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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）

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 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）

病院助手 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）

武安 嘉大 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）

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

前田 拓哉 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）

青江 利明 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）

堀川 拓郎 口腔腫瘍の診断と治療に関する研究

大学院生 森崎 重規 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）

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）

上條 穂 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）

２．成果の概要

１）徐放性抗腫瘍剤による局注化学療法に関する実験的研究

―５‐FU含有フィブリン糊抗腫瘍剤に対するエピネフリン添加の相乗効果について―（A９８‐０６２０‐２）

エピネフリンの相乗効果による５‐FUの徐放性効果を期待して，エピネフリン添加５‐FU含有フィブリン

糊を調製し組織内濃度測定と４NQO誘発ラット舌癌に対する抗腫瘍効果を検討した。その結果５‐FUは高
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濃度で維持され，ラット舌癌に対し抗腫瘍効果が認められた。従って５‐FU含有フィブリン糊は，エピネフ

リンを添加することで高濃度の５‐FUが維持され，局所的な抗腫瘍効果が期待されることが示唆された。

歯科学報 １０１，１９～４７，２００１

２）放射線照射における口腔乾燥症に関する実験的研究

放射線をマウス唾液腺に有る程度選択的に照射することによって，全身状態の著しい悪化を示すことなく

唾液量の低下を認めた。また，その唾液量の低下は，放射線を照射する前から漢方製剤を投与することに

よって唾液量の低下を緩和し，経時的に唾液量低下の改善も認められた。

日口腔外会誌 ４６，１０２５，２０００

３）加齢変化に伴う骨芽細胞様細胞の分化に関する研究

加齢に伴う骨形成能の変化についてラット大腿骨由来の骨芽細胞様細胞を用い，Maniatopoulos et al．

（１９８８）の方法に従い採取，培養を行い比較検討した。幼若動物モデルとして４週齢，成熟動物モデルとし

て１０ヶ月齢のwistar 系，雄ラットを各８匹づつ，合計１６匹を使用した。その結果，幼若動物モデルの骨髄

細胞は，骨原性の細胞が多く，成熟動物モデルでは骨原性細胞に分化しない非特異的な線維芽細胞様細胞が

多いと考えられた。また，加齢とともに骨芽細胞へ分化可能な未分化間葉細胞は減少し，分化した骨芽細胞

の石灰化能も低下することが示唆された。

老年歯学 １５，３２２，２００１

４）早期舌癌の診断に関する実験的研究

免疫組織化学的検討による p５３，Bcl‐２蛋白，また p５３ 遺伝子変異は癌化過程の早期の段階から関与し

ていることが示唆された。口腔癌の早期診断および上皮異形成の癌化能の診断にあたり，p５３，Bcl‐２蛋白陽

性，TUNEL陽性細胞の減少を認め，さらに p５３遺伝子変異を認める上皮異形成は，早期癌の診断がつく可

能性が考えられ，臨床診断において有用であると思われた。

日口腔外会誌 ４６，１０３２，２０００

３．学外共同研究

４．科研費補助金・各種補助金

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 ef-
fect）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 江 純悦

研究代表者 研究課題 研究費

森本 光明 歯科用金属アレルギー診断の客観化について 学長奨励研究
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論 文

1. 小澤靖弘，山根源之，外木守雄，渡邊 裕，武田宇央，田中陽一 :透析患者の上顎前歯歯槽部に発生

した腫瘍状石灰化様病変の１例，日口腔外会誌 46 ，484～486，1999. 症例 市病・臨検

2. 高崎義人 ，野間弘康 ，藤川真紀 ，高木多加志 ，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 :下顎枝矢状分割法術後のオトガイ神経知覚

検査に関する臨床的研究 ―第一報 SW 知覚テスターを用いた検査方法と報告様式の検討―，日顎変

形会誌 10 ，290～299，1999. 原著 口外Ⅰ， 大阪大・口外Ⅱ， 佐賀医大・口外

3. 小板橋俊哉 ，高田篤史，瀧野善夫 :内視鏡併用脊椎前方固定術中に高二酸化炭素血症をきたした１

例，臨床麻酔 24 ，1817～1818，2000. 症例 市病・麻酔科

4. 堀川拓郎，山根源之，外木守雄，野々山 進，横澤貴宏，田中陽一 :舌に発生した乳頭上嚢腺癌の１

例，日口腔腫瘍会誌 12 ，337～341，2000. 症例 市病・臨検

5. 森崎重規，山根源之，外木守雄 :徐放性抗腫瘍剤による局注化学療法に関する実験的研究―5-FU含有

フィブリン糊抗腫瘍剤に対するエピネフリン添加の相乗効果について―，歯科学報 101 ，19～47，

2001. 原著 実動施設

解 説

1. 山根源之 :これだけは知っておきたい歯科小手術の ABC―術後のケア１感染予防，歯界展望 95 ，

859～867，2000.

2. 山根源之 :これだけは知っておきたい歯科小手術の ABC―術後のケア２感染予防のための抗菌剤投

与，歯界展望 95 ，1119～1124，2000.

3. 山根源之 :これだけは知っておきたい歯科小手術の ABC―術後のケア３術後に起こる諸問題とその対

応，歯界展望 95 ，1327～1333，2000.

4. 外木守雄，山根源之，佐々木研一 :―教育ノート― シリーズ「人体における内視鏡の世界」 1.歯科・

口腔外科領域での応用について，歯科学報 100 ，318～322，2000. 亀田総合病院・歯口外

5. 外木守雄，高田篤史，木津康博，森本光明，山根源之，小宮山彌太郎 :上顎洞底挙上術におけるチタ

ンメッシュの応用 ―上顎歯槽堤萎縮の難症例への対策 その１―，日口腔外会誌 46 ，35，2000.

Branemark Osseointegration Center Tokyo

6. 藤平弘子，岩崎美和，外木守雄，山根源之 :合併症を持った人に対するオーラルケア 高齢者と基礎疾

患を持つ患者への対応 循環器系疾患，歯衛士 25 ，36～39，2001.

7. 藤平弘子，岩崎美和，外木守雄，山根源之 :合併症を持った人に対するオーラルケア 高齢者と基礎疾

患を持つ患者への対応 呼吸器系疾患，歯衛士 25 ，40～43，2001.
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単 行 図 書

1. 山根源之（a）:著分担 :口腔顎顔面外科学 各論（a）損傷 63～78頁，医歯薬出版，東京，2000.

2. 山根源之編集 :著分担 :口腔顎顔面疾患カラーアトラス（a）良性腫瘍 58～67頁，（b）損傷 154～166頁，

永末書店，京都市，2000.

そ の 他

1. 森本光明，渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，外木守雄，山根源之，高橋慎一 ，高橋正憲 ，中島庸也 ，

田中陽一 :カラーアトラス口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 9.口腔疾患と掌蹠膿疱症１，

歯科学報 100 ，19～21，2000. 市病・皮膚科， 市病・整外科， 市病・耳鼻科， 市病・臨検

2. 森本光明，渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，外木守雄，山根源之，高橋慎一 ，高橋正憲 ，中島庸也 ，

田中陽一 :―カラーアトラス― 口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 10.口腔疾患と掌蹠膿疱

症２，歯科学報 100 ，15～17，2000. 市病・皮膚科， 市病・整外科， 市病・耳鼻科， 市病・臨

検

3. 森本光明，渡邊 裕，小澤靖弘，福島大平，外木守雄，山根源之，高橋慎一 ，高橋正憲 ，中島庸也 ，

田中陽一 :カラーアトラス口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 11.口腔疾患と掌蹠膿疱症３，

歯科学報 100 ，7～9，2000. 市病・皮膚科， 市病・整外科， 市病・耳鼻科， 市病・臨検

4. 外木守雄，山根源之，森本光明，福島大平，小澤靖弘，渡邊 裕，蔵本千夏，高田篤史，奥原康行，

潮田高志，藤平弘子，山根 瞳 :カラーアトラス口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 12.オー

ラルケアの全身におよぼす影響，歯科学報 100 ，49～51，2000. アポロ歯科衛生士専門学校

5. 福島大平 :「総合病院 歯科・口腔外科とはこういうところです」，歯科学報 100 ，65～66，2000.

6. 山根源之 :市病フォーラム 99を終えて，歯科学報 100 ，75，2000.

7. 坪田一男 ，橋本貞充 ，井上 孝 ，村松 敬 ，落合 聡 ，水口 清 ，佐藤 裕 ，田崎雅和 ，

中野洋子 ，竹内 勤 ，斎藤一郎 ，都坂憲政 ，藤田広己 ，只野貴示枝 ，片桐重雄，山根源之，

野々山 進，木津康博，下野正基 :シェーグレン症候群における腺破壊のメカニズムと涙液および

唾液分泌の分子機構に関する研究，歯科学報 100 ，935～936，2000. 市病・眼科， 病理， 法歯，

生化学， 生理， 口外Ⅱ， 市病・内科， 徳島大・歯・口病， 埼玉医科大・総合医療センター・第2

内科

8. 川口 充 ，澤木康平 ，大久保みぎわ ，山岸久子 ，原 理枝子 ，村松 敬 ，水口 清 ，山根源之，

山本 哲 ，茂木悦子 :唾液腺におけるベンゾジアゼピン受容体の機能特性―蛍光イメージング法に

よる細胞内クロライドイオンの解析―，歯科学報 100 ，936～937，2000. 薬理， 病理， 法歯，

生理， 矯正

学 会 抄 録

1. 渡邊 裕 :頭頸部腫瘍 プログラム・予稿集，頭頸腫瘍 26 ，383，2000.（第24回日本頭頸部腫瘍学会，東

京）
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2. 渡邊 裕，外木守雄，山根源之，平野 薫 ，高橋浩二 ，道 健一 :頭頸部腫瘍 プログラム・予稿集，

頭頸腫瘍 26 ，383，2000.（第24回日本頭頸部腫瘍学会，東京） 昭和大・歯・口外１

3. 高橋慎一 ，川島淳子 ，森本光明，山根源之 :歯科用インジウム合金により異汗性湿疹を発症し，再

使用により再燃および貨幣状湿疹を併発した1例，日皮アレルギー会誌 8 ，113，2000.（第30回日本

皮膚アレルギー学会，大阪市） 市病・皮膚科

4. 森本光明，小倉 基，岡村泰斗，福島大平，外木守雄，山根源之，田中陽一 ，高橋慎一 :慢性剥離性

歯肉炎の症状を呈した３症例，歯科学報 100 ，77，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

市病・臨検， 市病・皮膚科

5. 松井雅美，伊多波怜子，馬場里奈，竹下陽子，岩崎美和，藤平弘子，渡邊 裕，小澤靖弘，外木守雄，

山根源之 :顎間固定患者の口腔衛生管理，歯科学報 100 ，93，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，

千葉市）

6. 本橋佳子 ，西堀陽平 ，内山健志 ，田中葉子 ，小柳貴裕 ，高橋正憲 ，梅村直治 ，瀧野善夫 ，

蔵本千夏，外木守雄，山根源之，笠原正貴 ，間宮秀樹 ，金子 譲 :持続的に高 CK血症を呈した

右側口唇顎口蓋裂に対する集学治療例，歯科学報 100 ，95，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，

千葉市） 口外Ⅱ， 市病・小児科， 市病・整外科， 市病・麻酔科， 歯麻

7. 武安嘉大，渡邊 裕，野々山 進，森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之 :当科における小児入院症

例の検討―小児外傷における検討―，小児口腔外 10 ，53，2000.（第 回小児口腔外科学会，岡山市）

8. 木津康博，森本光明，外木守雄，山根源之 :顎骨腫瘍の術前診断における CT画像の多断面再構築プロ

グラムの有用性，日口腔外会誌 46 ，84～85，2000.（第168回日本口腔外科学会関東地方会，東京）

9. 青江利明，島田隆光，佐藤一道，森本光明，福島大平，山根源之，高橋慎一 ，田中陽一 :プレドニ

ゾロン，シクロスポリン併用療法に加えて二重膜濾過血漿交換療法を必要とした粘膜天疱瘡の一例，

日本口腔粘膜学会総会 ―プログラム・抄録集―，45，2000.（第10回日本口腔粘膜学会総会，徳島市）

市病・皮膚科， 市病・臨検

10. 小倉 基，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一 ，高橋慎一 :擦過細胞診およびデスモグレイン

抗体価測定が診断に有用であった尋常性天疱瘡の一例，日本口腔診断学会総会プログラム・抄録集，

2000.（第13回日本口腔診断学会総会，坂戸市） 市病・臨検， 市病・皮膚科

11. 高木多加志 ，田村耕一郎 ，野間弘康 ，外木守雄，森 悦秀 ，後藤昌昭 :口腔・顎顔面形態の三次

元計測の標準化に関する研究，日顎変形会誌 10 ，189～190，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，

大津市） 口外Ⅰ， 阪大・歯・口歯Ⅱ， 佐賀医大・歯口外

12. 小澤靖弘，渡邊 裕，外木守雄，山根源之，佐々木研一 ，田村英俊 :顎変形症患者の術後知覚障害に

関する研究―神経伸展が及ぼす影響について―，日顎変形会誌 10 ，210～211，2000.（第10回日本顎

変形症学会総会，大津市）2‐C-14 亀田総合病院歯口外
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13. 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―第三報知覚障害程度の違いによる触圧覚閾値回復過程―，日顎変形会誌 10

，211～212，2000.（第10回日本顎変形症学会総会，大津市） 口外Ⅰ， 阪大・歯・口歯Ⅱ， 佐賀医

大・歯口外

14. 伊藤由美 ，田中陽一 ，山根源之 :顎骨内腫瘍，日本口腔病理学会 プログラム・抄録集，38，2000.（第

11回日本口腔病理学会総会・学術大会，横浜市） 神歯大・口病， 市病・臨検

15. 渡邊 裕，山崎博嗣，松本浩一 ，飯田尚紀 ，関谷秀樹 ，石井宏明 ，龍田恒康 ，武田 朴 ，

山根源之，赤坂庸子 ，山本美朗 ，瀬戸 一 ，雨宮義弘 ，水野嘉夫 :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４報―計測機器の有用性について―，有病者歯科医療 8 ，69～70，

2000.（第8回日本有病者歯科医療学会総会，栃木県河内郡） 自治医大・歯口外， 鶴見大・歯・口外Ⅰ，

明海大・歯・口外Ⅰ， 日本光電（株）， 明海大・歯・口外Ⅰ， 鶴見大・歯・口外Ⅰ， 鶴見大・歯・麻

酔， 市病・内科

16. 新富芳浩，山根源之，野々山 進，島田隆光 :特発性血小板減少性紫斑病患者の抜歯２症例の検討，有

病者歯科医療 8 ，81，2000.（第８回日本有病者歯科医療学会総会，栃木県河内郡）

17. 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嚢腺癌の一例，口腔腫

瘍 12 ，142～143，2000.（第18回日本口腔腫瘍学会，東京） 市病・臨検

18. 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，口腔腫

瘍 12 ，165～166，2000.（第18回日本口腔腫瘍学会総会，東京） 市病・臨検

19. 竹下陽子，馬場里奈，松井雅美，藤平弘子，森崎重規，福島大平，森本光明，山根源之 :慢性剥離性歯

肉炎を有する患者の口腔ケアについて，日歯周病会誌 42（秋季特別号），213，2000.（第43回日本歯周

病学会学術大会，豊中市）

20. 藤平弘子，松井雅美，岩崎美和，堀川拓郎，渡邊 裕，山根源之 :嚥下障害患者に対する歯科衛生士か

らのアプローチ ―脊髄小脳変性患者の1例―，口腔衛会誌 50 ，658～659，2000.（第49回日本口腔衛

生学会総会，札幌市）

21. 木津康博，高田篤史，森本光明，外木守雄，山根源之 :著明に萎縮した上顎骨における頬骨インプラン

トの応用，歯科学報 100 ，86，2000.（第270回東京歯科大学学会，千葉市）

22. 佐々木研一 ，田村英俊 ，綿引隆一郎 ，小倉 基 ，野間弘康 ，矢島安朝 ，山根源之，内山健志 ，

山崎康夫 :メジャーテープ（羅針絆）のインプラントへの応用，歯科学報 100 ，87，2000.（第270回

東京歯科大学学会総会，千葉市） 亀田総合病院・歯口外， 口外Ⅰ， 口外Ⅱ， 東京都

23. 佐々木研一 ，田村英俊 ，綿引隆一郎 ，小倉 基 ，野間弘康 ，山根源之，桑名次郎 :顎関節鏡視

下バルーンパンピングカテーテルの開発と臨床応用，歯科学報 100 ，89，2000.（第270回東京歯科大

学学会総会，千葉市） 亀田総合病院・歯口外， 口外Ⅰ， 富士システムズ・学術部
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24. 花上伸明，江川清源，渋谷昌幸，穂積隆浩，足立桂子，渡邊 裕，小澤靖弘，外木守雄，山根源之，

