，治療効果や病勢の判定に

有用であることが明らかになった．

日本口腔粘膜学会雑誌 5，104，1999．

2）非水疱型魚鱗癬様紅皮症表皮におけるTransglutaminase活性とcornified cellenvelopeの形成 (A00-

0710-2)

常染色体劣性魚鱗癬は葉状魚鱗癬と非水疱型魚鱗癬様紅皮症（NBCIE）に大別される．葉状魚鱗癬は

全例ではないがTransglutaminase（TGase)１の活性の異常と遺伝子変異が原因として報告されているが

NBCIEではその原因は不明である．５例のNBCIEについて，病変部表皮内のTGase１の発現とin situ
 

TGase活性を調べた．全例でTGase１の発現とin situ TGase活性は正常．さらにloricrin，involucrinの

分布を検討した．１例でloricrinの染色性の低下が見られた以外， loricrin，involucrinの分布にも明らか

な異常は見出せなかった．今回の結果からは，TGase１の異常は，病因として否定された．

3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

川島 淳子

高橋 慎一

非水泡型先天性魚鱗癬様紅皮症表

皮におけるTransglutaminase活

性とcornified cell envelopeの形成

帝京大学医学部附属

市原病院

市原市 秋山 真志

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

高橋 慎一 皮膚癌のアポトーシスおよび制御遺伝子（bcl-2, p53）

発現の局在

科学研究費・基盤C
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そ の 他

1.高橋慎一：皮膚癌のアポトーシスおよびその制御遺伝子（bcl-2,p53発現の局在，平成11年度科学研究

費補助金基盤研究(C)研究成果報告書，1～24，2000．

2.高橋慎一：老人性乾皮症と痒み，市病フォーラム’99，12～14，2000．

3.高橋慎一：歯科領域と関連のある皮膚疾患，歯科学報 100，82～83，2000．

4.福島大平 ，渡邊 裕 ，小澤靖弘 ，森本光明 ，外木守雄 ，山根源之 ，高橋慎一，田中陽一 ：

口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断（7.天疱瘡），歯科学報 100，165～167，2000．⑴市病・

オーラルメディシン，⑵市病・臨検

5.福島大平 ，渡邊 裕 ，小澤靖弘 ，森本光明 ，外木守雄 ，山根源之 ，高橋慎一，田中陽一 ：

口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断（8.類天疱瘡），歯科学報 100，241～243，2000．⑴市病・

オーラルメディシン，⑵市病・臨検

学 会 抄 録

1.森本光明 ，山根源之 ，福島大平 ，森崎重規 ，蔵本千夏 ，田中陽一 ，高橋慎一，天谷雅行 ：

粘膜に症状が限局した尋常性天疱瘡の2症例 －抗デスモグレイン抗体価測定－，日口腔粘膜会誌

5，104，1999．（第９回日本口腔粘膜学会総会・学術集会，横須賀市）⑴市病・オーラルメディシン，⑵市

病・臨検，⑶慶大・医・皮膚科

2.岡村泰斗 ，山根源之 ，森本光明 ，福島大平 ，蔵本千夏 ，佐藤一道 ，島田隆光 ，奥原康行 ，

高橋慎一：メクザメーター使用による歯科用金属皮膚貼布試験判定客観化の試み－健常者における検

討－，日口腔診断会誌 12，697，1999．（第12回日本口腔診断学会総会，東京）⑴市病・オーラルメディ

シン

3.奥原康行 ，山根源之 ，森本光明 ，福島大平 ，高橋慎一：歯性病巣感染の関与が疑われた掌蹠膿

疱症，日口腔科会誌 48，733～734，1999．（第53回日本口腔科学会総会・学術大会，東京）⑴市病・オ

ーラルメディシン

4.高橋慎一，川島淳子：episodic angioedema associated with eosinophiliaの３例，日皮会誌 109，

1078～1079，1999．（第62回日本皮膚科学会東京支部学術大会，千葉市）

5.原藤 玲 ，安西秀実 ，田島麻衣子 ，谷川瑛子 ，田中 勝 ，中嶋英雄 ，川島淳子：mucinous
 

carcinoma of the skinの1例，日皮会誌 110，323，2000．（東京地方会第749回例会，東京）⑴慶大・

医・皮膚科，⑵慶大・医・形成

6.川島淳子，高橋慎一，小川信二 ：結節性アミロイドーシスの1例，日皮会誌 109，478，1999．（第98

回日本皮膚科学会総会，東京）⑴市病・外科
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12.泌 尿 器 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 畠 亮 ラット腎同種移植における免疫寛容導入とアポトーシスの関与（Ａ94-0730-1）

助 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）

講 師 早川 邦弘 免疫抑制少量投与によるドナー特異的免疫抑制法の開発（Ａ94-0730-4）

青柳貞一郎 ラットのカドミウムによる腎障害におけるアポトーシスの関与（Ａ97-0730-1）

助 手 宮地 系典 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム（Ａ99-0730-1）

2.成果の概要

1）ラット腎同種移植における免疫寛容導入とアポートシスの関与（Ａ94-0730-1）

マイクロサージャリー下にWKAHラットラットからルイスラットへ同時腎移植を行い，FK506により

生着の延長が見られたことは既に報告した．ドナー特異的クローンの増殖のために，ドナーの全血液を移

植前にレシピエントに輸注し，いわゆるDSTを行うことでFK506の使用量を減らすことができるかを検

討したところ，移植７日前にDSTを行うことで生着率の増加をみた．DST施行群ではアポトーシスは緩

徐ながら持続し，間質への細胞浸潤も増強せず軽度にとどまる傾向を示した．

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．29例のうち不

妊症例が11例で，癌化学療法例が18例であった．不妊症例の年齢は27歳から46歳，平均36.5歳であった．

不妊期間は最短１年から最長17年，平均4.9年であった．凍結保存の理由は逆行性射精が８例，精液所見

不良が３例であった．凍結回数は１回から32回，平均11.1回であった．このうち６例に対してIUI，IVF

による授精法を行い１例に妊娠が成立した．

癌化学療法例の年齢は19歳から45歳，平均27.9歳であった．配偶者のあるものは４例であったが，凍結

保存後２例が結婚した．原疾患は精巣腫瘍８例，白血病５例，悪性リンパ腫２例，骨髄異形成症候群２

例，膀胱腫瘍１例であった．凍結回数は１回から４回，平均2.9回であった．２年間で授精の実施にいた

ったものは１例もなかった．

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）免疫抑制少量投与によるドナー特異的免疫抑制法の開発（Ａ94-0730-4)