藤平弘子，松井雅美，岩崎美和，中島庸也 ，浅香大也 ，松脇由典 ，久納 浄 ，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 第二報，歯科学報 100

，92，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市） 市病・耳鼻科， 水病・総合歯科

25. 小澤靖弘，花上伸明，渡邊 裕，蔵本千夏，木津康博，野々山 進，森本光明，福島大平，外木守雄，

山根源之 :当科における顎顔面骨折の臨床統計的観察，日口腔科会誌 49 ，467，2000.（第54回日本

口腔科学会総会・学術大会，東京）

26. 山崎博嗣，築山 節 ，渡辺英寿 ，山根源之 :表情筋運動と前頭葉脳血流動態について―第１報―，日

口腔科会誌 49 ，493～494，2000.（第54回日本口腔科学会総会・学術大会，東京） 河野臨床医学研究

所北品川病院， 東京警察病院脳神経外科

27. 中村直史，島田隆光，奥原康行，岡村泰斗，福島大平，森本光明，山根源之，高橋慎一 :歯科用イン

ジウム合金の再使用によって再燃を認めた歯科金属疹の一例，日口腔科会誌 49 ，556，2000.（第54

回日本口腔科学会総会・学術大会，東京） 市病・皮膚科

28. 渡邊 裕，山根源之，外木守雄，蔵本千夏，田中陽一 :頭頸部横紋筋肉腫に対する CDDP+カフェイン

動注化学療法の効果に対する検討，歯薬物療 19 ，186～187，2000.（第20回日本歯科薬物療法学会学

術大会，東京） 市病・臨検

29. 佐藤一道，渡邊 裕，小澤靖弘，森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之 :睡眠時無呼吸症候群（SAS）

に対する下顎前方牽引装置（PMA）による治療の検討，日口腔外会誌 46 ，177，2000.（第45回日本口

腔外科学会総会・学術大会，千葉市）

30. 武田宇央，花上伸明，木津康博，外木守雄，山根源之 :放射線照射における口腔乾燥症に関する実験的

研究，日口腔外会誌 46 ，191～192，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市）

31. 岡崎雄一郎，佐藤一道，森崎重規，外木守雄，山根源之，田中陽一 :早期舌癌の診断に関する実験的

研究（第１報），日口腔外会誌 46 ，198，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市）

市病・臨検

32. 木津康博，高田篤史，森本光明，外木守雄，山根源之，小宮山彌太郎 :頬骨に支持を求める Zygo-

maticus fixture の応用 ―上顎歯槽堤萎縮症例への対策 その２―，日口腔外会誌 46 ，35～36，

2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 補綴Ⅲ

33. 小宮山彌太郎 ，木津康博，外木守雄，山根源之 :即日インプラント療法“ブローネマルク・ノヴァム”

の臨床経験，日口腔外会誌 46 ，36，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 補綴

Ⅲ

34. 武田栄三 ，片倉 朗 ，高木多加志 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，柿澤 卓 ，野間弘康 ，小澤靖弘，

山根源之，下野正基 :当講座における唾液腺腫瘍の臨床的検討，日口腔外会誌 46 ，906～907，

2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 口外Ⅰ， 病理
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35. 外木守雄，上條 穂，潮田高志，奥原康行，藤平弘子，森崎重規，蔵本千夏，渡邊 裕，山根源之，

小池 薫 ，山本保博 ，荒木久美子 ，山根 瞳 :救命救急センターにおけるオーラルケアの有用性

について，ICUと CCU 別冊 25 ，2001.（第15回千葉集中治療研究会，千葉市） 日医大・救急医学／

高度救急救命センター， アポロ歯科衛生士専門学校

36. 高橋慎一 ，川島淳子 ，森本光明，山根源之 :掌蹠膿疱症患者の歯性病巣感染とその治療効果，日皮

会誌 110 ，426，2001.（第100回日本皮膚科学会総会，東京） 市病・皮膚科

37. 高橋慎一 ，川島淳子 ，森本光明，山根源之 :歯性病巣治療が著効した掌蹠膿疱症の６例，日皮会誌

111 ，735，2001.（第99回日本皮膚科学会総会，仙台市） 市病・皮膚科

38. 原口孝之，外木守雄，山根源之，松坂賢一 ，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，老年歯学 15 ，322，2001.（第11回日本老年歯科医学会大会，横浜市）実動施設

病理

39. 岩崎美和，伊多波怜子，竹下陽子，馬場里奈，松井雅美，藤平弘子，渡邊 裕，外木守雄，山根源之 :

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，老年歯学 15 ，329～

330，2001.（第11回日本老年歯科医学会大会，横浜市）

40. 渡邊 裕，蔵本千夏，木津康博，小澤靖弘，野々山 進，森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之 :当

科における顎顔面骨折の臨床統計的検討 ―老年者顎顔面骨折の特徴について―，老年歯学 15 ，

334，2001.（第11回日本老年歯科医学会大会，横浜市）
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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．大気中の浮遊微粒子の増加に伴う肺炎入

院数の増加が報告されており，免疫能の低下が示唆される．現在，ディーゼル排気微粒子の好中球機能に及

ぼす影響も検討中である．

Am J Respir Crit Care Med １６１，Ａ９１３，２０００

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

寺嶋 殻 浮遊微粒子の健康に及ぼす影響 University of Brit-
ish Columbia, Pul-
monary Research
Laboratory, St.

Vancouber.
B. C.
Canada

James C.
Hogg
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論 文

1. 岸川 浩，吉田英雄 ，中溝裕雅 ，広川雅彦 ，鈴木秀和 ，木村裕之 ，永田博司 ，斎藤英胤 ，

三浦総一郎 ，石井裕正 :物理的圧力負荷による小腸上皮細胞の増殖およびサイトカイン放出の検

討，Cyto-prot biol 18，49～51，2000. 原著 慶大・医・内科， 防衛医大・内科

2. 本橋佳子，久松理一，松岡克善，池澤智明，辰野 聡 ，水野嘉夫，西田次郎 :門脈血栓症を合併した

細菌性肝膿瘍の一例，歯科学報 101 ，229～233，2001. 症例 市病・放科

3. 松岡克善，久松理一，本橋佳子，池澤智明，辰野 聡 ，水野嘉夫，西田次郎 :肝動注療法と全身化学

療法の併用が奏効した肝転移合併胃癌の一例，癌と化療 28，243～246，2001. 症例 市病・放科

解 説

1. 岸川 浩，久松理一，西田次郎 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」：2.消化管の内視鏡，歯科学報

100 ，417～425，2000.

2. 寺嶋 毅 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」 3.呼吸器の内視鏡 気管支鏡―診断および治療への

応用，歯科学報 100 ，513～517，2000.

3. 西田次郎，久松理一，岸川 浩 :やせ・体重減少，産と婦 67 ，897～900，2000.

4. 笠谷知宏，武井 泉 :糖尿病と治療薬の最新知見，Pharm D 2 ，18～21，2000. 慶大・医・中央臨

床検査部

そ の 他

1. 寺嶋 毅 :誌上討論 検診でびまん性胸部異常陰影を指摘され，その後呼吸困難の出現が見られた50歳，

男性，内科専門医会誌 12 ，532～533，2000.

学 会 抄 録

1. Terashima, T.，Amakawa, K. ，Matsumaru, A.，Yamaguchi, K. : Effect of bronchoalveolar lavage

on serum cytokine levels and bone marrow release of neutrophils, Am J Respir Crit Care Med 161

，A178，2000.（2000 American Thoracic Society Internatinal Conference, Tronto, Canada） 慶大・医・

内科

2. Amakawa, K. ，Terashima, T.，Matsumaru, A.，Sagai, M. ，Yamaguchi, K. : Suppressive effects

of exhaust particles on the cytokines from alveolar macrophages, Am J Respir Crit Care Med

161 ，A913，2000.（2000 American Thoracic Society International Conference, Toronto, Canada） 慶

大・医・内科， 国立環境研究所

3. Kishikawa, H.，Miura, S. ， Nakamizo, H. ， Yoshida, H. ， Horikawa, M. ， Suzuki, H. ，

Saito, H. ， Nagata, H. ，Nishida, J.，Ishii, H. : Effect of ethanol on inflammatory cytokine

secretion in rat intestinal epithelial cells, Biomedical research on alcoholism，2000.（10th congress of

the international soceity for biomedical research on alcoholism, Yokohama） 防衛大・医・内科， 慶大・

医・内科
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4. 井口豊崇，岸川 浩，久松理一，辰野 聡 ，田中豊治 ，田中陽一 ，小出 紀 ，西田次郎 :血小板減

少を契機に発見された脾静脈血栓症の一例，日消病会誌 40，2000.（第260回日本消化器病学会関東支部

例会，宇都宮市） 市病・放科， 市病・外科， 市病・臨検

5. 中島 剛，岸川 浩，長澤逸人，福谷英成，西田次郎，高橋慎一 :壊疽性膿皮症をきたした潰瘍性大腸

炎の一例，第13回東葛地区消化器疾患研究会抄録集 2，2000.（第13回東葛地区消化器疾患研究会，柏市）

市病・皮膚科

6. 吉田真衣子，荒川幸喜，中島 剛，長澤逸人，岸川 浩，野本佳子，福谷英成，寺嶋 毅，笠谷知宏，

仁科牧子，西田次郎，青柳貞一郎 ，畠 亮 ，田中陽一 ，小出 紀 :低カリウム血症による筋力低

下で発症した原発性アルドステロン症の一例，歯科学報 100，1127，2000.（第270回東京歯科大学学会

総会，千葉市） 市病・泌尿科， 市病・臨検

7. 田中豊治 ，吉野肇一 ，小野成夫 ，小川信二 ，石 志紘 ，服部裕昭 ，岸川 浩，西田次郎 :小腸内

視鏡（SIF）で術前に診断が可能であった空腸癌の一例，Progress of Digestive Endoscopy，2000.（第

71回日本消化器内視鏡学会関東地方会，千葉市） 市病・外科

― 207 ―



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，癌性腹膜炎の治療（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）胃癌の治療に生じたいわゆる「ボタンの掛け違い」とその修正への努力に相当するものとして，次の５点

をあげた．�病理組織診断における病理医間における著明な差異（われわれの努力によって治療に成功した
１例を提示），�本邦における胃癌に対するmedical oncologist の絶対的な不足，�十分な証拠なしに行わ
れている術後補助化学療法．�有効であると考えられる予防法である禁煙およびH．pylori 除菌に対する啓
蒙活動の不足，�早期胃癌に対する標準手術（胃およびリンパ節の広範囲切除，大網・網嚢切除など，本来
はリンパ節転移を伴う漿膜浸潤陽性の進行胃癌に対する治療法）の適応．これについては根治的 vs 機能温

存性という癌治療上さけることができない背反二律を早期胃癌においてある程度解消したわれわれの先駆的

努力により，かなりの修正が行われた．

Jpn J Cancer Chemother ２７�，８４６～８５１，２０００．

２）当科で開腹手術を受けたスキルス胃癌２１例，年齢平均は５９．８歳．男性９例，女性１２例．全例がＰ１以上お

よびCY１で腹水貯留．厚さ０．２５mmのシリコンラバー製薄膜を閉腹時に腹腔内に留置し，このシートを介

して各種抗癌剤を継続注入した．全例がCY陰性となり．腹水完全消失は１２例，一過性消失は３例．Perform-

ance Status（PS）の改善は１６例にみられ１４例が退院した．在宅率は３６．１％．平均生存期間は５．１ヶ月で，最

長１８ヶ月．２０００年１月現在３例が生存している．本法は癌性腹膜炎を併発するスキルス胃癌の治療に有効で

あると考えられた．

日消外会誌 ３３�，８８０，２０００．

３．科研費補助金・各種補助金

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

小野 成夫 ２０００．１１．２２ 縫合糸使用の現状と問題点 職業感染と縫合糸使用の現況
研究会

福岡市

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）
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学会招待講演

５．教育講演等教育に関する活動

教育ワークショップ等

教育講演等

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

吉野 肇一 ２０００．８．２８ 特別講義「胃癌治療におけるボ
タンお掛け違い―過大侵襲を
避けるには―

第１０回大分外科侵襲懇話会 大分市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

吉野 肇一 ２０００．７．２２ 消化器手術器械の進歩とその適
切な使い方
開腹かで用いる手術器械（基本
手技）

第５５回日本消化器外科学会総
会

宮崎市

吉野 肇一 ２０００．１１．１７「からだにやさしい癌（がん）治
療」

第１９回公開市民講座 名古屋市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

吉野 肇一 ２０００．７．１５
～１６

第１回東京歯科大学カリキュラ
ム研修ワークショップ

タスクフォース 木更津市
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論 文

1. 吉野肇一 :外科学次世代への展望，手術 54，433～436，2000. 総説

2. 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，癌と化療 27，846～850，2000. 原著 市病・臨検

解 説

1. 吉野肇一 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」を始めるにあたって，歯科学報 100，315～317，

2000.

2. 石 志紘，吉野肇一 :糸，消外 23 ，933～938，2000.

3. 小川信二，吉野肇一 :胃の腫瘍性疾患 早期胃癌 縮小手術と標準手術の対象になるもの，外科治療 82，

99～106，2000.

4. 小野成夫 :術後感染発症阻止薬の選択理論と実際 上部消化管手術，臨外 55 ，827～834，2000.

5. 服部裕昭 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」6.乳腺における内視鏡・乳管内視鏡について，歯科

学報 100，811～814，2000.

6. 吉野肇一 :胃癌外科手術の変遷・歴史，日外会誌 101 ，855～860，2000.

7. 田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭 : abdominal compartment syndrome

に対する open peritoneal drainage，救急・集中治療 13（273），205～213，2001.

8. 石 志紘 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」 12.胸腔の内視鏡，歯科学報 101，267～271，2001.

単 行 図 書

1. 吉野肇一（a）:著分担 :お腹から元気になる本（a）胃・腸 61～66頁，世界文化社，東京，2000.

2. 吉野肇一（a），小川信二（a）:著分担 :続・残胃癌（a）残胃の癌と「胃癌取り扱い規約」 256～260頁，

医学ジャーナル社，東京，2000.

そ の 他

1. 吉野肇一 :最新 アッペ・ヘモ・ヘルニア・下肢バリックス 序，手術 54 ，2000.

2. 吉野肇一 :からだにやさしい癌（がん）治療 第19回公開市民講座，中日新聞，2000.

3. 吉野肇一 :胃腸快調おいしいレシピ，だいじょうぶ，102～103，2001.

学 会 抄 録

1. 坂本純一 ，吉野肇一 : EBM の観点よりみた進行胃癌臨床比較対照試験における悪性度の指標として

の血性腫瘍マーカー値の評価，日消外会誌 33 ，1083，2000.（第55回日本消化器外科学会総会，宮崎

市） がん集学的研究治療財団
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2. 田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘 :スキルス胃癌の治療，日消外会誌 33 ，880，

2000.（第55回日本消化器外科学会総会，宮崎市）

3. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭 :医療用シリコン性薄膜を

用いた癒着性イレウス根治術，市川医学会プログラム，1，2000.（第８回市川医学会，市川市）

4. Hattori, H.，Yoshino, K.，Tanaka, T.，Ono, S.，Ogawa, S.，Shin, C. : G-CSF-producing squamous

cell carcinoma of the breast, American College of Surgeons 86th Annual Clinical Congress

Program，297，2000.（American College of Surgeons 86th Annual Clinical Congress, Chicago, USA）

5. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭 :高度癒着性イレウスに対

する根治術，千外会誌，2000.（第38回千葉県外科学会，千葉市）

6. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭，岸川 浩 ，西田次郎 :

小腸内視鏡（SIF）で術前に診断が可能であった空腸癌の１例，消化器内視鏡の進歩 58 ，80，2000.

（第71回日本消化器内視鏡学会関東地方会，千葉市） 市病・内科

7. 小野成夫，田中豊治，吉野肇一 :大腸手術の術前腸管処置としての抗菌薬投与，日本外科感染症研究会

プログラム・抄録集，2000.（第13回日本外科感染症研究会，東京）

8. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭 :小腸内視鏡で診断し得た

原発性空腸癌の１例，慶応外科フォーラム総会プログラムおよび学術講演抄録集，28，2001.（第24回

慶応外科フォーラム総会，東京）

9. 落合大樹，石 志紘，服部裕昭，小川信二，小野成夫，田中豊治，吉野肇一，辰野 聡 :宿便性 S状結

腸穿孔の１例，日腹部救急医会誌 21 ，448，2001.（第36回日本腹部救急医学会総会，北九州市） 市

病・放科

10. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭，辰野 聡 ，岸川 浩 ，

西田次郎 :残胃癌に併発した脾膿瘍の１例，日腹部救急医会誌 21 ，480，2001.（第36回日本腹部救

急医学会総会，北九州市） 市病・放科， 市病・内科

11. 落合大樹，田中豊治，吉野肇一，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭 :イレウス管抜去後に発症

した腸重積症の１例，第780回外科集談会プログラム，2001.（第780回外科集談会，東京）
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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

講 師 佐伯 公子 不整脈／虚血性心疾患

助 手 船津 陽子 不整脈

大木 貴博 虚血性心疾患

佐藤 俊明 不整脈

岡田 豊 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及び薬効により評価し，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. Satou, T.，Mitamura, H. ，Ogawa, S. : Electrophysiologic findings of a patient with inappropriate

sinus tachycardia cured by selective radiofrequency catheter ablation., J Electrocardiol 33，381～

386，2000. 原著 慶大・医・循環器科
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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 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とMRI に

よる脳容量解析

２）３世代にわたる SIADH様水利尿不全の１家系

講 師 杉田記代子 ３）MEGによる年齢依存性てんかん症候群の病態解析

助 手 古庄 知己

助 手 有馬ふじ代

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重

要である。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結果，前頭葉機能障害は，成人以降および３歳で補充療法を開始

した３例では充分回避することができず、生後まもなく補充療法を開始した３症例においては回避された。

以上から，BH４欠損症においては，現行の早期治療開始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。現在これらのBH４欠損症の

MRI による脳容量解析を行っている。現時点で終了している皮質、灰白質をそれぞれ１つのコンパートメ

ントとみなす解析方法において，BH４欠損症患者の脳各部の容積は正常対照と差がなかった。今後，前頭

葉脳容量解析における差を検討する予定である。

J Inherit Metabo Dis ２３，４６，２０００．

２）３世代にわたる SIADH様水利尿不全の１家系

近年，腎近位尿細管における水再吸収の機序が解明されつつある。我々は，３世代にわたり SIADHと同

様な水利尿不全を示す１家系（発端者，母，母方祖母）の病態を解析するために，AVP受容体遺伝子，ア

クアポリン２（AQP２）遺伝子の変異の有無を検討した。病因としてAVP受容体遺伝子の gain of function

mutation の可能性が考えられたが，患児，同胞２例，両親，母方祖母のAVP受容体遺伝子に変異はな

かった。近位尿細管における水チャンネルであるAQP２遺伝子にも変異はなかった。現時点では本家族例

の水利尿の病因は不明であるが，過去に家族性の SIADH発症報告例はないことから，さらに病態を追求し

たいと考えている。AVP受容体遺伝子のプロモーター領域の遺伝子変異，AQP２の細胞質内の recycling

vesicle への回収障害などについての検討を要すると考えられる。来年度中に症例報告を行い，遺伝子レベ

ルでの病態解析を継続する予定である。

日本小児科学会雑誌 １０４，７６５，２０００．（第３３回 日本小児内分泌学会，大宮市）

３）MEGによる年齢依存性てんかん症候群の病態解析

現在までに小児てんかん５症例のMEG検索を行った。うち２例は病巣部と推察される付近でMEG変化

が見られず，てんかん原性の異常放電が無いことが確認された。３例は臨床症状と脳波所見からは欠神発作

（＝全般性てんかんの一種）と分類されるてんかんであったが，MEGの所見からてんかん病巣が特定で

き，複雑部分発作すなわち，局在関連てんかんであることが確定された。
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以上の結果から，MEGはてんかん病態を詳細に検討するのに有用であると言え，従来の手法では捕えら

れなかった神経細胞の異常放電の空間的および時間的解析に優れている事が指示された。

さらに，MEG所見と神経生理的病態所見との検討を加えて行きたい。

平成１２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 p３５－３６
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論 文

1. 中埜信太郎，杉田記代子，田中葉子 :髄液抗ガラクトセレブロシド抗体価の上昇を伴った Mycoplas-

ma pneumoniae 脳炎の１例，脳と発達 32 ，530～533，2000. 症例

2. 田中葉子 :思春期の患者の診察，小児診療 64 ，24～29，2001. 総説

学 会 抄 録

1. 本橋佳子 ，西堀陽平 ，内山健志 ，田中葉子，小柳貴裕 ，高橋正憲 ，梅村直治 ，瀧野善夫 ，

蔵本千夏 ，外木守雄 ，山根源之 ，笠原正貴 ，間宮秀樹 ，金子 譲 :持続的に高 CK血症を呈

した右側口唇顎口蓋裂に対する集学治療例，歯科学報 100 ，607，2000.（第269回東京歯科大学学会例

会，千葉市） 口外Ⅱ， 市病・整外科， 市病・麻酔科， 市病・オーラルメディシン， 歯麻

2. 有馬ふじ代，中埜信太郎，杉田記代子，田中葉子 :新生児 GBS感染症に対する周産期管理プロトコー

ルの評価，歯科学報 100 ，610，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

3. Tanaka, Y.，Katou, M. ，Shintaku, H. ，Okano, Y. ，Tanaka, K. ，Kondo, H. ，Yamamato, S. ，

Matsuo, N. : Effect of early l-dopa and tetrhydrobiopterin treatment on prefrontal function in 6-

pyruvoyltetrahydropterin synthase deficiency, J Inherit Metab Dis. 23（supple 1），46，2000.（VIII

International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Cambridge, UK） 市病・精神・神経科， 大阪市

大・医・小児科， 新潟大・医・神経内科， 千葉大・医・小児科， 慶大・医・小児科

4. 小泉和浩 ，末石研二 ，谷田部賢一 ，田中葉子 :毛髪・鼻・指節症候群Ⅰ型の１矯正治験，第59回

日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集，273，2000.（第59回日本矯正歯科学会大会，大阪市） 東

京都， 水病・矯正科

5. Tanaka, Y.，Ogata, T. ，Muroya, K. : A boy with micropenis and anterior pituitary hypoplasia,

Program and poster abstracts of 29th Internatinonal Symposium，76，2001.（29th International

Symposium GH and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism, Marrakech, Morocco） 東京電力

病院・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

講 師 島本 佳憲 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）

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）

より安全で確実な動脈瘤クリッピング術を施行するための取り組み

術中内視鏡による動脈瘤頚部残存の検索とドップラー血流計による脳血流の確認

（Ａ００‐０７６０‐１）

２．成果の概要

１）脳動脈瘤クリッピングは既に１２例施行した．１例を除き，安全で確実なクリッピングが施行できたが，１

例において深部穿通枝領域に術後脳梗塞が発生した．現状のドップラープローブでは深部の細い血管の血流

を検索する事が不可能であり，プローブの改良が今後の課題であると考える．

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．症例によっては責任血管が不明であることがあり，術前あるいは

術中に責任血管を同定する方策の開発が今後の課題である．
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解 説

1. 井上 洋 :シリーズ（人体における内視鏡の世界）4.脳神経の内視鏡（神経内視鏡），歯科学報 100 ，

635～642，2000.

学 会 抄 録

1. 井上 洋，成高平治 :髄膜炎治療中に増大が認められた脳動静脈奇形の一例（細菌性脳動脈瘤の合

併），脳卒中の外科，115，2000.（第29回日本脳卒中の外科学会，東京） 神奈川県済生会病院

2. 島本佳憲 : Bone cement を用いた頚髄への前方アプローチ，第５回 KNC脳疾患研究会抄録集，2，

2000.（第５回 KNC脳疾患研究会，御殿場市）

3. 島本佳憲，井上 洋，大場茂夫 :左海綿静脈洞感染が原因と考えられた lt-painful cavernous sinus

syndrome の一例，日本脳神経外科学会関東地方会抄録集，3，2001.（第81回日本脳神経外科学会関東

地方会，東京） 国立病院東京医療センター
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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腱修復

の実験的研究

助 手 南雲 剛史 骨軟部腫瘍

矢部 寛樹 骨軟部腫瘍

小野 宏之 手の外科

２．成果の概要

１）骨形成促進の実験的研究（Ａ０１‐０６６０‐１，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，歯科学報に投稿した．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した．

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．

２）損傷腱の修復に関する実験的研究

平成１３年度より科研費基盤研究の助成を受けて超音波パルスまたは磁場が損傷腱の修復に及ぼす影響を

ラットを用いて実験を開始した．

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

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

高橋 正憲 凍結保存骨膜の骨形成能に関する実
験的研究

慶應大学整形外科学
教室

東京 高尾 努

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
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４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

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）

川久保 誠 磁場照射または超音波パルスの照射が損傷腱及び靭帯の修
復に及ぼす影響について

科学研究費・基盤（Ｃ）

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

川久保 誠 ２００１．３．２２ 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
ヘパリンの予防効果

第３１回日本人工関節学会 東京
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論 文

1. 川久保 誠 :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―，歯科学報 100 ，962～970，2000. 原著

2. 高橋正憲，小柳貴裕，高尾 努，田中陽一 ，阿部伸一 ，松坂賢一 :鶏卵漿尿膜上で培養された幼弱

骨膜からの骨形成過程の組織学的検討，歯科学報 100 ，1081～1089，2000. 原著 A-97-0660-2 市

病・臨検， 解剖， 病理

解 説

1. 小柳貴裕 :人体における内視鏡の世界 整形外科領域の内視鏡 1）脊椎外科，歯科学報 100 ，1171～

1176，2000.

2. 小柳貴裕 :腰椎の機能解剖，全身咬合 7 ，49～53，2001.

3. 小柳貴裕 :腰椎診察手技，全身咬合 7 ，87～91，2001.

4. 川久保 誠 :シリーズ「人体における内視鏡の世界」 10.整形外科領域の内視鏡 2）関節鏡，歯科学報

101 ，1～4，2001.

単 行 図 書

1. 小柳貴裕 :著分担 :脊椎内視鏡（a）腰仙部固定 114～119頁，メジカルビュー社，東京，2000.

2. 小柳貴裕 :著分担 :図説腰椎の臨床（a）腰椎の機能解剖とバイオメカニクス 29～38頁，（b）手術療法

内視鏡手術 120～128頁，メジカルビュー社，東京，2001.

3. Kawakubo, M.，Koyanagi, T.，Takahashi, M. : 著分担 : Arthroplasty 2000 : Recent Advances in

Total Joint Replacement（a）Intraoperative Analysis for Soft Tissue Balancing with Total Knee

Arthroplasty 145～150頁，Springer, Tokyo，2001.

そ の 他

1. 小柳貴裕 :脊椎脊髄外科の統計学 比例ハザードモデル，脊椎脊髄ジャーナル 13 ，1101～1108，

2000.

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 ，181，

2000.（第29回日本脊椎外科学会，名古屋市）

2. 川久保 誠 :人工膝関節置換術における軟部組織バランスの定量的評価。―圧センサーを用いた新しい

評価法―，歯科学報 100 ，576，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

3. Kawakubo, M.，Takahashi, M.，Koyanagi, T. : Low-molecular-weight heparin prophylaxis of deep

vein thrombosis after total knee arthroplasty, International Symposium on Thromboembolism，

2000.（7th International Symposium on Thromboembolism, Majorca, Spain）

― 221 ―



― 222 ―

4. 浪花豊寿，高橋正憲，高尾 努，兼子 智 ，山崎一人 ，戸山芳昭 :凍結保存骨膜の骨形性能に関する

実験的研究（第３報）―各種凍結保護剤により処置した骨膜の超微形態的検討―，日整外会誌 74 ，

S1391，2000.（第15回日本整形外科基礎学術集会，京都市） A-01-0660-1 市病・産婦人科， 慶大・医・

病理， 慶大・医・整外科

5. 高橋正憲，浪花豊寿，兼子 智 ，高尾 努，小柳貴裕，川久保 誠，穴澤卯圭 :骨膜付き骨の凍結条件

の違いによる viabilityの検討（実験的研究），日整外会誌 74 ，S1558，2000.（第15回日本整形外科基

礎学術集会，京都市）A-01-0660-1 市病・産婦人科

6. 小柳貴裕，穴澤卯圭，川久保 誠，川久保武生，高橋正憲 :内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の小経

験，東日本臨整外会誌 50，307，2000.（第50回東日本臨床整形外科学会，東京）

7. 高橋正憲 :整形外科から見た腰痛の考え方，国際歯科学士会第31回冬期学会プログラム，10～11，

2001.（国際歯科学士会第31回冬期学会，東京）

8. 川久保武生，川久保 誠，小柳貴裕，高橋正憲 :両側同時発生した自家筋力による脛骨近位骨端線離開

の一例，膝，2001.（第26回日本膝関節学会，東京）

9. 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

リンの予防効果について，日整外会誌 74 ，844，2001.（第73回日本整形外科学会学術集会，神戸市）

10. 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

リンの予防効果，日人工関節会誌，S4，2001.（第31回日本人工関節学会，東京）

11. 小柳貴裕，高橋正憲，川久保 誠，穴澤卯圭，矢部寛樹，高尾 努 :整形外科領域における骨採取とその

問題点，歯科学報 100 ，1123，2001.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）

12. 川久保武生，小柳貴裕，川久保 誠，高橋正憲 :腰痛，坐骨神経痛様疼痛を呈した仙骨不全骨折の４例，

東日本臨整外会誌 50，181，2001.（第50回東日本臨整会誌臨床整形外科学会，東京）
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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

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）

柏木 哲 体外受精・胚移植における排卵誘発（A９７－０６７０－１）

２．成果の概要

１）ヒト精液からのHIVウィルスの除去 （A９７－０６７０－１）

逆転写酵素阻害剤等の抗ウィルス剤が臨床応用され，HIV感染者の予後は著しく改善された。それに伴

い挙児希望の声が聞かれるようになった。本研究は感染者精液からHIVウィルスを除去した後，体外受

精・胚移植を行うことを目的とした。その基礎研究として Percoll 密度勾配遠心分離法および swim up 法に

より精液を処理し，HIVウィルスが除去可能かを検討した。被検精液（１２例，精液中HIVRNA量３３０－３００００

copies）は処理後，全て検出限界（５０copies 以下）となった。その後RT－PCR法の感度向上が図られ，検

体中のRNA量は２copies 以下であることが明らかとなった。本年，本法は臨床応用され，２例の妊娠例が

得られた。

AIDS １４�，１６１１～１６１６．２０００．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

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 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

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・基盤（Ｃ）

田辺 清男 顆粒膜細胞内FSH刺激伝達機構に関する生化学 科学研究費・基盤（Ｃ）
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５．研究活動の特記すべき事項

学会招待講演

学会・研究会主催

６．教育講演等教育に関する活動

教育講演

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

田辺 清男 ２０００．１０．７ 第１回千葉リプロダクション研
究会学術講演会

ホテルサンガーデン千葉 千葉市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備考

田辺 清男 ２０００．１２．２ 女性の健康を考える－美しく
健やかな暮らしを目指して－

平成１２年度日本産科婦人科
学会福岡地方部会

福岡市

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

田辺 清男 ２０００．９．２９ 新しい避妊法“銅不可 IUD（子
宮内避妊具）”

第４１回日本母性衛生学会 岐阜市

田辺 清男 ２０００．７．８ 低用量ピルの使用に際して注意
すべきこと

第１８回千葉母性衛生学会 千葉市
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論 文

1. 郡山 智，赤星晃一，宮越 敬，黒島正子，佐久間雄一，兼子 智，田邊清男 :当院で行っている従来培

精法による体外受精・胚移植（conventional IVF）の成績と限界，歯科学報 100（6），611，2000. 臨床

2. Hanabusa, H. ，Kuji, N. ，Kato, S. ，Kaneko, S.，Tanaka, H. ，Yoshimura, Y. : An evaluation

of semen processing methods for eliminating HIV-1., AIDS 14 ，1611～1616，2000. 原著 荻窪病

院・小児科， 慶大・医・産婦科， 慶大・微学

解 説

1. 兼子 智，田邊清男 :ヒト精子の凍結保存と臨床応用，細胞培養工学 26 ，56～59，2000.

2. 兼子 智，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，田邊清男 :精子凍結保存の方法とその必要性，産

婦の世界 52，76～81，2000.

3. 田邊清男 :経口避妊薬，中毒研究 13 ，127～134，2000.

4. 田邊清男，兼子 智，郡山 智，赤星晃一，山本百合恵 ，酒井のぞみ ，浜谷敏生 ，吉村泰典 :不妊

の治療 AIH, AID，臨婦産 54 ，566～571，2000. 慶大・医・産婦科

5. 田邊清男 :低用量ピルのガイドライン，産婦の世界 52 ，425～433，2000.