Tacrolimus短期パルス反復投与による実験的移植腎維持の試み 我々は一昨年までに，ラット同種腎

移植モデルにTacrolimus（FK506）を用い，以下を成果を得た．即ち・連日経口投与で2mg/kgが最も有

効・術後第４病日から5mg/kgを３日間パルス投与後，無投与で60日以上移植腎の維持が可能，短期パル

ス投与後はドナー特異的な一過性免疫寛容状態となる．その機序としてクローナルデリーションの関与が

考えられる．今回上記の知見に立脚し，短期パルス投与を一定の期間で反復することにより，ラット同種

腎移植モデルの長期維持を試みた．WKAHラットをドナー，Lewisラットをレシピエントとした同種腎
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移植モデルをTacrolimus投与スケジュールで分類し，生存日数，病理組織学的検討を行った．各群は，

30日間隔で5mg/kg３日間パルス反復投与（n＝4)，15日間隔で5mg/kg３日間パルス反復投与（n＝5)，

７日間隔で5mg/kg３日間パルス反復投与（n＝5)，４日間隔で5mg/kg３日間パルス投与２回，後1mg/

kgに減量し２日間パルス反復投与（n＝5）した．その結果各群の平均生存日数は，34.5，30.2，20.7と

いずれも前回報告した5mg/kg３日間単回パルス投与群の平均生存日数60.8と比較し，有意に短かった

（p＜0.05）．しかし４日間隔の群では100日以上の生存を得，移植腎病理組織では急性拒絶反応を認めな

かった．これらの結果は適切な間隔でパルス投与を繰り返すことにより．少ない総投与量で移植腎を維持

し得ると考えられた．

4）ラットのカドミウムによる腎障害におけるアポトーシスの関与（Ａ97-0730-1)

昨年まで我々はラットにカドミウムの連日皮下投与を行い，亜急性毒性による腎機能障害とアポトーシ

スの発現状況について組織学的，分子生物学的手法を用いて解析してきた．前回の実験結果から腎機能障

害は腎組織内に一定以上（ほぼ150μg/gwet tissue）のカドミウムの蓄積が起こってから出現し，障害の

形態は巣状に尿細管の壊死性変性が起こることが主体であること，またTUNEL法で障害が起こる初期に

多くアポトーシスが確認され，障害発生とアポトーシスの関連が示された．

今回カドミウム投与３週目と腎内カドミウム濃度が障害閾値であり，アポトーシスが多く見られた150

μg/gwet tissueを超える５週目で投与を中止し，その後の組織所見，腎及び尿中カドミウム量の変化等

を検討した結果，投与中止後も腎内カドミウム濃度が上昇したこと，尿中カドミウム排泄は組織障害が明

らかな間によく見られたこと．投与中止後の６週目まで腎内カドミウム濃度の上昇が見られたが，組織学

的な障害は５週目のほうが明らかであったことなどが示された．カドミウムは肝にも蓄積され，３週投与

の１群では肝，腎ともに蓄積可能な許容量にあって血中濃度も低く，腎障害も起きてこないが，第２群に

おいては，４週を過ぎる頃から許容量を超えることで腎組織の障害が出現し始め，尿中への排出が行われ

ると肝などに蓄積されたカドミウムも血液を介して腎に運ばれ，投与終了後の６週目も腎組織濃度が上昇

したと思われる．６週目は腎組織カドミウム濃度が上昇しているにも関わらず組織障害所見が５週目より

も少ないのは，障害が単純に濃度依存性に出現しているのではない可能性を示している．
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13.放射線科学研究室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 青柳 裕 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ9-00-1）