6. 兼子 智，田邊清男 :生殖補助医療における感染予防―精液からのエイズ感染を中心に―，産婦の世界

52 ，471～479，2000.

7. 郡山 智，赤星晃一，宮越 敬，黒島正子，佐久間雄一，兼子 智，田邊清男 :体外受精・胚移植 1）

conventional IVF，産婦の実際 49 ，1241～1247，2000.

8. 郡山 智，宮越 敬，黒島正子，赤星晃一，佐久間雄一，冨永英一郎，柏木 哲，郡山純子，兼子 智，

田邊清男 :人体における内視鏡の世界 8.女性生殖器内視鏡，歯科学報 100 ，1031～1036，2000.

9. 田邊清男 :急性中毒 ―的確な治療のために―，救急医学 25 ，233～235，2001.

10. 兼子 智，田邊清男 :人工授精法の進歩 ―精子調整法の新しい展開―，産と婦 68 ，168～172，2001.

単 行 図 書

1. 兼子 智（a），（b），郡山 智（c）:著分担 : ARTラボラトリー 不妊治療の新しい展開のために（a）簡易培

養法 60～63頁，（b）培養液に添加する血清 76～79頁，（c）精子の凍結保存 136～139頁，メジカルビュー

社，東京，2000.

2. 田邊清男（a），白石 悟 （a），荘 隆一郎 （a），中川博之 （a）:著分担 :卵子研究法 ―Ovum

Research―（a）排卵とパラクライン 71～78頁，養賢堂，東京，2001. 大田原赤十字病院， 東京都
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プロシーディングス

1. 田邊清男 :ピル服用の具体的問題 ―発売６ヶ月の経験から―，日産婦学会プログラム，212，2000.（第

52回日本産科婦人科学会総会，徳島市）

そ の 他

1. 田邊清男 :低用量ピルについて，日本産婦人科学会 埼玉地方部会誌 30，147～161，2000.

学 会 抄 録

1. 宮地系典 ，石川博通 ，名嘉栄勝 ，青柳貞一郎 ，早川邦弘 ，畠 亮 ，兼子 智，大橋正和 ，

村井 勝 :ヒト精子に対する Substance P の影響，日泌会誌 91 ，372，2000.（第88回日本泌尿器科

学会総会，札幌市） 市病・泌尿科， 慶大・医・泌尿科

2. 岩本晃明 ，吉池美紀 ，馬場克幸 ，兼子 智，塚本泰司 ，並木幹夫 ，奥山明彦 ，末岡 浩 ，

小松 潔 :精液検査の標準化に向けての提案，日泌会誌 91 ，374，2000.（第88回日本泌尿器科学会

総会，札幌市） 聖マリアンナ医大・泌尿科， 慶大・医・産婦科

3. 宮越 敬，田邊清男，谷垣伸治 ，石本人士 ，宮崎豊彦 ，吉村泰典 :先天性小腸閉塞・狭窄症の出

生前画像検査所見に関する検討，第36回日本新生児学会総会学術集会プログラム，223，2000.（第36

回日本新生児学会総会，東京） 慶大・医・産婦科

4. 兼子 智，西田智保 ，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，佐久間雄一，岩本晃明 ，田邊清男 :

ヒト精子頭部形態測定法の標準化に向けて ―形態良好精子の形態および観察法について―，日受精

着床会誌，29，2000.（第18回日本受精着床学会，岡崎市） 聖マリアンナ医大・泌尿科

5. 西田智保 ，兼子 智，田邊清男，岩本晃明 : TUNEL法によるヒト精子染色体断片化の組織化学的観

察，第18回日本受精着床学会プログラム・講演抄録集，29，123，2000.（第18回日本受精着床学会，岡

崎市） 聖マリアンナ医大・泌尿科

6. 宮越 敬，柏木 哲，冨永英一郎，黒島正子，赤星晃一，兼子 智，郡山 智，田邊清男 :肺塞栓症との鑑

別を要した周産期心筋症の一例，北総産婦人科医会臨床症例検討会会報，2000.（第35回北総産婦人科

医会臨床症例検討会，柏市）

7. 田邊清男 :低用量ピルの使用に際して注意すべきこと，千葉母性衛生学会プログラム，4，2000.（第18

回千葉県母性衛生学会，千葉市）

8. 浪花豊寿 ，高橋正憲 ，高尾 努 ，兼子 智，山崎一人 ，戸山芳昭 :凍結保存骨膜の骨形成能に関

する実験的研究（第３報）各種凍結保護剤により処理した骨膜の超微形態的検討，日整外会誌 74 ，

1391，2000.（第 回日本整形外科学会，東京） 市病・整形外科

9. 高橋正憲 ，浪花豊寿 ，兼子 智，高尾 努 ，小柳貴裕 ，川久保 誠 ，穴沢卯圭 :骨膜付き骨の凍

結条件の違いによる viabilityの検討，日整外会誌 74 ，1558，2000.（第15回日本整形外科学会基礎学

術集会，東京） 市病・整形外科
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10. 郡山 智，兼子 智，岡崎雅子，赤星晃一，佐久間雄一，黒島正子，宮越 敬，冨永英一郎，柏木 哲，

田邊清男 :卵辺縁部を穿刺する新しい細胞質内精子注入法について，日不妊会誌 45 ，145，2000.

（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸市）

11. 小室 浩 ，兼子 智，竹内幸一 ，田邊清男 :ヒト精子先体反応へのプリン受容体の関与，日不妊会誌

45 ，223，2000.（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸市） 明薬大・臨薬

12. 兼子 智，田邊清男，岩本晃明 :ヒト精液検査の標準化に向けて ―将来への展望―，日不妊会誌 45

，449，2000.（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸市） 聖マリアンナ医大・泌尿科

13. 小塙 清 ，杉山力一 ，明楽重夫 ，兼子 智 :酢酸ブセレリン1.8MPと酢酸リュープロレリン1.88の

子宮内膜症治療効果比較検討ならびに酢酸リュープロレリン3.75治療前後におけるMRI，腹腔鏡所

見の比較検討，日不妊会誌 45 ，464，2000.（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸市） 茨城県，

東京都， 日医大・産婦科

14. 下川健一 ，片山昌勅 ，松田兆史 ，原 唯純 ，佐藤博久 ，兼子 智 :ヒト精漿中に存在するメタロ

プロテアーゼに関する研究，日不妊会誌 45 ，488，2000.（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸

市） 明薬大， 立川病院

15. 兼子 智，小室 浩 ，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，宮越 敬，佐久間雄一，冨永英一郎，竹内幸一 ，

田邊清男 :ヒト精漿及び血漿中アデニルプリン構成比と精子先体反応，日不妊会誌 45 ，515，

2000.（第45回日本不妊学会総会学術講演会，神戸市） 明薬大・臨薬

16. 柏木 哲，加藤茂孝 ，宮越 敬，郡山 智，赤星晃一，黒島正子，佐久間雄一，冨永英一郎，兼子 智，

田邊清男 :風疹の胎児診断，北総産婦科医会，2000.（第36回北総産婦人科医会臨床症例検討会，松戸市）

国立感染症研究所

17. 田邊清男 :女性の健康を考える ―美しく健やかな暮らしをめざして― 講演３「婦人科からみた女性の

くすり」，日産婦福岡会誌，2000.（平成12年度日本産科婦人科学会福岡地方部会公開講座，福岡市）

18. 田邊清男 :新しい避妊法“銅付加 IUD（子宮内避妊用具）”，日母学会プログラム，2001.（第41回日本母

性衛生学会，岐阜市）
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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 ドライアイ治療の基礎および臨床研究（Ａ９９‐０６８０‐１）

助 教 授 島� 潤 羊膜を用いた眼表面再建の奏功機序に関する検討

講 師 榛村 重人 翼状片における p５３タンパクとテロメラーゼ活性

篠崎 尚史 眼組織からの幹細胞等の同定・単離・細胞株化およびこれらの保存方法に関する研

究

助 手 藤島 浩 アレルギー性結膜炎とプロスタグランデイン

田中 まり アトピー，春季カタルに伴う重症アレルギー角結膜炎および角膜障害の治療法の確

立と，重症アレルギーに伴う巨大乳頭結膜炎のメカニズムの解明

松本 幸裕

病院助手 大橋 由枝

許斐 健二 角膜内皮細胞の培養と幹細胞の同定，単離，保存

川北 哲也 ファイブロブラスト（線維芽細胞）とサイトカイン

城間 弘喜

２．成果の概要

１）ドライアイ治療の基礎および臨床研究（Ａ９９‐０６８０‐１）

水チャンネルであるアクアポリンファミリーは体内の水の動きに重要な役割を演じていると考えられてい

る．涙液分泌も水の動きであるから，ドライアイにおいてアクアポリンに異常が認められるか否か検討を

行った．バイオプシーにて得られた涙腺組織をヒトアクアポリン５抗体にて染色し，タンパク量をELISA

にて測定した．対象としては反射性涙液分泌も低下するシェーグレン症候群（Ｎ＝６），コントロールとし

ては反射性分泌の低下しないミクリクツ病（Ｎ＝４）およびシェーグレン症候群以外のドライアイ（Ｎ＝

４），そして正常と考えられる剖検時に得られた涙腺を用いた．アクアポリン５の分布はシェーグレン症候

群以外では涙腺細胞の apical membrane に局在し，細胞内には染色されなかった．一方シェーグレン症候

群では細胞内に diffuse に染色像が認められた．ELISAによるタンパクの定量においてはシェーグレン症候

群においても低下は認められなかった．水の急激な動きにはアクアポリンタンパクが重要と考えられてお

り，反射性分泌の低下はアクアポリン５タンパクが細胞膜に存在しないためと考えられた．シェーグレン症

候群においてアクアポリン５のタンパク量は低下していないことは，アクアポリン５の細胞内輸送が障害さ

れていることを示唆している．

Lancet ３５７，６８８～６８９，２００１．

２）羊膜を用いた眼表面再建の奏功機序に関する検討

近年，羊膜を用いて瘢痕性角結膜疾患や，遷延性上皮欠損，角膜潰瘍などの治療が行われ，当科でも世界

に先駆け臨床応用を行っている．今回その奏功機序について検討を加えた．羊膜上に角膜上皮細胞を培養す

る場合，カルシウム濃度を上げて air ― lift の環境で行うことで重層化した細胞が増殖し，電子顕微鏡で観察

すると基底膜構造の形成が認められた．また，羊膜を炎症細胞の浸潤を伴う上皮欠損部に乗せると，数日の

うちに多数の炎症細胞が羊膜内に吸着することが認められた．T細胞リンパ球を羊膜と共培養すると，ヒア

ルロン酸レセプターであるCD４４を発現しているMALT４は羊膜に接着したがCD４４を発現していない Jur-

kat は接着しなかった．これらのことより，羊膜はその上に再生してきた角結膜上皮細胞の分化・増殖を促

すことで眼表面再建に働いていること，およびヒアルロン酸を介して抗炎症効果を発揮していることが示唆
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された．

３）翼状片における p５３タンパクとテロメラーゼ活性

翼状片における，テロメラーゼ活性・p５３発現量・遺伝子変異の有無を検証する為，初発翼状片２３例２３眼

に翼状片切除と結膜遊離弁移植を施行した．２３例中１０例に，テロメラーゼ活性を fluorescence telomeric re-

peat amplification protocol（TRAP）で測定．５例の exon５，６，７，８に対して single strand conforma-

tion poly ― morphism（SSCP）にて変異の存在を検証した．また，テロメラーゼ活性は，翼状片１０例中７例

が陽性であったのに対し，同症例の健常結膜８例全てが陰性となった（p＝０．００５，カイ二乗検定）．p５３遺

伝子を調べた５例全てに変異は認められなかったが，うち３例の翼状片組織はテロメラーゼ活性が陽性で

あった．結論として，翼状片と健常結膜の間に p５３タンパク量の差はなく，翼状片の病態はテロメラーゼの

活性化を伴いながらも，癌組織に高発現する p５３遺伝子変異の関与は少ないという見解を報告した．

Invest Ophthalmol Vis Sci ４１，１３６４～１３６９，２０００．

４）アレルギー性結膜炎とプロスタグランデイン

培養角膜実質および結膜上皮，実質細胞を IL ―４および IFN ― gamma を用いて刺激すると，２４～４８時間

後をピークに PGE２の産生がみられた．一方角膜上皮に対して PGE２で刺激し，IL ―６の産生を測定した

が，現在までのところ IL ―６の産生はみられていない．現在 PGE２の濃度を高くして追加実験を行っている

ところである．重症アレルギー性結膜炎患者の結膜切除に関する論文を報告した．

Jpn J Ophthalmol ４４，５１１～５１５，２０００．

３．科学研究費補助金・各種補助金

４．研究活動の特記すべき事項

受 賞

シンポジウム企画

研究代表者 研究課題 研究費

坪田 一男 ヒト羊膜を用いた再生表層角膜移植片における免疫学的研
究

厚生科学研究費補助金

石川 達也 人工角膜の構築と免疫学的研究 文部科学省バイオベンチャー
研究開発拠点整備事業

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

榛村 重人 ２０００．１１．３ 三四会奨励賞 Telomerase activity and p５３
expression in pterygia．

慶應義塾大学
医学部三四会

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学会名 開催地

坪田 一男 ２００１．１．２７ 眼科再生医学への道 第２４回日本眼科手術学会 大阪府
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シンポジウム

学会招待講演

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

坪田 一男 ２０００．４．７ Cataract Surgeon と Refrac-
tive Surgery

第１０４回日本眼科学会 京都市

坪田 一男 ２０００．７．５ 上皮細胞の再生とその制御 第２１回日本炎症・再生医学会 東京

坪田 一男 ２０００．９．３０ シェーグレン症候群―眼科的
問題点と最近の治療―

第２８回日本臨床免疫学会 東京

坪田 一男 ２０００．１０．２０ Post Operative Care of LASIK American Academy of Oph-
thalmology, Subspecialty
Day, Refractive Surgery
２０００．

Dallas,
U. S. A

坪田 一男 ２００１．２．１０ LASIK の実際 第２５回角膜カンファランス屈
折矯正手術講習会

大阪府

藤島 浩 ２００１．３．２４
～２５

Oculer Allergies A Worldwide Perspective Nice,
France

篠崎 尚史 ２０００．１０ Donor Action Program X Reunion International De
La APABO

Dallas，
U. S. A.

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２０００．４．９ ドライアイと目の疲れ 第１０４回日本眼科学会市民講
座

京都市

坪田 一男 ２０００．５．２８ ドライマウスとドライアイ 第１９回日本歯科医学総会，第
２２回アジア太平洋歯科大会

東京

坪田 一男 ２０００．６．１５ Mechanism of lacrimal gland
dysfunction in dry eye

VII symposioInternacional
de Atualizaca em Oftalmolo-
gia da Santa Casa de Sao
Paulo

Sao Paulo,
Brazil

坪田 一男 ２０００．６．１６ Efficacy and safety of corneal
epithelial stem celltransplanta-
tion

VII symposio Internacional
de Atualizaca em Oftalmolo-
gia da Santa Casa de Sao
Paulo

Sao Paulo,
Brazilon
for the
treatment
of oc

坪田 一男 ２０００．６．１６ Autologous serum applicatiu-
lar surface disorders

VII symposio Internacional
de Atualizaca em Oftalmolo-
gia da Santa Casa de Sao
Paulo

Sao Paulo,
Brazil

坪田 一男 ２００１．３．１３ 角膜再生へのチャレンジ 日本バイオマテリアル学会 東京

篠崎 尚史 ２０００．１０ 移植医療における臨床検査技師
の可能性

第３７回関東甲信地区医学検査
学会

千葉市
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５．教育講演等教育に関する活動

教育講演

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２０００．５．２４ フォーカスはドライアイ 慶應義塾大学医学部整形外科
学教室イブニングセミナー

東京

坪田 一男 ２０００．６．９ 目の疲れの原因
―ドライアイ―

SONY健康開発センター 東京

坪田 一男 ２０００．６．３０ 角膜上皮の再生 第６回難病治療研究会 東京

坪田 一男 ２０００．７．６ 近視は治る時代がやってきた 北国新聞社講演会 金沢市

坪田 一男 ２０００．９．１４ 近視は新技術レーシックで２０分
で治る

第３回慶應神奈川眼科研究会 横浜市

坪田 一男 ２０００．１０．３０ 急増する疲れ目
―ドライアイ―

足立区中央本町保健所健康教
室

東京

坪田 一男 ２０００．１１．１１ 屈折矯正手術の世界の動向 Nidek Hakone Excimer Soci-
ety

箱根町

坪田 一男 ２０００．１１．１２ LASIK のすべて―最新技術か
らフィロソフィーまで―

学際企画主催 LASIK のす
べて

東京

坪田 一男 ２０００．１１．２８ 目の疲れとドライアイ 花王アイケアーフォーラム 東京

坪田 一男 ２０００．１１．２９ ドライアイアップデート 大正製薬講演会 大宮市

坪田 一男 ２０００．１２．３ LASIK のすべて―最新技術か
らフィロソフィーまで―

学際企画主催 LASIK のす
べて講習会

大阪府

坪田 一男 ２０００．１２．７ 角膜移植治療の最前線 城南眼科集談会 東京

坪田 一男 ２００１．１．３１ 視覚情報化社会のクオリティー
オブビジョン

九日会 東京

坪田 一男 ２００１．２．２ 最新医療レーシック（近視矯正
手術）の現状と未来

井後眼科 鹿児島市

坪田 一男 ２００１．２．３ 移植と再生の最新科学 第２４回未来医学研究会 東京

坪田 一男 ２００１．２．２７ 目の健康について 八幡小学校講演会 市川市

坪田 一男 ２００１．３．１ ゴルフのスコアは LASIK であ
げる

スワンズ ゴルファーズ ア
イ セミナー

東京

島崎 潤 ２０００．４．７ LASIK による角膜移植後の
屈折矯正

第４回 ISRS JAPAN MEET-
ING

京都市

島崎 潤 ２０００．５．１３ Anterior segment reconstruc-
tion using amniotic mem-
brane．

Oftalmo Center Ribeirao
Preto, Brazil

島崎 潤 ２０００．５．１３ Recent advancement of dry
eye concept and its manage-
ment．

Oftalmo Center Ribeirao
Preto, Brazil

島崎 潤 ２０００．５．１３ Management of postkerato-
plasty astigmatism．

Oftalmo Center Ribeirao
Preto, Brazil

島崎 潤 ２０００．５．１５ Ocular surface reconstruc-
tion．

Instituto del Ojo Santa
Cruz, Bolivia
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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

島崎 潤 ２０００．５．２７ Ocular surface reconstruction
with limbal and amniotic mem-
branetransplants．

L. V. Prasad Eye Institute Hydera-
bad, India

島崎 潤 ２０００．７．１ 治りにくい上皮障害 第１６回京都眼科フォーラム 京都市

島崎 潤 ２０００．８．２３ 最近の角膜移植の進歩 杏林大学眼科セミナー 東京

島崎 潤 ２０００．９．３０ 水疱性角膜症 The １st Annual Ocular
Surgery News Symposium
in Nagoya

名古屋市

島崎 潤 ２０００．１２．１４ 白内障テレフォンカンファレン
ス水疱性角膜症：原因と治療

ファルマシアアップジョン・
テレフォンカンファレンス

東京

島崎 潤 ２００１．２．１６ オキュラーサーフェスの考え方
と治療

群馬県眼科医会学術講演会 前橋市

島崎 潤 ２００１．３．１ オキュラーサーフェスのみか
た・治し方

第６９回神奈川県眼科集談会 横浜市

島崎 潤 ２００１．３．２ ドライアイと治療のポイント 千代田区眼科医会 東京

島崎 潤 ２００１．３．２５ オキュラーサーフェス・診断と
治療のポイント

第１２７回岡山県眼科生涯教育
講座

岡山市

藤島 浩 ２００１．２．１７ アレルギー性結膜炎・最近の話
題―最近の抗アレルギー剤

道北眼科医会新年講演会 旭川市

藤島 浩 ２００１．２．２４ 眼アレルギー collage 実践：適
切な薬剤選択と治療の進め方

眼アレルギーフォーラム２１ 福岡市

藤島 浩 ２００１．３．２０ アレルギー性結膜炎・最近の話
題―最近の抗アレルギー剤

鳥取県眼科医会講習会 米子市

篠崎 尚史 ２０００．５．２８ 角膜移植 �日本臓器移植ネットワー
ク，平成１２年度臓器移植セミ
ナー

東京

篠崎 尚史 ２０００．７．１４ 臓器移植について 医系大学倫理委員会 東京

篠崎 尚史 ２０００．９．１９ 角膜移植とアイバンク 県西地域医療福祉連絡協議会 千葉

篠崎 尚史 ２０００．９．２３ アイバンクの歩み 行徳ライオンズクラブチャー
ターナイト記念例会

市川市

篠崎 尚史 ２０００．１１．１９ 海外のアイバンク 第２３回全国アイバンク連絡会
議

東京

篠崎 尚史 ２０００．１１．１９ 角膜移植 �日本臓器移植ネットワー
ク，平成１２年度臓器移植セミ
ナー

東京

篠崎 尚史 ２０００．１１．１９ ２１世紀のアイバンク 第２３回日本アイバンク運動推
進協議会厚木大会

厚木市
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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

篠崎 尚史 ２０００．１１．２４「生命」―臓器移植について 学校法人ノートルダム清心女
子高等学校，２１世紀の「学び
を創る」文部省特色教育振興
モデル事業

岡山市

篠崎 尚史 ２０００．１１．２４ イモリの網膜再生とカエルの声
紋―再生医療―

川崎医科大学講演会 岡山市

篠崎 尚史 ２０００．１１．２５ 角膜及び強膜 第８回組織移植医療研究会 兵庫

篠崎 尚史 ２０００．１２．２３ 病院開発 �日本眼球銀行協会，アイバ
ンクワークショップセミナー

東京
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論 文

1. Shimmura, S.，Ishioka, M.，Hanada, K.，Shimazaki, J.，Tsubota, K. : Telomerase activity and p53

expression in pterygia., Investigative Ophthalmol Vis Sci 41 ，1364～1369，2000. 原著

2. Tsubota, K.，Fujita, H.，Tsuzaka, K. ，Tekeuchi, T. :Mikulicz's disease and Sjogren's syndrome,

IOVS 41 ，1666～1673，2000. 原著 埼玉医大・総合医療センター・第二内科

3. Shimazaki, J.，Shimmura, S.，Fujishima, H.，Tsubota, K. : Association of preoperative tear function

with surgical outcome in severe Stevens-Johnson syndrome, Ophthalmology 107，1518～1523，

2000. 原著

4. Shimazaki, J. : The evolution of lamellar keratoplasty, Current Opinion In Ophthalmology 11 ，217～

223，2000. 総説

5. Tsubota, K.，Higuchi, A. : Serum application for the treatment of tear components, Int'l Ophthal Clin

40，113～122，2000. 総説

6. Shimazaki, J.，Hanada, K.，Yagi, Y.，Yamagami, J. ，Ishioka, M.，Shimmura, S.，Tsubota, K. :

Changes in ocular surface caused by antiglaucomatous eyedrops: prospective, randomised study

for the comparison of 0.5% timolol vs 0.12% unoprostone, Br J Ophthalmol. 84 ，1250～1254，

2000. 原著 ＪＲ東京総合病院眼科

7. Shimmura, S.，Ando, M.，Shimazaki, J.，Tsubota, K. : Complications with one-piece lamellar kerato-

limbal grafts for simultaneous limbal and corneal pathologies, Cornea 19 ，439～442，2000. 原著

8. Fujishima, H.，Fukagawa, K.，Satake, Y.，Saito, I. ，Shimazaki, J.，Takano, H.，Tsubota, K. :

Combined medical and surgical treatment of severe vernal kerato conjunctivitis, Jpn J Ophthalmol

44，511～515，2000. 原著 Department of Oral Pathology， Tokushima University School of Dentistry

9. Shimmura, S.，Koki, M. ，Yaguchi, H.，Okuda, T. ，Miyajima, S. ，Negi, A. ，Shimazaki, J.，

Tsubota, K. : Acidic electrolyzed water in the disinfection of the ocular surface, Exp Eye Res 70，

1～6，2000. 原著 実動施設 熊本大

10. Tsubota, K.，Fujita, H.，Tadano, K.，Takeuchi, T. ，Murakami, T. ，Saito, I. ，Hayashi, Y. :

Improvement of lacrimal function by topical application of CyA in murine models of Sjogren’s

syndrome, IOVS 42 ，101～110，2001. 原著 埼玉医大・総合医療センター・第二内科， 徳島大・

歯・病理

11. Tsubota, K.，Hirai, S. ，Agre, P. ，King, L.S. ，Ishida, N. : Defective cellular trafficking of

lacrimal gland aquaporin-5 in Sjogren’s syndrome（Letter），Lancet 357（9257），688～689，2001.

原著 参天製薬・奈良眼科研究所， Biological Chemistry・Johns Hopkins Univ.
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解 説

1. 島崎 潤 :角膜移植・眼表面再建後の免疫抑制，眼科手術 13 ，183～187，2000.

2. 島崎 潤 :移植後の LASIK，あたらしい眼科 17 ，535～536，2000.

3. 坪田一男 :シェーグレン症候群 ―治療と研究 最近の進歩―，日眼会誌 104 ，75～76，2000.

4. 坪田一男 :屈折矯正手術の展望，あたらしい眼科 17 ，773～777，2000.

5. 藤島 浩 :眼がかゆい，効果的なケアは？，眼ケア 2 ，22～27，2000.

6. 島崎 潤 :角膜移植と乱視，あたらしい眼科 17 ，1051～1056，2000.

7. 島崎 潤，木下 茂 :羊膜を用いた培養上皮移植，あたらしい眼科 17 ，1241～1242，2000. 京都府

立医大

8. 坪田一男，木下 茂 ，大橋裕一 : LASIKのすべて 序説，あたらしい眼科 17 ，1463～1464，2000.

京都府立大・医・眼， 愛媛大・医・眼

9. 島崎 潤 :角膜移植および羊膜移植の適応と注意点，臨床眼科 54 ，214～217，2000.

10. 島崎 潤 :マイボーム腺機能不全とドライアイ，あたらしい眼科 18 ，311～315，2001.

11. 島崎 潤 :再発難治性翼状片に対する治療：羊膜移植法，眼科 43 ，279～283，2001.

単 行 図 書

1. 島崎 潤 :著分担 : LASIK（a）角膜移植後への応用 140～141頁，メディカルトリビューン，東京，

2000.

2. 坪田一男 :著分担 : LASIK（a）LASIKの限界 146～147頁，メディカルトリビューン，東京，2000.

3. 坪田一男 :単著 :近視は新技術レーシックで20分治る，サンマーク出版，東京，2000.

4. 島崎 潤 :著分担 :難治オキュラーサーフェス疾患のレスキュー（a）薬剤使用後，皮膚と結膜に潰瘍，

58～60頁，メジカルビュー，東京，2000.

5. 島崎 潤 :著分担 :新図説臨床眼科講座3:角結膜疾患（a）円錐角膜 112～114頁，（b）球状角膜 115頁，（c）

ペルーシド角膜変性症 116頁，（d）屈折矯正術後 117～119頁，メジカルビュー，東京，2000.

6. 坪田一男 :著分担 :新図説臨床眼科講座第３巻 角結膜疾患（a）眼類天疱瘡 150～151頁，メジカル

ビュー，東京，2000.

7. 榛村重人 :著分担 :難治オキュラーサーフェス疾患のレスキュー（a）炎症が遷延化している難治例

88～91頁，メジカルビュー社，東京，2000.

― 235 ―



― 236 ―

8. 藤島 浩 :著分担 :難治オキュラーサーフェス疾患のレスキュー（a）アレルギーが基礎にある難治例

126～134頁，メジカルビュー社，東京，2000.

9. 島崎 潤 :著分担 :眼科診療プラクティス63 角結膜疾患の手術療法（a）表層角膜移植術 32～34頁，文

光堂，東京，2000.

10. 島崎 潤 :著分担 :眼科・術後管理トラの巻（a）Ocular Surface 疾患の手術後／翼状片手術の術後合併

症 再発 102～103頁，（b）Ocular Surface 疾患の手術後／翼状片手術の術後合併症 肉芽腫形成

104～105頁，（c）Ocular Surface 疾患の手術後／翼状片手術の術後合併症 瞼球癒着 106～107頁，（d）

Ocular Surface 疾患の手術後／翼状片手術の術後合併症 強膜潰瘍・穿孔 108～109頁，メジカル

ビュー，東京，2000.

11. 島崎 潤 :著分担 :ドライアイクリニック（a）重要なマイボーム腺機能不全 79～89頁，医学書院，東

京，2000.

12. 島崎 潤 :著分担 :今日の眼疾患治療指針（a）瞼板腺梗塞 59頁，（b）瞼板腺炎（マイボーム腺炎） 59～

60頁，（c）眼瞼膿瘍 60頁，（d）眼瞼炎 60～61頁，（e）アレルギー性眼瞼炎 61～62頁，（f）ヘルペス性眼瞼

炎 62頁，医学書院，東京，2000.

13. 坪田一男編集 :著分担 :ドライアイクリニック（a）重症ドライアイに対する治療 114～128頁，医学書

院，東京，2000.

14. 坪田一男 :単著 :体から入る人生の成功術，芳賀書店，東京，2000.

15. 島崎 潤 :著分担 : LASIKの実際―その最先端技術のノウハウ（a）特殊な症例への LASIK 102～106

頁，診断と治療社，東京，2000.

16. 坪田一男編集 :著分担 : LASIKの実際 ―その最先端技術のノウハウ（a）はじめに iii頁，（b）LASIKの

時代がやってきた２～７頁，診断と治療社，東京，2000.

17. 坪田一男 :単著 :理系人間のための人生戦略，講談社，東京，2000.

18. Shimmura, S.，Tsubota, K. : 著分担 : Pterygium（a）Non-surgical treatment tear film supplements

and laser treatment 83～89頁，Kugler Publications, The Hague, The Netherlands，2000.

そ の 他

1. 坪田一男 :リフレーミング，あたらしい眼科 17 ，537～538，2000.

2. 島崎 潤 :羊膜移植，日本の眼科 71 ，24，2000.

3. 榛村重人 :新しい角膜移植，Ophthalmol Times Jpn 3 ，7，2000.

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

5. 坪田一男 :シェーグレン症候群 ―治療と研究 最近の進歩―，日眼会誌 104 ，75～76，2000.
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6. 坪田一男 : New England Journal of Medicine を夢みて，あたらしい眼科 17 ，671～672，2000.

7. 坪田一男 :移植医療の科学を書くということ，あたらしい眼科 17 ，819～820，2000.

8. 坪田一男 :面白くなければ人生じゃない：黒木安馬さん，あたらしい眼科 17 ，997～998，2000.

9. 坪田一男 :大学システムの危機：教授の存在価値とは？，あたらしい眼科 17 ，1109～1110，2000.

10. 坪田一男 :素晴らしい人に出会う：船井幸雄先生，あたらしい眼科 17 ，1247～1248，2000.

11. 坪田一男 :はじめての ICR:プラス医学の流れ，あたらしい眼科 17 ，1377～1378，2000.

12. 坪田一男 :感動の皇居１周マラソン，あたらしい眼科 17 ，1537～1538，2000.

13. 坪田一男 :患者サービスに徹する両国眼科プロジェクト，あたらしい眼科 17 ，1649～1650，2000.

14. 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.

15. 坪田一男 :「LASIKのすべて」講習会報告，あたらしい眼科 18 ，66～68，2001.

16. 坪田一男 : Anti Aging Medicine，あたらしい眼科 18 ，227～228，2001.