講 師 辰野 聡 整形外科領域におけるMRI撮像法の最適化（Ａ9-00-2）

助 手 荻 成行 整形外科領域におけるMRI撮像法の最適化（Ａ9-00-2）

2.成果の概要

1）整形外科領域におけるMRI撮像法の最適化（A9-00-2）

MRIは整形外科領域の診断に欠くことのできないモダリティとなっている．日常の臨床で，個々の症

例に最適な撮像法を模索し，限られた装置の能力を最大限引く出す努力を行っている．そのほか，われわ

れは，前十字 帯再建術後の移植腱の成熟度についてMRI所見と再鏡視を比較検討し，MRI（Ｔ2強調像

矢状断像）が移植腱の状態を評価する上で優れた評価法であることを報告した ．また，東京慈恵会医科

大学本院放射線科と股関節関節唇損傷の評価法の検討を行っている．東京慈恵会医科大学柏病院放射線科

と共同で，肩関節痛を有するスポーツ選手における上腕骨骨頭のsubchondral cystの臨床的意義について

検討し，この囊胞が腱付着部の反複運動によるストレスによるとの推定を得ている．

3.学外共同研究

学外研究施設
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

辰野 聡

萩 成行

整形外科領域におけるMRI撮像

法の最適化

東京慈恵会医科大学 東京 福田 国彦
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論 文

1.兼平千裕 ，青木 学 ，関根 広 ，小林雅夫 ，阿部達之 ，砂川好光 ，大谷洋一 ，中川昌之 ，

加藤孝邦 ，青柳 裕：中咽頭・臼後三角・頰粘膜癌に対するAu－198小線源治療の有用性の検討，

癌の臨床 Jpn J Cancer Clin 45，1149～1153，1999．原著，⑴慈恵医大・放科，⑵慈恵医大・耳鼻科

解 説

1.辰野 聡，福田国彦 ：スポーツ外傷の画像診断 肘関節・前腕・手関節・手，日医放線会誌付録

60，6～10，2000．⑴慈恵医大・放科

2.辰野 聡，荻 成行，青柳 裕，多田信平 ：顎骨Ｘ線透過性病変の診断ー歯原性病変を中心として，

画像診断 20，67～76，2000．⑴慈恵医大・放科

3.辰野 聡，荻 成行，青柳 裕，福田国彦 ：四肢関節の靱帯と腱のMRI 肘関節，画像診断 19，

1377～1384，1999．⑴慈恵医大・放科

4.辰野 聡，福田国彦 ：骨折の画像診断，臨床透析 15，1077～1083，1999．⑴慈恵医大・放科

5.辰野 聡，荻 成行，青柳 裕，福田国彦 ：筋腱損傷，臨床画像 15，1250～1259，1999．⑴慈恵医

大・放科

6.辰野 聡，多田信平 ：顎骨の囊胞性病変，耳鼻展望 42，628～629，1999．⑴慈恵医大・放科

7.辰野 聡，多田信平 ：頸部囊胞性病変，耳鼻展望 42，535～537，1999．⑴慈恵医大・放科

単 行 図 書

1.辰野 聡 著分担：スポーツ外傷・障害のMRI 肘関節，下腿の疾患134～185頁，メディカル・サイ

エンス・インターナショナル，東京，1999．

2.辰野 聡 著分担：MRIのABC （a）甲状腺癌，副甲状腺腺腫，顎関節症138～143頁，（b）脊髄腫

瘍，脊椎腫瘍，化膿性脊椎炎160～165頁，日本医師会，東京，1999．

学 会 抄 録

1.兼平千裕 ，青柳 裕：［Perl］による生存時間解析プログラムの開発，日放線腫瘍会誌 J Jpn Soc
 

Ther Radiol Oncol 11，254，1999．（日本放射線腫瘍学会第12回学術大会，横浜市）⑴慈恵医大・放科

2.武田宇央 ，木津康博 ，山根源之 ，櫻井文雄，堀田洋稔，青柳 裕：放射線照射後における口腔乾

燥に関する実験的研究，歯科学報 99，501，1999．（第267回東京歯科大学学術例会，千葉市）⑴市病・

オーラルメディシン

3.野間弘康 ，高木多加志 ，内山健志 ，一色泰成 ，野嶋邦彦 ，腰原 好 ，佐藤 亨 ，岸 正孝 ，

黒柳錦也 ，青柳 裕，外木守雄 ，井出吉信 ：口腔・顎顔面の形態，機能異常の３次元的評価な

らびに回復，治療予測，平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センター ワークショプおよび抄録

集，24～25，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センター ワークショップ，千葉市）⑴口外Ⅰ，

⑵口外Ⅱ，⑶矯正，⑷補綴Ⅱ，⑸補綴Ⅲ，⑹歯放，⑺市病・オーラルメディシン，⑻解剖
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14.麻 酔 科 学 研 究 室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

教 授 瀧野 善夫 硬膜外麻酔（Ａ94-0740-1）

講 師 小板橋俊哉 プロポフォール麻酔中脳波の定量的解析（Ａ96-0740-1）

助 手 梅村 直治 近赤外線スペクトロスコピーを用いた脳酸素化動態の検討

2.成果の概要

1）硬膜外麻酔（Ａ94-0740-1)

硬膜外腔穿刺の研究

硬膜外麻酔は脊椎硬膜外腔を穿刺することにより始まる．腰椎間での穿刺はきわめて容易であるが，中

位胸椎間の穿刺は上下の椎弓が互いに屋根瓦状に重なっていいるために技術的に困難である．したがっ

て，穿刺に時間がかかり，皮膚から硬膜外腔に至る距離も腰椎間での穿刺より長くなる．脊髄穿刺の危険

のない腰椎での穿刺に比べて胸椎間の穿刺は脊髄穿刺の危険が常にあり，慎重に針を進めるために穿刺に

時間が当然，長くなる．これは患者のストレスを大きくするばかりか，穿刺している本人にもストレスを

与える．この穿刺を容易にするために，瀧野は仮称，Modified Laminar Approachを考案した．今後は

この方法を用いた症例を集積し，500例になればその結果を分析する

臨床麻酔 22，691～693，1998．

硬膜外腔に注入された局所麻酔薬のくも膜下腔移行の研究

硬膜外腔に注入された局所麻酔薬がくも膜下腔に拡散することは古くから知られた事実である．しかし

拡散した局麻薬がどの程度に麻酔に関わっているか全く知られていない．滝野は硬膜外麻酔はくも膜下腔

で効くという仮説をもっているが，このことを臨床で実証する．

2）プロポフォール麻酔中脳波の定量的解析（Ａ96-0740-1）

脳波所見を指標に各麻酔薬の麻酔深度を定量する試みを行った．吸入麻酔薬では，セボフルラン・イソ

フルランで容量依存性の脳波変化を示すことが判明し，臨床使用濃度で容易にburst suppressionを生じ

ることを示した．静脈麻酔薬ではプロポフォールを用い，通常の持続静注速度では脳波上，有意の変化を

示さないことを報告した．しかし，この状態に笑気を併用すると脳波は有意に徐波化することから，プロ

ポフォール単独では麻酔深度が深くないことを示した．

3）近赤外線スペクトロスコピーを用いた脳酸素化動態の検討

脳血流量調節には自動能が存在するが，吸入麻酔薬はそれを抑制するとされている．我々はイソフルレ

ン（以下，ISO）麻酔中の脳酸化還元ヘモグロビン濃度変化（以下，HbO2, rHb）を近赤外線スペクト

ロスコピー（NIR-1000）を用いて計測し，同時に測定した頸動脈血圧・頸動脈血流速度と共に検討し

た．その結果，頸動脈圧はISO濃度依存性に低下し，HbO2は頸動脈血流速度（脳血流量の指標）に対応

して，１％以下のISO下では増加，2～3％のISO下では対照値に戻った．このことは３％以下のISO下で

は脳血流量の自動能が保たれており，また，HbO2は脳血流量の指標の一つとして有用である可能性を示

唆した．
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3.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