学 会 抄 録

1. 島崎 潤，榎本昌代，小山理恵子，北條麻紀，榛村重人，坪田一男 :羊膜の培養結膜細胞におよぼす変

化，第104回日本眼科学会抄録集，280，2000.（第104回日本眼科学会，京都市）

2. Fujishima, H.，Kato, N.，Takano, H.，Oyama, R. ，Okada, N. ，Tsubota, K.，Fukagawa, K. : PGE

2 production from corneal keratocytes may contribute to corneal erosion in allergic inflammation,

IOVS 41 ，S366，2000.（The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale,

USA） Tokyo Dental College

3. Shimmura, S.，Ishioka, M.，Hanada, K.，Shimazaki, J.，Tsubota, K. : Telomeraseactivity and p53

expression in pterygia, IOVS 41 ，S451，2000.（The Association for Research in Vision and

Opthalmology, Fort Lauderdale, USA）

4. Shimazaki, J.，Shimmura, S.，Inoue, H.，Tsubota, K. : Anti-inflammatory effects of amniotic

membrane grafting in ocular surface disorders, IOVS 41 ，S453，2000.（The Association for

Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, USA）

5. Tsubota, K.，Enomoto, M.，Shimmura, S.，Goto, E.，Shinozaki, N.，Shimazaki, J. : Ocular surface

reconstruction by cultivated conjunctival-limbal allografts on amniotic membrane, ARVO, S756，

2000.（Association for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, USA）

6. 藤島 浩，岡田直子，高野洋之 : RSVとアレルギー性結膜炎，第45回臨床アレルギー研究会抄録集，

2000.（第45回臨床アレルギー研究会，東京）

― 237 ―



― 238 ―

7. Shimazaki, J.，Aiba, M.，Shimmura, S.，Tsubota, K. : Transplantation of cultivated corneal epithelial

cells on amniotic membrane; preliminary clinical outcomes, Cornea 19 ，S122，2000.（3rd

International Conference on the Lacrimal Gland, Tear Film and Dry Eye Syndromes; Basic Science and

Clinical Relevance, Maui, Hawaii, USA）

8. Tsubota, K. : The current understanding of Dry Eye, Cornea 19 ，S134，2000.（3rd International

Conference on the Lacrimal Gland, Tear Film and Dry Eye Syndromes; Basic Science and Clinical

Relevance, Maui, USA）

9. 榛村重人，大橋由枝，城間弘喜，島崎 潤，坪田一男 :角膜移植と白内障の計画的二次手術，第54回臨

床眼科学会抄録集，217，2000.（第54回臨床眼科学会，東京）

10. 榛村重人，大橋由枝，城間弘喜，島崎 潤，坪田一男 :全層角膜移植術後早期における計画的超音波乳

化吸引術，第25回角膜カンファランス抄録，36，2001.（第25回角膜カンファランス，大阪市）

11. 坪田一男，平井慎一郎 ，キングランドン ，アグリピーター ，石田成弘 :シェーグレン症候群の涙

腺ではアクアポリン５が細胞膜に存在しない，角膜カンファプログラム集，50，2001.（第25回角膜カ

ンファランス，大阪市） 参天製薬・奈良眼科研究所， Johns Hopikins University， Johns Hopkins

University

12. 藤島 浩，加藤直子，高野洋之，田中まり，川北哲也，坪田一男，深川和己 :診断に苦慮し，治療用コ

ンタクトレンズが効果があった増殖制結膜炎の１例，第25回角膜カンファランス抄録，85，2001.（第

25回角膜カンファランス，大阪市）
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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 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ９８‐０６９０‐１）

睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ９９‐０６９０‐１）

聴覚に対するMEGおよび EEG応答（Ａ００‐０６９０‐１）

浅香 大也 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）

真菌による慢性副鼻腔炎（副鼻腔真菌症）が近年増加傾向にある．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）アレル

ギー性副鼻腔真菌症（Allergic Fungal Sinusitis，以下AFSと略す）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．Cody らによれば，手術に至った慢性副鼻腔炎患者の内，６～７％がAFSであったとの

報告もある．欧米では数多く報告されてきているが，日本においての報告は，黒崎ら３）（１９９７年），森山ら４）

（１９９７年）により１例づつ報告されているのみで，今のところ非常にまれな疾患である．

そこで我々は術後経過不良な慢性副鼻腔炎症例を対象に，日本人におけるAFSの検討を行い，９７症例中

３例（有病率３．１％）のAFSを診断することができた．日本人におけるAFSの疫学的検討はこの報告が初

めてであり，欧米の報告と比較検討し第３９回日本鼻科学会学術講演会，第５７回日耳鼻千葉県地方部会，日本

耳鼻咽喉科学会にて報告した．

２）アレルギー性鼻炎の病態と治療について（Ａ９８‐０６９０‐３）

第１２回日本アレルギー学会春季臨床大会にて平成１０年と１１年春に九州と近畿の６地区で，スギ花粉に対す

る感作陽性者およびスギ花粉症発症者の調査結果（スギ抗体陽性者のうち有病者の比率は市街地で高く，無

症状の比率は山間部で高く，スギ花粉症の発症に際し，花粉飛散量以外にも生活環境が関与する事が考えら

れた．）を報告した．第５０回日本アレルギー学会総会にて平成１０年，１１年，１２年春に九州と近畿の７地区

で，スギ花粉に対する感作陽性者のスギ花粉症発症に及ぼす因子（スギ・ヒノキ特異 IgE 値はスギ花粉症

の発症に強く影響し，総 IgE 値やダニ特異 IgE 値の影響は少なかった．）を検討し，報告した．

３）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 PMA（スリープスプリント），手術療法，nasal ― CPAPの治療を

施行し効果判定を行った．AHI が３０以下の症例においては PMA単独での治療が可能であるが，閉塞部位

診断が重要であり，適応を間違えると増悪することがある．当院で行っている治療法を PMAの適応も含め

報告した．
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４）聴覚に対するMEGおよび EEG応答（Ａ００‐０６９０‐１）

聴覚刺激に対する聴皮質の機能評価のためにMEGによる検討を行った．ニューロマグ社ベクタービュー

３０６ch，magnetoencephalography（MEG）を用いて聴性誘発MEGの検討を行った．刺激には，５００Hz，１

KHz，２KHz，４KHz のトーンバースト（持続時間：１００msec）を用い聴皮質における一次応答の観測を

行った．周波数別にN１００mのピーク潜時での聴皮質における等価電流双極子（equivalent current dipole :

ECD）の局在，GOF値，振幅を比較検討した．トーンバースト刺激による聴性誘発MEGにおいて，刺激

から約１００msec 後に側頭部で観察されるN１００m ECDは横側頭回の一次聴覚野近傍に局在し，刺激時と反

体側の大脳半球の反応が大きく，潜時も短かった．トーンバースト刺激N１００m ECDの GOF値，振幅は右

半球の反応のほうが左半球よりも大きく，右半球優位の傾向が認められた．２KHz の N１００m ECDの経時

的変化を追うと，刺激後７０～１３６msec において横側頭回，内側膝状体核，横側頭回，上側頭回の順に局在

が変化することが確認され，聴皮質における一次応答の時間的経過を非侵傷的に観察することができた．以

上の結果を釧路ニューロサイエンス・ワークシュップにて報告した．
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論 文

1. 中島庸也 :耳鼻咽喉科疾患に合併した下気道感染症の２症例，日耳鼻感染症会誌 18 ，41～44，2000.

原著

2. 実吉健策 :耳介に発生したメルケル細胞癌の１症例，耳展 43 ，127～130，2000. 症例

解 説

1. 実吉健策，中島庸也，松脇由典，久納 浄 :人体における内視鏡の世界 5.耳鼻科領域の内視鏡，歯科学

報 100 ，719～723，2000.

単 行 図 書

1. 中島庸也（a），（b），（c），森山 寛（a），（b），（c）:著分担 :新図説耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座（第2巻）

（a）外耳の疾患 耳垢栓塞 80～81頁，（b）外耳の疾患 外耳道炎 82～85 頁，（c）外耳の疾患 悪性外耳道

炎 86～87頁，メジカルビュー社，東京，2000. 慈恵医大・耳鼻咽喉科

学 会 抄 録

1. 松脇由典 : Allergic fungal sinusitis の一症例，日耳鼻会報 104 ，1998.（第57回日耳鼻千葉県地方部会，

千葉市）

2. 中島庸也，松脇由典，実吉健吉，久納 浄 :当院における急性中耳炎の現状，日本耳鼻咽喉科感染症研

究会抄録集，19，2000.（第30回日本耳鼻咽喉科感染症研究会，東京）

3. 松脇由典 :難治性慢性副鼻腔炎における真菌の関与，日鼻科誌 60 ，265，2000.（第39回日本鼻科学会

学術講演会，金沢市）
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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 掌蹠膿疱症の臨床的研究（特に病巣感染，金属アレルギーについて）

（Ａ９６‐０７１０‐１）

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 cornifi ― ed

envelope の形成（Ａ００‐０７１０‐２）

２．成果の概要

１）掌蹠膿疱症の臨床的研究（特に病巣感染，金属アレルギーについて）（Ａ９６‐０７１０‐１）

掌蹠膿疱症の重要な発症原因は慢性感染病巣である．感染病巣として最も頻度の高い扁桃病巣の他，歯性

病巣も注目されている．最近，歯性病巣が原因と考えられる９例を経験したので報告した．症例は，３２歳か

ら５７歳（平均４３．１歳），男女それぞれ４例，５例で，全例喫煙歴を認めた．胸鎖関節炎は５例に併発．検査

所見では，白血球増多が３例，CRP高値３例，ASO高値２例に認められた．発症から歯性病巣治療までの

期間は，５ヶ月から１０年におよんでいた．いずれの症例も歯性病巣治療後に皮疹の著明な改善を認めた．２

例は歯周囲炎の治療と抜歯，４例は抜歯のみ，他の３例は歯周囲炎の治療のみを施行した．４例でActino-

bacillus actinomycetecomitans の heat shock protein に対する血中抗体を測定したところ，健常人のコント

ロール値に比べ高値を示し，３例で抜歯後に低下する傾向が認められた．

日皮会誌 １１０，７３５，２０００．

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．

J Dermatol Sci ２３，２１４，２０００．

３．学外共同研究

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

川島 淳子
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 松尾 聿朗
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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 歯科用金属アレルギー診断と金属除去効果判定における
LTT法と CAST法の検討

科学研究費・基盤（Ｃ）
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論 文

1. 森本光明 ，山根源之 ，福島大平 ，森崎重規 ，蔵本千夏 ，小倉 基 ，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

粘膜誌 6 ，26～31，2000. 症例 A99-0710-1 市病・オーラルメディシン， 市病・臨検， 慶大・医・

皮膚科

2. Ishihara, K. ，Ando, T. ，Kosugi, M. ，Kato, T. ，Morimoto, M. ，Yamane, G. ，Takahashi, S.，

Ogiuchi, H. ，Okuda, K. : Relationships between the onset of pustulosis palmaris et plantaris,

periodontitis and bacterial heat shock proteins, Oral Microbiol Immunol 15，232～237，2000. 原著

A96-0710-1 微生物， 東京女子医大・医・口外， 市病・オーラルメディシン

3. 原藤 玲 ，安西秀美 ，田島麻衣子 ，谷川瑛子 ，中嶋英雄 ，川島淳子，田中 勝 :Mucinous car-

cinoma of the skin の１例，臨皮 54 ，1024～1026，2000. 症例 慶大・医・皮膚科， 慶大・医・

形成

そ の 他

1. 森本光明 ，渡邊 裕 ，小澤靖弘 ，福島大平 ，外木守雄 ，山根源之 ，高橋慎一，高橋正憲 ，

中島庸也 ，田中陽一 :カラーアトラアス―口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 9. 口腔疾患

と掌蹠膿疱症１，歯科学報 100 ，333～336，2000. A-96-0710-1 市病・オーラルメディシン， 市

病・整外科， 市病・耳鼻科， 市病・臨検

2. 森本光明 ，渡邊 裕 ，小澤靖弘 ，福島大平 ，外木守雄 ，山根源之 ，高橋慎一，高橋正憲 ，

中島庸也 ，田中陽一 :カラーアトラス―口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 10.口腔疾患と

掌蹠膿疱症２，歯科学報 100 ，431～433，2000. A-96-0710-1 市病・オーラルメディシン， 市病・

整外科， 市病・耳鼻科， 市病・臨検

3. 森本光明 ，渡邊 裕 ，小澤靖弘 ，福島大平 ，外木守雄 ，山根源之 ，高橋慎一，高橋正憲 ，

中島庸也 ，田中陽一 :カラーアトラス―口腔粘膜病変および口腔関連疾患の診断 11.口腔疾患と

掌蹠膿疱症３，歯科学報 100 ，519～521，2000. 市病・オーラルメディシン， 市病・整外科，

市病・耳鼻科， 市病・臨検

学 会 抄 録

1. 小倉 基 ，森本光明 ，外木守雄 ，山根源之 ，田中陽一 ，高橋慎一 :擦過細胞診およびデスモグレ

イン抗体価測定が診断に有用であった尋常性天疱瘡の一例，日口腔診断会誌 13 ，589，2000.（第13

回日本口腔診断学会総会，坂戸市）A-99-0710-1 市病・オーラルメディシン， 市病・臨検

2. 中村直史 ，島田隆光 ，奥原康行 ，岡村泰斗 ，福島大平 ，森本光明 ，山根源之 ，高橋慎一 :歯

科用インジウム合金の再使用によって再燃を認めた歯科金属疹の一例，日口腔科会誌 49 ，556，

2000.（第54回日本口腔科学会総会・学術大会，東京）A-96-0710-1 市病・オーラルメディシン

3. 高橋慎一，川島淳子，森本光明 ，山根源之 :歯科用インジウム合金により異汗性湿疹を発症し，再

使用により再燃および貨幣状湿疹を併発した１例，日皮アレルギー会誌 8 ，113，2000.（第30回日

本皮膚アレルギー学会総会・学術大会，大阪市）A-96-0710-1 市病・オーラルメディシン
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4. 森本光明 ，小倉 基 ，岡村泰斗 ，福島大平 ，外木守雄 ，山根源之 ，田中陽一 ，高橋慎一 :慢

性剥離性歯肉炎の症状を呈した３症例，歯科学報 100 ，589，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，

千葉市）A-99-0710-1 市病・オーラルメディシン， 市病・臨検

5. 原藤 玲 ，安西秀美 ，田島麻衣子 ，谷川瑛子 ，田中 勝 ，中嶋英雄 ，川島淳子 :mucinous car-

cinoma of the skin の１例，日皮会誌 110 ，323，2000.（第749回日本皮膚科学会東京地方会，東京）A

-99-0710-1 慶大・医・皮膚科， 慶大・医・形成

6. 高橋慎一，川島淳子，森本光明 ，山根源之 :歯性病巣治療が著効した掌蹠膿疱症の６例，日皮会誌

110 ，735，2000.（第99回日本皮膚科学会総会，仙台市）A-96-0710-2 市病・オーラルメディシン

7. 川島淳子，高橋慎一，秋山真志 ，畑中敬子 ，松尾聿朗 ，清水 宏 :常染色体劣性魚鱗癬表皮にお

ける TGase活性と cornified cell envelope 関連蛋白の発現，日皮会誌 110 ，1180，2000.（第754回

日本皮膚科学会，東京）A-00-07120-2 帝京大市原・皮膚科， 北大・医・皮膚科

8. 川島淳子，高橋慎一 :播種状再発を示した血管拡張性肉芽腫の１例，日皮会誌 110 ，1596，2000.（第

63回日本皮膚科学会，東京）

9. 藤本篤嗣 ，安西秀美 ，石河 晃 ，谷川瑛子 ，西川武二 ，川島淳子，木花 光 :皮膚骨腫の１例，

日小児皮会誌 19 ，177，2000.（第24回日本小児皮膚科学会・学術大会，東京） 慶大・医・皮膚科，

済生会南部・皮膚科

10. 川島淳子，秋山真志 ，畑中敬子 ，高橋慎一，松尾聿朗 ，清水 宏 :非水疱性先天性魚鱗癬様紅皮

症における TGase活性と cornified cell envelope の形成，J Dermatol Sci 23，214，2000.（第25回日

本研究皮膚科学会 学術大会・総会，岐阜市）A-00-0710-2 帝京大市原・皮膚科， 北大・医・皮膚科

11. 秋山真志 ，川島淳子，畑中敬子 ，松尾聿朗 :尋常性乾癬病変部皮膚における転写因子 C/EBPαお

よび C/EBPβの発現，第15回日本乾癬学会学術大会プログラム・抄録集，37，2000.（第15回日本乾

癬学会学術大会，福島市） 帝京大市原・皮膚科

12. 中島 剛 ，岸川 浩 ，長澤逸人 ，福谷英成 ，西田次郎 ，高橋慎一 :壊疽性膿皮症をきたした潰瘍

性大腸炎の一例，千葉医師会誌 53 ，89～90，2001.（第13回東葛地区消化器疾患研究会，柏市） 市病・

内科
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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（９４‐０７３０‐４）

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
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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１５０µg

／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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論 文

1. 青柳貞一郎，早川邦弘，松本真由子，石川博通，畠 亮 :慢性腎不全患者に見られた煙草灰異食症，臨

泌 54 ，334～335，2000. 症例

2. 青柳貞一郎，早川邦弘，宮地系典，石川博通，畠 亮，田中重光 ，長沼信二 :血液透析患者の体格指

数と透析時の問題点との関連，透析会誌 33 ，331～334，2000. 原著 本八幡腎クリニック， 長沼

クリニック

3. Hayakawa, K.，Matsumoto, M.，Aoyagi, T.，Miyaji, K.，Hata, M. : Prostate cancer with multiple

lung metastases in a hemodialysis patient, Int J Urol 7，464～466，2000. 症例

4. Hayakawa, K.，Naka, H.，Matsumoto, M.，Aoyagi, T.，Miyaji, K.，Ishikawa, H.，Hata, M. : The

significance of apoptotic changes appearing in renal allograft in acute rejection, Transplant Proc 32，

1782～1783，2000. 原著

5. Hayakawa, K.，Aoyagi, T.，Oohashi, M.，Ishikawa, H.，Hata, M. : Surgical treatment for an

idiopathic renal arteriovenous fistula with a large aneurysm, Int J Urol 8，26～28，2001. 症例

6. 青柳貞一郎，名嘉栄勝，宮地系典，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :著名な高カルシュウム血漿を呈した

副甲状腺腺腫，臨泌 55 ，75～77，2001. 症例

7. Miyaji, K.，Kaneko, S.▲ ，Ishikawa, H.，Aoyagi, T., Hayakawa, K.，Hata, M.，Oohashi, M.，Akira,

I. ，Murai, M. : Creatine kinase isoforms in the seminal plasma and the purified human

sperm, Arch Androl 46 ，127～134，2001. 原著 市病・産婦人科， けいゆう総合病院泌尿器科，

慶大・医・泌尿器科

8. 畠 亮 :カドミウムの腎及び骨に対する毒性のメカニズムに関する研究，平成12年度重金属等の健康影

響に関する研究班総会 カドミウムの健康影響に関する研究，247～250，2001. 原著

9. 大橋正和 :男性不妊症としての逆行性射精の研究，歯科学報 101 ，346～351，2001. 原著

10. 青柳貞一郎，宮地系典，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :膀胱 憩室 腫瘍4例の治療経験，泌外 14 ，563～

566，2001. 症例

11. 早川邦弘，名嘉栄勝，青柳貞一郎，宮地系典，石川博通，畠 亮，田中重光 ，田中新樹 ，田島知行

:透析患者における前立腺癌―その意義と治療効果の検討，透析会誌 34 ，1089～1093，2001. 原

著 本八幡腎クリニック， 市川クリニック

解 説

1. 畠 亮 : シリーズ「人体における内視鏡の世界」 7.泌尿器科の内視鏡，歯科学報 100 ，951～961，

2000.
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単 行 図 書

1. 畠 亮 : 著分担 :臨床泌尿器科のコツと落とし穴 手術療法 Part１（a）腎腫瘍核出術のコツ―巨大腫瘍

あるいは多発腫瘍における腎保存手術 66～67頁，中山書店，東京，1999.