梅村 直治 1999.11.26 静脈麻酔のクオリティを考え

る～術前不安と術後の疼痛・

不安は相関する～

第６回日本静脈麻酔・Infu
 

sion Technology研究会

東京-
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論 文

1.小板橋俊哉：腹腔鏡下胆囊摘出術の麻酔管理―腎内分泌系ホルモン動態―，歯科学報 99，544～555，

1999．原著

そ の 他

1.瀧野善夫：吸入麻酔システム―第5部 麻酔用循環式呼吸回路，JIS 吸入麻酔システム―第5部 麻酔

用循環式呼吸回路，1～7，1999．

2.瀧野善夫：吸入麻酔システム―第3部 麻酔用呼吸バック，JIS 吸入麻酔システム―第3部 麻酔用呼

吸バック，1～6，1999．

3.瀧野善夫：吸入麻酔システム―第1部 麻酔器（本体），JIS 吸入麻酔システム―第1部 麻酔器（本

体），1～12，1999．

4.瀧野善夫：気管切開チューブ―第3部 小児用気管切開チューブ，JIS 気管切開チューブ―第3部 小

児用気管切開チューブ，1～10，1998．

5.瀧野善夫：気管切開チューブ―第2部 成人用チューブのための基本的要求事項，JIS 気管切開チュー

ブ―第2部 成人用チューブのための基本的要求事項，1～12，1998．

6.瀧野善夫：気管切開チューブ―第1部 成人用気管切開チューブコネクタ，JIS 気管切開チューブ―第

1部 成人用気管切開チューブコネクタ，1～6，1998．

7.瀧野善夫：喉頭鏡接合部―第2部 従来形のブレード用電球のねじ及びソケット，JIS 喉頭鏡接合部―

第2部 従来形のブレード用電球のねじ及びソケット，1～6，1998．

8.瀧野善夫：喉頭鏡接合部―第1部 従来形のフックオン式ハンドル・ブレード間接合部，JIS 喉頭鏡接

合部―第1部 従来形のフックオン式ハンドル・ブレード間接合部，1～12，1998．

9.瀧野善夫：文章の書き方：基本から効果的表現まで～医師のための文章読本～，LISA 6，176～182，

1999．

学 会 抄 録

1.鈴木武志，瀧野善夫，梅村直治，松脇由典 ：喉頭マイクロサージェリーは術者が直視下に抜管するの

が良い，第47回日本麻酔学会総会抄録集 14suppl，4.6-23，2000．（第47回日本麻酔学会総会，東京）

⑴市病・耳鼻科

2.梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：周術期不安は術後の疼痛と関連するか，第47回日本麻酔学会総会抄

録集 14suppl，4.7-99，2000．（第47回日本麻酔学会総会，東京）

3.鈴木武志，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：TIVAによる腹腔鏡下胆囊摘出術中のストレスホルモン

の動態，第47回日本麻酔学会総会抄録集 14suppl，4.7-126，2000．（第47回日本麻酔学会総会，東

京）
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4.鈴木武志，瀧野善夫：中位胸椎硬膜外腔穿刺“MLA”の経験―二年目研修医の一報告―，第6回硬膜外

研究会抄録集，18，2000．（第6回硬膜外研究会，東京）

5.瀧野善夫：Paramedian法をこのように指導している，第6回硬膜外研究会抄録集，8～9，2000．（第6回

硬膜外研究会，東京）

6.瀧野善夫：中位胸椎硬膜外腔穿刺の難易度―若年者VS高齢者，第12回日本老年麻酔学会抄録集，15，

2000．（第12回日本老年麻酔学会，和歌山市）

7.瀧野善夫，鈴木武志，梅村直治：中位胸椎“MLA”困難例の検討，第3回慶應義塾大学麻酔学教室新年

研究会抄録集，9，2000．（第3回慶應義塾大学麻酔学教室新年研究会，東京）

8.鈴木武志，梅村直治，瀧野善夫：中位胸椎“MLA”の経験―研修医の報告―，第3回慶應義塾大学麻酔

学教室新年研究会抄録集，9，2000．（第3回慶應義塾大学麻酔学教室新年研究会，東京）

9.瀧野善夫：中位胸椎硬膜外腔穿刺～私の穿刺法MLA244例の検討～，第12回日本局所麻酔学会抄録集

99，47，1999．（第12回日本局所麻酔学会，東京）

10.梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：「静脈麻酔のクオリテイを考える」術前不安と術後の疼痛・不安は

相関するか，第6回日本静脈麻酔・InfusionTechnology研究会抄録集，19，1999．（第6回日本静脈麻

酔・InfusionTechnology研究会，東京）

11.瀧野善夫，梅村直治，小板橋俊哉：Trachlight による気管内挿管は何度経験すれば修得できるか ，

第19回日本臨床麻酔学会抄録集，S317，1999．（第19回日本臨床麻酔学会，東京）

12.梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：ベクロニウムの効果遷延から疑われた重症筋無力症の一例，第19回

日本臨床麻酔学会抄録集，S266，1999．（第19回日本臨床麻酔学会，東京）

13.梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：ヘパリン添加シリンジPRO-VENTTMの血液ガス・電解質測定に

及ぼす影響，第19回日本臨床麻酔学会抄録集，S214，1999．（第19回日本臨床麻酔学会，東京）

14.Koitabashi，T.，Umemura，N.，Takino，Y.：Diuretic and anti-hypertensive effects of alpha-

natriuretic peptide and prostaglandin E1during pneumoperitoneum，Anesthesiology 90，

A1220，1999．（American Society of Anesthesiologists 1999Annual Meeting，New Orleans,USA）

15.瀧野善夫：中位胸椎硬膜外腔穿刺～私の穿刺法MLA 201例の検討～，第39回日本麻酔学会関東甲信越

地方会抄録集，118，1999．（第39回日本麻酔学会関東甲信越地方会，東京）

16.瀧野善夫，梅村直治，小板橋俊哉：駆出率18％の患者の結腸左半切除術の麻酔―胸部硬膜外麻酔を主に

した麻酔管理―，第21回日本麻酔・薬理学会抄録集，47，1999．（第21回日本麻酔・薬理学会，東京）

17.小板橋俊哉，瀧野善夫：腹腔鏡下胆囊摘出術中の心房性ナトリウム利尿ペプチドの腎内分泌系ホルモン

に及ぼす影響， J Anesth 13suppl.，322，1999．（第46回日本麻酔学会総会，札幌市）
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18.高田篤史 ，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：内視鏡併用腰椎前方固定術中に高二酸化炭素血症を来

した１例， J Anesth 13suppl.，311，1999．（第46回日本麻酔学会総会，札幌市）⑴市病・オーラル

メディシン

19.梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：近赤外線スペクトロスコピーを用いたイソフルラン麻酔下の脳酸素

化動態の検討-2-， J Anesth 13suppl.，254，1999．（第46回日本麻酔学会総会，札幌市）

20.小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：プロポフォール麻酔とセボフルラン麻酔による術後痛の差， J
 

Anesth 13suppl.，151，1999．（第46回日本麻酔学会総会，札幌市）

21.小板橋俊哉：降圧・利尿作用から検討した腹腔鏡胆囊摘出術中のプロスタグランジンE1の至適投与量

の検討，第21回日本麻酔・薬理学会抄録集，49，1999．（第21回日本麻酔・薬理学会，東京）
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15.精神・神経科学研究室

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

助 教 授 加藤元一郎 臨床精神医学，神経心理学（A98-415-1）

講 師 三村 将 臨床精神医学，神経心理学（A98-415-2）

吉野 文浩 臨床精神医学，神経心理学（A98-415-3）

病 院 助 手 額田新太郎 臨床精神医学，うつ病 （A98-415-4）

師岡えりの 臨床精神医学，神経心理学（A98-415-5）

加藤 隆 臨床精神医学，神経心理学（A98-415-6）

臨床研修医 秋山 知子 臨床精神医学，精神分裂病（A98-415-7）

2.成果の概要

1)神経心理学 （A98-415-1，A98-415-2,A98-415-3）

エピソード記憶障害や意味記憶障害，および前頭葉機能障害を中心とした，脳損傷患者に関する臨床的

な研究を継続している．

3.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

加藤元一郎 1999.11.28 顎関節に関する訴えとそれに

伴う精神医学的症候について

第９回全身咬合学会学術大会 千葉市
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論 文

1.加藤元一郎：アルコール性痴呆，臨床医 26，1864～1867，2000．原著

2.鹿島晴雄 ，田渕 肇 ，加藤元一郎：痴呆における遂行機能とその評価，老年精医誌 11，395～401，

2000．原著，⑴慶大・医・精神・神経科，⑵東京青梅病院

3.若松直樹 ，五十嵐一枝 ，加藤元一郎：認知障害の神経心理学的検査，最新精神医 5，153～160，

2000．原著，⑴駒木野病院，⑵東女医大・小児

4.若松直樹 ，三村 将，加藤元一郎，塚原敏正 ，正木かつら ，原 常勝 ，鹿島晴雄 ：痴呆性老人

に対するリアリティ・オリエンテーション訓練の試み，老年精医誌 10，1429～1435，1999．原著，

⑴駒木野病院，⑵慶大・医・精神・神経科

5.藤永直美 ，村松太郎 ，加藤元一郎，三村 将，鹿島晴雄 ：Integrative visual agnosiaを呈した一

例，神経心理学 15，187～194，1999．症例，⑴のぞみ病院，⑵慶大・医・精神・神経科

6.Komatsu,S. ，Mimura,M. ，Kato,M.，Wakamatsu,N. ，Kashima,H. ：Errorless and effort-

ful processes involved in the learning of face-name associations by patients with alcoholic
 

Korsakoff’s syndrome，Neuropsychol Rehabil 10，113～132，2000．原著，⑴Shinshu Univ，⑵

Showa Univ，⑶Komagino Hospital，⑷Keio Univ

7.Yoshino, A. ，Fukuhara, T. ，Kato, M.：Premorbid risk factors for alcohol dependence in
 

antisocial personality disorder，Alcohol，Clin Exp Res 24，35～38，2000．原著，⑴National
 

Defense Medical College，⑵Futyu Prison

8.Matsushita,S. ，Kato,M.，Muramatsu,T. ，Higuchi,S. ：Alcohol and aldehyde dehydrogenase
 

genotypes in Korsakoff syndrome，Alcohol，Clin Exp Res 24，337～340，2000．原著，⑴Kuri-

hama National Hospital，⑵Keio Univ

9.Kurihara, T. ，Kato, M.，Sakamoto, S. ，Reverger, R. ，Kitamura, T. ：Public attitudes
 

towards the mentally ill : A cross-cultural study between Bali and Tokyo. Psychiatr Clin
 

Neurosci 54，547～552，2000．原著，⑴Komagino Hospital，⑵Bali Bangli Hospital，⑶National
 

Center of Neurology and Psychiatry

10.Kurihara,T. ，Kato,M.，Tsukahara,T. ，Takano,Y. ，Reverger,R. ：The low prevalence of
 

high expressed emotion in Bali.，Psychiatr Res 97，229～238，2000．原著，⑴Komagino Hospi-

tal，⑵Bali Bangli Hospital

11.Kurihara T. ，Kato M.，Reverger R. ，Yagi G. ：Outcome of schizophrenia in a non-

industrialized society:comparative study between Bali and Tokyo.，Acta Psychiatr Scand 101，

148～152，2000．原著，⑴Komagino Hospital，⑵Bali Bangli Hospital，⑶Keio Univ
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12.Kashima,H. ，Kato,M.，Yoshimasu,H. ，Muramatsu,T. ：Current trends in cognitive rehabil-

itation for memory disorders，Keio J Med 48，79～86，1999．原著，⑴Keio Univ.