2. 畠 亮 :著分担 :臨床泌尿器科のコツと落とし穴 手術療法 Part２（a）腎血管病変に対する体外腎手

術―視野展開と止血のコツ 38～40頁，中山書店，東京，1999.

そ の 他

1. 畠 亮 :幸運な世代，千葉医師会誌 52 ，90～91，2000.

2. 畠 亮 :泌尿器科学の過去，現在，未来，歯科学報 100 ，84～85，2001.

学 会 抄 録

1. 名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :高齢者のブラッドアクセスとその問

題点，第72回千葉泌尿器科集談話会プログラム，3，1999.（第72回千葉泌尿器科集談会，千葉市）

2. 畠 亮，早川邦弘，青柳貞一郎，宮地系典，石川博通 :当施設における腹腔鏡下手術の経験，第６回泌

尿器科手術手技関東地区研究会抄録，11～15，2000.（第６回泌尿器科手術手技関東地区研究会，東京）

3. 早川邦弘，名嘉栄勝，青柳貞一郎，宮地系典，石川博通，畠 亮 :我々の施行する Hand Assisted La-

paroscopic Radical Nephrectomy の術式，日泌会誌 91 ，360，2000.（第88回日本泌尿器科学会総会，

札幌市）

4. 大橋正和，斉藤賢一 ，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :顕微鏡下リンパ管温存

精索静脈瘤高位結紮術，日泌会誌 91 ，368，2000.（第88回日本泌尿器科学会総会，札幌市） 国立大

蔵病院

5. Aoyagi, T.，Ishikawa, H.，Hayakawa, K.，Miyaji, K.，Hata, M. : Testiculer damage caused by sub-

chronic cadmium intoxication in rat, J Urol 163 ，299，2000.（AUA 95th Annual Meeting, Atlanta,

USA）

6. Hayakawa, K.，Naka, H.，Miyaji, K.，Aoyagi, T.，Ishikawa, H.，Hata, M. : Experience of hand-

assisted laparoscopic renal surgery - comparison with gas-less laparoscopic surgery, J Urol 163

，324，2000.（AUA 95th Annual Meeting, Atlanta, USA）

7. 早川邦弘，名嘉栄勝，青柳貞一郎，宮地系典，畠 亮 :シャント温存を目的としたシャント部動・静脈

瘤形成術，第16回腎移植・血管外科研究会抄録，51，2000.（第16回腎移植・血管外科研究会，別府市）

8. 早川邦弘，名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，畠 亮 :透析患者における前立腺癌の意義，透析会誌 33，

693，2000.（第45回日本透析医学会学術集会，福岡市）

9. 西山和成 ，篠塚弘利 ，廣野 悟 ，荒川幸喜 ，名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，

石川博通，畠 亮 :当院における血液浄化の現況，透析会誌 33，827，2000.（第45回日本透析医学会学

術集会，福岡市） 市病 臨床工学士， 市病・内科
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10. 青柳貞一郎，名嘉栄勝，早川邦弘，宮地系典，石川博通，畠 亮 :透析患者への経尿道的手術の経験，

透析会誌 33，882，2000.（第45回日本透析医学会学術集会，福岡市）

11. 廣野 悟 ，篠塚弘利 ，西山和成 ，荒川幸喜 ，名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，

石川博通，畠 亮 :難治性腹水に対し CAPD 用廃液パックを用いた腹水透析が有効であった糖尿病

性腎症の一例，透析会誌 33，947，2000.（第45回日本透析医学会学術集会，福岡市） 市病 臨床工学士，

市病・内科

12. 名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :高齢者における内シャントの問題点，

歯科学報 100 ，9，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）

13. 青柳貞一郎，宮地系典，早川邦弘，石川博通，畠 亮 :著明な高カルシウム血症を呈した副甲状腺腺腫

の一例，第12回日本内分泌外科学会総会抄録集，142，2000.（第12回日本内分泌外科学会総会，東京）

14. 早川邦弘，名嘉栄勝，宮地系典，青柳貞一郎，畠 亮，田中重光 ，田中新樹 :前腕深部静脈吻合人工

血管内シャント，第９回腎不全外科研究会抄録集，2000.（第９回腎不全外科研究会，名古屋市） 本八

幡腎クリニック

15. 名嘉栄勝，宮地系典，早川邦弘，青柳貞一郎，石川博通，畠 亮 :腎腫瘍との鑑別に苦慮した腎膿瘍の

１例，第73回千葉泌尿器科集談会抄録集，2000.（第73回千葉泌尿器科集談会，千葉市）

16. 畠 亮 :間質性腎炎にみられるアポトーシスの合目的性に関する一考察，第18回浜松カンファレンス抄

録集，2000.（第18回浜松カンファレンス，浜松市）

17. 宮地系典，石川博通，名嘉栄勝，青柳貞一郎，早川邦弘，畠 亮，兼子 智 ，大橋正和，村井 勝 :ヒ

ト精子に対する Substance P の影響，日泌会誌 91 ，2001.（第88回日本泌尿器科学会総会，札幌市）

市病・産婦人科， 慶大・医・泌尿器科
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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（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）

講 師 辰野 聡 整形外科領域におけるMRI 撮像法の最適化（Ａ９９‐０７００‐２）

助 手 清水 桜 整形外科領域におけるMRI 撮像法の最適化（Ａ９９‐０７００‐２）

２．成果の概要

１）高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ９９‐０７００‐１）

現在まで，頭頚部腫瘍 ３例，食道癌５例，婦人科腫瘍７例，転移性腫瘍１例，のべ５９回の治療を行っ

た．低線量率との線量率の違いによる生物学的効果を考えて，至適１回線量，分割方法，至適総線量，外部

照射との線量配分，線量評価点を検討する．

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ウターによる simulation とファントームを用いた測温による共同実験を

行っている．この基礎実験により，組織内加温システムがある程度形づくられた後，平行して当科において

臨床実験を行い最終的システムを構築する予定である．

３）整形外科領域におけるMRI 撮像法の最適化（Ａ９９‐０７００‐２）

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，前十字靱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，この嚢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

担当者 研究課題
学外研究施設

研究施設 所在地 責任者

青柳 裕 Microwave 組織内加温の研究 千葉大学工学部 千葉市 伊藤 公一

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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単 行 図 書

1. 辰野 聡（a）:著分担 :ケースレビュー 頭頸部の画像診断（初版）（a）症例161-180 183～206頁，メディ

カル・サイエンス・インターナショナル，東京，2000.

2. 辰野 聡（a）:著分担 : 21世紀 耳鼻咽喉科領域の臨床 17 頭頸部腫瘍（初版）（a）4.診断 1. 画像診断

38～50頁，中山書店，東京，2000.

3. 辰野 聡（a）:著分担 :手術 別冊シリーズ 最新 アッペ・ヘモ・ヘルニア・下肢バリックスの手術（a）

第一章 アッペ（虫垂切除）2.虫垂の超音波診断 13～19頁，金原出版，東京，2000.

4. 辰野 聡（a）:著分担 :頭頸部画像診断学（２版）（a）下咽頭 152～166頁，中外医学社，東京，2000.

学 会 抄 録

1. 伊藤公一 ，斉藤一幸 ，吉村博幸 ，青柳 裕，堀田洋稔 :マイクロ波組織内加温・組織内照射併用療

法による治療システムの開発，日ハイパーサーミア会誌 16（増刊号），114，2000.（第17回日本ハイ

パーサーミア学会，新潟市） 千葉大・工・都市環境システム学科

2. 斉藤一幸 ，伊藤公一 ，吉村博幸 ，青柳 裕，堀田洋稔 :組織内照射用プラスチックニードルに挿入

したマイクロ波アンテナの加温特性，日ハイパーサーミア会誌 16（増刊号），116，2000.（第17回日本

ハイパーサーミア学会，新潟市） 千葉大・工・都市環境システム学科
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単 行 図 書

1. 辰野 聡（a）:著分担 :ケースレビュー 頭頸部の画像診断（初版）（a）症例161-180 183～206頁，メディ

カル・サイエンス・インターナショナル，東京，2000.

2. 辰野 聡（a）:著分担 : 21世紀 耳鼻咽喉科領域の臨床 17 頭頸部腫瘍（初版）（a）4.診断 1. 画像診断

38～50頁，中山書店，東京，2000.

3. 辰野 聡（a）:著分担 :手術 別冊シリーズ 最新 アッペ・ヘモ・ヘルニア・下肢バリックスの手術（a）

第一章 アッペ（虫垂切除）2.虫垂の超音波診断 13～19頁，金原出版，東京，2000.

4. 辰野 聡（a）:著分担 :頭頸部画像診断学（２版）（a）下咽頭 152～166頁，中外医学社，東京，2000.

学 会 抄 録

1. 伊藤公一 ，斉藤一幸 ，吉村博幸 ，青柳 裕，堀田洋稔 :マイクロ波組織内加温・組織内照射併用療

法による治療システムの開発，日ハイパーサーミア会誌 16（増刊号），114，2000.（第17回日本ハイ

パーサーミア学会，新潟市） 千葉大・工・都市環境システム学科

2. 斉藤一幸 ，伊藤公一 ，吉村博幸 ，青柳 裕，堀田洋稔 :組織内照射用プラスチックニードルに挿入

したマイクロ波アンテナの加温特性，日ハイパーサーミア会誌 16（増刊号），116，2000.（第17回日本

ハイパーサーミア学会，新潟市） 千葉大・工・都市環境システム学科
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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，同時に測定した頚動脈血圧・頚動脈血流速度と共に検討した．その

結果，頚動脈圧は ISO濃度依存性に低下し，HbO２は頚動脈血流速度（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．

― 253 ―



― 254 ―

論 文

1. 堀田美佐子 ，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫，武田純三 :減汗性外胚葉異形成症の麻酔経験，麻

酔 49 ，414～416，2000. 症例 慶大・医・麻酔科

2. Koitabashi, T.，Umemura, N.，Takino, Y. : A case of Fournier’s gangrene contraindicating spinal

anesthesia, Anesth 92，289～290，2000. 症例

単 行 図 書

1. 瀧野善夫 :共著 :気管切開チューブ―第３部 小児用気管切開チューブ JIS T 7227-3:1994，財団法人

日本規格協会，東京，1998. 平成10年度分

2. 瀧野善夫 :共著 :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，財団法人 日本規格協

会，東京都，1998. 平成10年度分

3. 瀧野善夫 :共著 :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，財団法

人 日本規格協会，東京，1998. 平成10年度分

4. 瀧野善夫 :共著 :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，財団法人 日本

規格協会，東京，1998. 平成10年度分

5. 瀧野善夫 :共著 :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，財団法人 日本

規格協会，東京，1998. 平成10年度分

6. 落合亮一 ，木山秀哉 ，瀧野善夫，小板橋俊哉，梅村直治 :共著 :臨床麻酔学レキシコン，メディカ

ル・サイエンス・インターナショナル，東京，2000. 慶大・医・麻酔科

7. 瀧野善夫 :共著 :最新アッペ・ヘモ・ヘルニア下肢バリックスの手術，金原出版，東京，2000.

そ の 他

1. 瀧野善夫 :日本麻酔・薬理学会第22回学術大会印象記，臨麻 24 ，1368，2000.

学 会 抄 録

1. 鈴木武志，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫 : TIVAによる腹腔鏡下胆嚢摘出術中のストレスホルモン

の動態，日本麻酔学会誌 14（suppl），126，2000.（第47回日本麻酔学会総会，東京）

2. 鈴木武志，瀧野善夫，梅村直治 :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，日本

麻酔学会誌 14（suppl），23，2000.（第47回日本麻酔学会総会，東京）

3. 梅村直治，小板橋俊哉，鈴木武志，瀧野善夫 :周術期不安は術後の疼痛と関連するか，日本麻酔学会誌

14（suppl），99，2000.（第47回日本麻酔学会総会，東京）

4. 瀧野善夫 :腹部手術の麻酔法（ビデオ）―公開講座・麻酔科の仕事，いろいろ―，千葉麻酔科医会雑誌

，2，2000.（第４回千葉麻酔科医会，千葉市）
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5. 梅村直治，瀧野善夫 :硬膜外腔に注入したリドカインのクモ膜下腔移行についての研究（第１報），日本

麻酔・薬理学会第22回学術大会抄録集（2000），68，2000.（第22回日本麻酔・薬理学会学術大会，東京）

6. 鈴木武志，梅村直治，瀧野善夫 :胸部硬膜外麻酔の拡がり，日本麻酔・薬理学会第22回学術大会抄録集，

68，2000.（第22回日本麻酔・薬理学会学術大会，東京）

7. 梅村直治，瀧野善夫 :胃亜全摘中に ST上昇を認め，ついで VTに移行した１症例，日本麻酔・薬理学

会第22回学術大会抄録集，71，2000.（第22回日本麻酔・薬理学会学術大会，東京）

8. Suzuki, T.，Koitabashi, T.，Umemura, N.，Takino, Y.，Yamada, T. : Comparison of stress

hormonal responses between two different anaesthetic techniques during laparoscopic cho-

lecystectomy，12th WCOA abst，169～170，2000.（12th World Congress of Anaesthesiologists,

Montreal, Canada） 慶大・医・麻酔科

9. Koitabashi, T.，Peter, S.S. : Differences in bolus doses of propofol according to five pharmacokinetic

models of target-controlled infusions in elderly and young adults: a simulation study，12th WCOA

abst，262，2000.（12th World Congress of Anaesthesiologists，Montreal, Canada） Department of

Anesthesiology

10. 梅村直治，瀧野善夫 :硬膜外腔に注入したリドカインのクモ膜下腔移行について（第２報），第40回日本

麻酔学会関東甲信越地方会抄録集，31，2000.（第40回日本麻酔学会関東甲信越地方会，東京）

11. 小板橋俊哉，瀧野善夫 :口腔外科手術中の BISモニタリングの Logistics，日歯麻誌 28，520，2000.（第

28回日本歯科麻酔学会総会，仙台市）

12. 小板橋俊哉，梅村直治，鈴木武志，瀧野善夫 :後腹膜腔と腹腔内へ二酸化炭素を送気した場合の二酸化

炭素吸収量の違い，日臨麻誌，441，2000.（第20回日本臨床麻酔学会，佐賀市）
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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 吉野 文浩 臨床精神医学，神経心理学（Ａ９８‐４１５‐２）

病院助手 加藤 隆 臨床精神医学，神経心理学（Ａ９８‐４１５‐３）

秋山 知子 臨床精神医学，神経心理学（Ａ９８‐４１５‐４）

２．成果の概要

１）神経心理学（Ａ９８‐４１５‐１，Ａ９８‐４１５‐２，Ａ９８‐４１５‐３，Ａ９８‐４１５‐４）

エピソード記憶および意味記憶障害，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

Motoichiro
Kato

２０００．７．３ Higher false recognition and
abnormal prefrontal
activation in chronic
alcoholics : a functional MRI study．

The１０th Congress of the
International Society for
Biomedical Research on
Alcoholism，ISBRA２０００

Yokohama

Motoichiro
Kato

２０００．７．２７ Development of two
weighted scales for
depressive symptoms and
emotional disorders.