単 行 図 書

1．加藤元一郎 著分担：臨床精神医学講座S2 記憶の臨床，前頭葉と記憶障害247～257頁，中山書店，

東京，1999．

2．加藤元一郎 著分担：臨床精神医学講座S2 記憶の臨床，Korsakoff症候群175～191頁，中山書店，東

京，1999．

3．加藤元一郎 著分担：脳・心・進化（生物の科学 遺伝 別冊No.11），精神医学からみた脳と心52～59頁，

裳華房，東京，1999．

4．加藤元一郎 著分担：臨床精神医学講座21 脳と行動，認知障害のリハビリテーション617～628頁，中

山書店，東京，1999．

5．鹿島晴雄 ，加藤元一郎，田渕 肇 著分担：臨床精神医学講座21 脳と行動，前頭葉機能185～201

頁，中山書店，東京，1999．⑴慶大・医・精神・神経科，⑵東京青梅病院精神科

6．鹿島晴雄 ，加藤元一郎，本田哲三 共著：認知リハビリテーション，医学書院，東京都，1999．⑴

慶大・医・精神・神経科，⑵東京都リハビリテーション病院

学 会 抄 録

1.加藤元一郎，鹿島晴雄 ：神経心理学的検査法の開発―特に前頭葉機能と遠隔記憶，1999．（第1回高次

脳機能医工学研究会，東京）⑴慶大・医・精神・神経科

2.梅田 聡 ，加藤元一郎，三村 将，小谷津孝明 ：前頭葉損傷患者における展望的記憶と時間評価，

日本心理学会第63回大会発表論文集，639，1999．（日本心理学会第63回大会，名古屋市）⑴慶大・文

3.金敷大之 ，藤田哲也 ，斎藤 智 ，加藤元一郎：行為の作動記憶を探るⅡ―構音抑制と運動抑制か

らの影響，日本心理学会第63回大会発表論文集，592，1999．（日本心理学会第63回大会，名古屋市）⑴

関西大・大学院，⑵光華女大・文，⑶大阪教育大・心理

4.梅田 聡 ，加藤元一郎，三村 将，鹿島晴雄 ，小谷津孝明 ：前頭葉眼窩部の機能に関する研究

（３）―展望的記憶課題の遂行―，神心理 15，265，1999．（第23回日本神経心理学会総会，福岡市）⑴

慶大・文，⑵慶大・医・精神・神経科

5.加藤 隆，加藤元一郎，梅田 聡 ，三村 将，秋根良英，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 ：前頭葉眼窩部の

機能に関する研究（２）― ギャンブリング課題について―，神心理 15，252，1999．（第23回日本

神経心理学会総会，福岡市）⑴慶大・文，⑵慶大・医・精神・神経科

6.加藤元一郎，梅田 聡 ，加藤 隆，三村 将，山下千代 ，水野雅文 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 ：前

頭葉眼窩部の機能に関する研究（１）― 社会的状況における推論や発想について，神心理 15，

252，1999．（第23回日本神経心理学会総会，福岡市）⑴慶大・文，⑵慶大・医・精神・神経科
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7.若松直樹 ，加藤元一郎，三村 将，吉益晴夫 ，原 常勝 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 ：顕著な人物誤

認を呈し，右前頭側頭葉の代謝低下を認めたコルサコフ症候群の1例，神心理 15，262，1999．（第

23回日本神経心理学会総会，福岡市）⑴駒木野病院，⑵慶大・医・精神・神経科

8.永井知代子 ，岩田 誠 ，松岡瑠美子 ，加藤元一郎：Williams症候群の視覚認知障害―なぜトレー

スできて模写できないのか―，神心理 15，255，1999．（第23回日本神経心理学総会，福岡市）⑴東女

医大・神経内科，⑵東女医大・循環器小児科

9.森山 泰 ，加藤元一郎，三村 将，吉益晴夫 ，若松直樹 ，原 常勝 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 ：

日常生活上の行動障害と健忘を合併した広範な前頭葉挫傷の１例，神心理 15，250，1999．（第23回

日本神経心理学会総会，福岡市）⑴駒木野病院，⑵慶大・医・精神・神経科

10.秋根良英，小畠隆行 ，須原哲也 ，池平博夫 ，棚田修二 ，梅田 聡 ，村松太郎 ，三村 将，

加藤元一郎，鹿島晴雄 ：Working memoryの中枢実行系の神経基盤に関するevent-related fMRIに

よる検討，神心理 15，264，1999．（第23回日本神経心理学会総会，福岡市）⑴放医研・高度診断機能ス

テーション，⑵慶大・文，⑶慶大・医・精神・神経科

11.三村 将 ，加藤元一郎，斉藤文恵，師岡えりの，加藤 隆，鹿島晴雄 ：記憶障害を呈した神経ベー

チェット症候群の１例，失語症研 20，64，2000．（第23回日本失語症学会総会，宇都宮市）⑴昭和大・

医・精神・神経科，⑵慶大・医・精神・神経科

12.穴水幸子 ，仲村禎夫 ，三村 将 ，加藤元一郎，師岡えりの，山下千代 ，水野雅文 ，鹿島晴雄 ，

浅井昌弘 ：老年痴呆における作話の検討―エピソード記憶に関して，失語症研 20，60，2000．

（第23回日本失語症学会総会，宇都宮市）⑴慈雲堂内科病院精神科，⑵昭和大・医・精神・神経科，⑶慶大・

医・精神・神経科

13.加藤元一郎，佐野洋子 ，川村麻子 ，小嶋知幸 ，加藤正弘 ：発語失行を初発症状としたprimary
 

progressive aphasiaの経過報告，失語症研 20，58，2000．（第23回日本失語症学会総会，宇都宮市）

⑴江戸川病院リハビリテーション科，⑵江戸川病院神経内科

14.田渕 肇 ，森山 泰 ，秋根良英，加藤 隆，加藤元一郎，三村 将 ，吉益晴夫 ，村松太郎 ，

鹿島晴雄 ：脳損傷患者におけるcognitive estimationの検討，失語症研 20，48，2000．（第23回日

本失語症学会総会，宇都宮市）⑴東京青梅病院精神科，⑵駒木野病院精神科，⑶昭和大・医・精神・神経科，

⑷慶大・医・精神・神経科

15.藤永直美 ，加藤元一郎，三村 将 ，鹿島晴雄 ：両側後頭葉梗塞後に視覚性注意障害を呈した1例，

失語症研 20，30，2000．（第23回日本失語症学会総会，宇都宮市）⑴希望病院リハビリテーション科，⑵

昭和大・医・精神・神経科，⑶慶大・医・精神・神経科

16.Umeda,S. ，Akine,Y.，Kato,M.：False recognition in the patients with ventromedial prefrontal
 

cortex.，10th Annual Rotman Research Institute Conference, Abstracts 2000．（10th Annual
 

Rotman Research Institute Conference,The Frontal Lobes，Toronto,Canada）⑴慶大・文
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17.Mimura,M. ，Komatsu,S. ，Kato,M.，Umeda,S. ，Saito,F.，Kashima,H. ：Directed forget-

ting effect in patients with frontal lobe damages.，10th Annual Rotman Research Institute
 

Conference, Abstracts，W31～，2000．（10th Annual Rotman Research Institute Conference, The
 

Frontal Lobes.，Toronto,Canada）⑴昭和大・医・精神・神経科，⑵信大・教，⑶慶大・文，⑷慶大・医・

精神・神経科
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16.臨 床 検 査 科

プロフィール

1.教室員と主研究テーマ

客員教授 小出 紀 外科病理学領域における免疫組織化学有効性の検討

助 教 授 田中 陽一 舌早期癌の病理学的研究―免疫組織化学およびパノラマ連続写真を用いた

上皮内伸展癌について―（Ａ97-0780-1）

口腔癌の病理組織学的研究―特に病理学的検索と予後との関係について―

(Ａ97-0780-2）

唾液腺腫瘍診断に有効な免疫組織学的手法の確立（Ａ97-0780-3）

2.成果の概要

1）外科病理学領域における免疫組織化学有効性の検討

近年パラフィン標本に応用可能な多数の抗体が作成され，外科病理学領域においては個々の抗体の有効

性に関する検討が重要な課題となっている．今回腎，肝を始めリンパ節等多発性の巨大な出血性髄様腫瘍

を伴った結節性硬化症の一剖検例に於て，組織学的に肝細胞癌様の組織像を認め，肝細胞癌或いは腎細胞

癌が疑われたが，腫瘍細胞における上皮マーカーの欠如と，メラノームに特異的といわれるHMB-45の

陽性結果から，血管筋脂肪腫の特殊形であると結論した．平滑筋性分化の程度とHMB-45陽性との関連

を考察するとともに，HMB-45が本来の目的以外に上記の癌と非定型的血管筋脂肪腫との鑑別の為に有

効な抗体であることを示した．

Pathol Int 48，998～1002，1998．

2）舌早期癌の病理学的研究―免疫組織化学およびパノラマ連続を用いた上皮内伸展癌について―

舌早期癌Fileは平成11年度に新たに追加された市川総合病院等の症例を含めて150例を越えた．そのう

ち上皮内伸展癌は約70％を占め，高齢者に多い．高齢者を対象してBread loaf step sectioningを行なった

結果，75才以上の後期高齢者では，Lateral spread type，Pitfall type，Verrucous typeの３つの特徴的

なpatternを認識できた．第25回日本医学会総会シンポジウム：高齢化社会における口腔癌の臨床病理学

および細胞病理学的動向，加齢的背景因子と前癌病変および癌病変の変化として発表した．

第25回日本医学会総会学術講演要旨，582，1999．

3）口腔癌の病理組織学的研究

臨床視診など臨床データと対比すべく，切除材料の詳細な病理組織学的検索あるいは免疫組織学的検索

を行い，予後との関係を考察してきたが，舌癌については深達度，特に筋層への浸潤の有無が後発転移と

関連が深いことが解った．また追加切除の点を考慮し，口底側断端と後方断端はsafty marginを0.5cm延

長することで予後が良好となった．このデータを応用して，口底癌，歯肉癌，口蓋癌例に付いて予後判定

因子を検討している．

4）唾液腺腫瘍診断に有効な免疫組織学的手法の確立

1991年のWHO分類変更で，悪性腫瘍は細分類され，多くの鑑別診断が要求されるようになったが，新

たな腫瘍の免疫染色態度は明らかでない．症例蓄積を行なっているが，平成10年度では，consultation
 

caseからWarthin tumorとして診断されていた耳下腺に生じたTumor-associtated lymphoid prolifera-
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tion（TALP）の詳細な免疫染色を施行した．その結果，組織学的には究めてる類似していたが，acinic
 

cellcarcinoma，papillary-cystic patternあるいはcystadenocarcinoma with TALPと判断できた．なお

両者の鑑別には従来，免疫染色ではアミラーゼが用いられきたが，本例には有効ではなかった．

3.学外共同研究

学外研究施設
担当者 研究課題

研究施設 所在地 責任者

田中 陽一 歯原性腫瘍の免疫染色の特徴 明海大学 坂戸市 田島 義文

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

5.研究活動の特記すべき事項

シンポジウム企画

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地

田中 陽一 1999.６.27 口腔外科領域の細胞診 日本臨床細胞学会総会 東京
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論 文

1.岩渕博史 ，高森康次 ，朝波惣一郎 ，内山公男 ，田中陽一：65歳以上高齢者口腔癌患者の臨床的

検討，頭頚部腫瘍 26，70～73，2000．原著，⑴慶大・医・歯口外，⑵国立栃木病院歯口外

2.本橋佳子 ，久松理一 ，池澤智明 ，松岡克善 ，小川信二 ，吉野肇一 ，小出 紀，水野嘉夫 ，

西田次郎 ：小腸に発生したpyogenic granulomaの1例，日消誌 96，1396～1400，2000．症例，⑴

市病・内科，⑵市病・外科

3.吉野肇一 ，小川信二 ，田中豊治 ，石 志紘 ，服部裕昭 ，小野成夫 ，小出 紀：胃癌治療で生

じた「ボタンの掛け違い」とその修正への努力，Jpn J Cancer Chemother 27，846～851，2000．

原著，⑴市病・外科

学 会 抄 録

1.Tajima, Y. ，Kawasaki, M. ，Ohno, J. ，Kusama, K. ，Tanaka, Y.：Odontogenic epithelial
 

rests coexpress bFGF and heparan sulfate:A possible role in development of odontogenic neo-

plasm，Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 88，212，1999．（53rd Annual
 

Meeting of the American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology，Hawaii, USA）⑴Meikai
 

University Scholl of Dentistry

2.Yokoyama, T. ，Morimoto, M. ，Tonogi, M. ，Yamane, G. ，Tanaka, Y.，Koide, O.：An
 

autopsy case of primary malignant fibrous histiocytoma of the maxillary gingiva，Oral Med
 

Pathol 4，95，1999．（第10回日本口腔病理学会，松戸市）⑴市病・オーラルメディシン

3.Tanaka,Y.，Ito,Y. ，Koide,O.，Tonogi,M. ，Yamane,G. ：Fine needle aspiration cytology of
 

cystic lesions in the jawbone，Oral Med Pathol 4，99，1999．（第10回日本口腔病理学会，松戸市）

⑴神歯大・口腔病理，⑵市病・オーラルメディシン

4.Tanaka, Y.，Koide, O.：Recurrent intraosseous tumor in mandible，Oral Med Pathol 4，94，

1999．（第10回日本口腔病理学会，松戸市）

5.小野田雅美，田中陽一，荒井義雄，宜保一夫，小出 紀，中島庸也 ：診断が困難であったParagang-

liomaの一例，日臨細胞誌 38，142，1999．（第40回日本臨床細胞学会総会，東京）⑴市病・耳鼻科

6.宜保一夫，田中陽一，小野田雅美，荒井義雄，小出 紀，外木守雄 ，山根源之 ：細胞診が有効であ

った悪性エナメル上皮腫の一例，日臨細胞誌 38，127，1999．（第40回日本臨床細胞学会総会，東京）

⑴市病・オーラルメディシン

7.荒井滋郎 ，田中陽一，小野田雅美，荒井義雄，宜保一夫，小出 紀，外木守雄 ，山根源之 ：細胞

診，生検で診断が困難であった歯肉紡錘形細胞癌の一例，日臨細胞誌 38，125，1999．（第40回日本

臨床細胞学会総会，東京）⑴昭和大・歯・口病，⑵市病・オーラルメディシン

― ―251



8.伊藤由美 ，田中陽一，小野田雅美，荒井義雄，宜保一夫，小出 紀，山根源之 ，才藤純一 ，

井上 孝 ：口腔外科領域の細胞診 顎骨内歯原性病変の細胞診 特に顎骨内穿刺吸引細胞診像に

ついて，日臨細胞誌 38，87，1999．（40回日本臨床細胞学会総会，東京）⑴神歯大・口腔病理，⑵市

病・オーラルメディシン，⑶千病・臨検，⑷病理

9.才藤純一 ，井上 孝 ，伊藤由美 ，荒井滋郎 ，田中陽一：口腔外科領域の細胞診 口腔細胞診の

実際，日臨細胞誌 38，85，1999．（第40回日本臨床細胞学会，東京）⑴千病・臨検，⑵病理，⑶神歯

大・口病，⑷昭和大・歯・口病

10.岩渕博史 ，高森康次 ，朝波惣一郎 ，内山公男 ，田中陽一：65歳以上高齢者口腔癌の臨床的検討，

頭頚部腫瘍 25，293，1999．（第23回日本頭頚部腫瘍学会，東京）⑴慶大・医・歯口外，⑵国立栃木病院

歯口外

11.岩渕博史 ，本間宏昌 ，高森康次 ，岡田 豊 ，朝波惣一郎 ，田中陽一：基底母斑症候群の6例，

日口腔科会誌 48，699，1999．（第53回日本口腔科学会総会，東京）⑴慶大・医・歯口外

12.本間宏昌 ，大泰司正嗣 ，山崎真司 ，朝波惣一郎 ，田中陽一：舌口底癌術後再建皮弁に発生した

尋常性疣贅の1例，日口腔科会誌 48，577，1999．（第53回日本口腔科学会総会，東京）⑴慶大・医・歯

口外

13.柴 秀行 ，森 泰昌 ，川奈裕正 ，川本義明 ，堀江伸行 ，広瀬友乃 ，周 萍 ，岡田明子 ，

岡田 豊 ，朝波惣一郎 ，田中陽一：HAコーティングチタンインプラントの骨結合におよぼすHe-

Neレーザーの影響，日口腔科会誌 48，603，1999．（第53回日本口腔科学会総会，東京）⑴慶大・医・

歯口外

14.田中陽一：高齢化社会における口腔癌の臨床病理および細胞病理学的動向，加齢的背景因子と前癌病変

および癌病変の変化，第25回医学会総会学術講演要旨，582，1999．（第25回医学会総会，東京）
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