International Workshop on
Stroke Scales（endorsed by
International Stroke
Society）．

Tokyo

加藤元一郎 ２０００．９．７ 前頭葉と情動－特に眼窩脳の機
能について

第２４回日本神経心理学会総会 東京

加藤 隆 ２００１．３．３ 視覚・聴覚刺激および選択的注
意に関連した脳磁場反応

平成１２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
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論 文

1. 吉野文浩 :アルツハイマー型痴呆における意味記憶の障害構造，慶應医学 77 ，185～199，2000. 原

著 学位論文

2. 梅田 聡 ，加藤元一郎，三村 將 ，鹿島晴雄 ，小谷津孝明 :コルサコフ症候群における展望的記憶，

神心理 16 ，193～199，2000. 原著 慶大・文・心理学， 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神

神経科， 日本橋学館大

3. Mimura, M. ，Oda, T. ，Tsuchiya, K. ，Katou, M.，Ikeda, K. ，Hori, K. ，Kashima, H. :

Corticobasal degeneration presenting with nonfluent primary progressive aphasia: A cli-

nicopathological study, J Neurol Sci 183，19～26，2001. 原著 昭和大・医・精神医学， 国立下総療

養所， 都立松沢病院， 東京都精神医学総研， 慶大・医・精神神経科

解 説

1. 栗原稔之 ，加藤元一郎，八木剛平 :バリ島における精神分裂病の予後―予後に影響する社会文化的

な因子について，精神療法 20 ，451～460，2000. 駒木野病院， 慶大・医・精神神経科

2. 吉野文浩，加藤元一郎，鹿島晴雄 :陰性症状と前頭葉機能，精神医学レビュー（37），97～100，2000.

慶大・医・精神神経科

3. 加藤元一郎 :ソマテック・マーカー仮説と前頭葉腹内側部の機能，Brain Med 13 ，63～70，2001.

4. 加藤元一郎 :高次視知覚検査，Annu Rev 神経，41～48，2001.

5. 森山 泰 ，加藤元一郎 :前頭葉症候群，Mod Physician 21 ，288～292，2001. 駒木野病院

6. 吉野文浩 :痴呆，モダン・フィジシャン 21 ，295～298，2001.

7. 加藤元一郎 :前脳基底部病変と記憶障害，神研の進歩 45 ，184～197，2001.

単 行 図 書

1. Umeda, S. ，Katou, M. : 著分担 : Affective Minds, G.Hatano, N.Okada, and H.Tanabe（Eds）（a）

Receiveing emotional signals and rtrieving past similar events: Higer-order cognitive dysfunction

following damage to the ventromedial prefrontal cortex, 111～115頁，Elsevier Science B.V., New

York，2000. 慶大・文

そ の 他

1. 森山 泰 ，三村 将 ，加藤元一郎，崎原建生 ，原 常勝 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :著明な情動不穏

を認めた Marchiafava Bignami 病の1例，精神医学 42，1181～1186，2000. 駒木野病院， 昭和大・

医・精神医学， 慶大・医・精神神経科
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学 会 抄 録

1. Akine, Y.，Katou, M.，Suhara, T. ，Umeda, S. ，Ikehira, H. ，Tanada, S. : Neural correlates of

manipulation process and semantic access in working memory, Neuro Image 11 ，S432，2000.

（6th International Conference on Functional Mapping of the Human Brain, San Antonio, USA） 放医研，

慶大・文

2. 梅田 聡 ，加藤元一郎，三村 將 ，小谷津孝明 :前頭葉腹内側部損傷例におけるネガティブ語の想起，

日本心理学会第64回大会発表論文集，768，2000.（日本心理学会第64回大会，京都市） 慶大・文， 昭

和大・医・精神医学

3. 森山 泰 ，田淵 肇 ，加藤元一郎，三村 將 ，鹿島晴雄 ，原 常勝 ，浅井昌弘 :アルコール依存

症の遂行機能障害と臨床予後に関する研究，神心理 16 ，262，2000.（第24回日本神経心理学会総会，

東京） 駒木野病院， 東京青梅病院， 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

4. 吉野眞理子 ，浦野雅世 ，栗田竜子 ，畑 隆志 ，藤井 聡 ，三村 將 ，加藤元一郎 :島と言語機能（そ

の１）:右島局限性病変により一過性失語を呈した両手利き症例，神心理 16 ，26，2000.（第24回日

本神経心理学会総会，東京） 横浜市立脳血管医療センター・リハビリテーション部， 横浜市立脳血管医

療センター・神経内科， 横浜市立脳血管医療センター・脳神経外科， 昭和大・医・精神医学

5. 浦野雅世 ，吉野真理子 ，太田多美 ，上妻良子 ，畑 隆志 ，三村 將 ，加藤元一郎 :島と言語機能

（その２）:左島に比較的限局した病巣により流暢性失語を呈した1例，神心理 16 ，26，2000.（第24

回日本神経心理学会総会，東京） 横浜市立脳血管医療センター・リハビリテーション部， 横浜市立脳血

管医療センター・神経内科， 昭和大・医・精神医学

6. 山下千代 ，水野雅文 ，根本隆洋 ，三浦勇太 ，加藤元一郎，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :精神分裂病に

おける社会的問題解決能力の検討，神心理 16 ，31，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶

大・医・精神神経， 大泉病院

7. 永井知代子 ，岩田 誠 ，松岡瑠美子 ，加藤元一郎 :Williams症候群の染色体欠失範囲と視覚構成行

為，神心理 16 ，34，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 東京女子医大・神経内科， 東京女

子医大・循環器小児科

8. 吉益晴夫 ，加藤元一郎，三村 将 ，村松太郎 ，坂村 雄 ，水野雅文 ，森山 泰 ，若松直樹 ，

鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :コルサコフ症候群の自伝的記憶障害は前頭葉機能障害と関連しない，神心

理 16 ，34，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶大・医・精神神経， 昭大・医・精神医学，

駒木野病院

9. 加藤元一郎，秋根良英，吉野相英 ，赤井淳一郎 ，加藤雄司 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :視床背内側

核・内側視床枕核と乳頭体に病変を認めたコルサコフ症候群の１例，神心理 16 ，34，2000.（第24

回日本神経心理学会総会，東京） 防衛医大・精神， 東京電力多摩健康管理室， 桜ケ丘記念病院， 慶

大・医・精神神経
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10. 若松直樹 ，加藤元一郎，松岡瑠美子 ，岩田 誠 ，永井知代子 ，砂原真理子 ，五十嵐一枝 ，

鹿島晴雄 :Williams症候群における視空間認知について ―VPTA―，神心理 16 ，34，2000.（第

24回日本神経心理学会総会，東京） 駒木野病院心理科， 東京女子医大・循環器小児科， 東京女子医大・

神経内科， 東京女子医大・小児科， 東京女子医大・小児科心理室， 慶大・医・精神神経

11. 梅田 聡 ，中村明義 ，宮原保之 ，三村 将 ，加藤元一郎，鹿島晴雄 :前脳基底部健忘における

展望的記憶，神心理 16 ，35，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶大・文， 足利赤十字

病院， 大田原赤十字病院， 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

12. 秋山知子，加藤元一郎，加藤 隆，師岡えりの，吉野文浩，三村 將 ，村松太郎 ，鹿島晴雄 ，

浅井昌弘 :場所・人に対して重複性記憶錯誤を呈した単純ヘルペス脳炎の例，神心理 16 ，35，

2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経科

13. 額田新太郎，加藤元一郎，三村 将 ，師岡えりの，加藤 隆，秋山知子，吉野文浩，秋根良英，

鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :一過性全健忘13例における脳血流低下部位に関する検討，神心理 16 ，38，

2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

14. 秋根良英，加藤元一郎，村松太郎 ，須原哲也 ，池平博夫 ，棚田修二 ，梅田 聡 ，三村 將 ，

鹿島晴雄 :右前頭葉損傷例における顔認知による左外側中・下側頭回後部の賦活 : fMRI研究，神

心理 16 ，38，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶大・医・精神神経， 放医研・高度診断

機能研究ステーション， 慶大・文， 昭和大・医・精神医学

15. 斉藤文恵，加藤元一郎，村松太郎 ，鹿島晴雄 :純粋失読を示した１例における画像認知障害の検討，

神心理 16 ，42，2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶大・医・精神神経

16. 小松伸一 ，三村 將 ，加藤元一郎，斉藤文恵，加藤 隆，若松直樹 ，鹿島晴雄 :コルサコフ症候

群における潜在学習 :系列反応時間課題を用いた規則の獲得，神心理 16 ，50，2000.（第24回日本

神経心理学会総会，東京） 信州大・教育， 昭和大・医・精神医学， 駒木野病院， 慶大・医・精神神

経

17. 三村 將 ，小松伸一 ，加藤元一郎，斉藤文恵，師岡えりの，若松直樹 ，森山 泰 ，鹿島晴雄 :

コルサコフ症候群における潜在学習 :位置次元と数字次元間の規則転換の効果，神心理 16 ，51，

2000.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 昭和大・医・精神医学， 信州大・教育， 駒木野病院，

慶大・医・精神神経

18. 加藤 隆，加藤元一郎，梅田 聡 ，秋根良英，三村 將 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :ギャンブリング課

題の成績と性格特徴との関連について:日本語版 TCIを用いた検討，神心理 16 ，53，2000.（第24回

日本神経心理学会総会，東京） 慶大・文， 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

19. 前田貴記 ，加藤元一郎，村松太郎 ，鹿島 晴雄 :前頭葉損傷における知覚異常について―Graphic

Rorschach Test（Keio Version）―を用いた検討，神心理 16 ，53，2000.（第24回日本神経心理学会総

会，東京） 桜ケ丘記念病院， 慶大・医・精神神経
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20. 浦野雅世 ，吉野真理子 ，木島理恵子 ，佐藤真紀 ，村上照美 ，畑 隆志 ，三村 將 ，加藤元一郎 :

左視床限局病変による失書症状の検討，失語症研 21 ，41，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京）

横浜市立脳血管医療センター・リハビリテーション部， 横浜市立脳血管医療センター・神経内科， 昭

和大・医・精神医学

21. 田淵 肇 ，森山 泰 ，加藤元一郎，三村 將 ，吉益晴夫 ，村松太郎 ，鹿島晴雄 :脳損傷における

遂行機能障害の行動評価法（BADS）の検討，失語症研 21 ，45，2001.（第24回日本失語症学会総会，

東京） 東京青梅病院， 駒木野病院， 昭和大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

22. 吉野文浩，加藤元一郎，斉藤文恵，三村 將 ，村松太郎 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :アルツハイマー

型痴呆では対象項目ごとの“名称”に関する指示の障害はその“定義”の障害と関係する，失語症研

21 ，46，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京） 昭和大・医・精神医学， 慶應大・医・精神神経

23. 穴水幸子 ，三村 将 ，加藤元一郎，加藤 隆，斉藤文恵，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :人物誤認を呈した

症例の作話の検討，失語症研 21 ，48，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京） 慶大・医・精神神

経， 昭和大・医・精神医学

24. 加藤 隆，加藤元一郎，吉野文浩，秋山知子，秋根良英，三村 將 ，鹿島晴雄 :モチベーションの神

経心理学的検査法に関する検討，失語症研 21 ，50，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京） 昭和

大・医・精神医学， 慶大・医・精神神経

25. 永井知代子 ，岩田 誠 ，松岡瑠美子 ，加藤元一郎 :Williams症候群と相貌認知，失語症研 21 ，

66，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京） 東京女子医大・神経内科， 東京女子医大・循環器小児科

26. 師岡えりの，三村 将 ，加藤元一郎，斉藤文恵，額田新太郎 ，若松直樹 ，鹿島晴雄 ，浅井昌弘 :

健忘症候群と手続き記憶の検討，失語症研 21 ，72，2001.（第24回日本失語症学会総会，東京） 昭和

大・医・精神医学， 三恵病院， 駒木野病院， 慶大・医・精神神経

27. 三村 将 ，加藤元一郎，飯野光治 ，西岡玄太郎 ，猪股裕子 ，大場説子 ，緑川 晶 ，鹿島晴雄 :

特異な人物想起の障害を呈したヘルペス脳炎の一例，失語症研 21 ，74，2001.（第24回日本失語症学

会総会，東京） 昭和大・医・精神医学， 横浜市民病院神経内科， 埼玉飯能病院， 横浜市総合リハセ

ンター心理， 中央大・文学研究科， 慶大・医・精神神経

28. Umeda, S. ， Katou, M.，Akine, Y.，Mimura, M. : Prospective memory and the orbitofrontal

cortex : A lesion study, J Cogn Neurosci，39，2001.（Cognitive Neuroscinece Society Annual Meeting,

New York, USA） 慶大・文， 昭和大・医・精神医学

29. 加藤元一郎，加藤 隆，秋根良英，新谷益朗 :顎関節症と咬合異常関連疾患における聴覚・視覚誘発

MEG反応の変容に関する検討 ― 特に，body image および自律神経系の障害とMEG反応との関

連について，平成12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 プログラムおよび抄

録集，2001.（平成12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） 法歯

30. 坂村 雄 ，三村 將 ，加藤元一郎，斉藤文恵，鹿島 晴雄 ，浅井昌弘 :前頭葉損傷の局在と作動

記憶の検討，神心理 16 ，52，2001.（第24回日本神経心理学会総会，東京） 慶大・医・精神神経，

昭和大・医・精神医学
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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

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）

２．成果の概要

１）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 pat-

tern 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．また口腔癌の検索は

Bread loaf step sectioning が基本であることを，第１９回日本口腔腫瘍学術大会（平成１３年１月２４～２６，宇都

宮市）のワークショップにて発表した．

２）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．現在，５０例のＴ１およびＴ２早期癌のデータ処理を行っている．

３．学外共同研究

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

担当者 研究課題
学外研究施設

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

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

田中 陽一 ２００１．１．２５ 口腔癌の外科病理 第１９回日本口腔腫瘍学術大会 宇都宮市
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論 文

1. 森本光明 ，山根源之 ，福島大平 ，森崎重規 ，蔵本千夏 ，小倉 基 ，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 6 ，26～31，2000. 症例 市病・オーラルメディシン， 市病・皮膚科， 慶大・医・

皮膚科

2. 小澤靖弘 ，山根源之 ，外木守雄 ，渡邊 裕 ，武田宇央 ，田中陽一 :透析患者の上顎前歯歯槽部に

発生した腫瘍状石灰化様病変の１例，日口腔外会誌 46 ，484～486，2000. 症例 市病・オーラル

メディシン

3. 田中陽一 :歯科医からみた細胞診，臨検 44 ，1190～1193，2000. 原著

4. 宜保一夫 :透析患者にみられる腫瘍状石灰化症様病変，臨検 44 ，1286，2000. 症例

5. 伊藤由美 ，小野田雅美，田中陽一 :顎骨内嚢胞性病変，臨検 44 ，1395～1398，2000. 症例 神歯

大・口腔病理

6. 角田和之 ，酒向 淳 ，岩渕博史 ，高森康次 ，角田博之 ，永井哲夫 ，田中陽一，藤野雅美 ，

吉成正雄 :口腔扁平苔癬と臨床診断され歯科用金属除去により改善した一例，日口腔粘膜会誌 6

，69～73，2000. 症例 慶大・医・歯口外， おやまにし病院・歯口外， 理工

7. 堀川拓郎 ，山根源之 ，外木守雄 ，野々山 進 ，横澤貴宏 ，田中陽一 :舌に発生した乳頭状嚢腺癌

の１例，日口腔腫瘍会誌 12 ，337～341，2000. 症例 市病・オーラルメディシン

8. 竹田奈津子 ，岩渕博史 ，朝波惣一郎 ，田中陽一 :下顎骨正中部に発生した顎骨中心性血管腫の１例，

日口腔外会誌 46 ，793～795，2000. 症例 慶大・医・歯口外

9. 下村絵美 ，岩渕博史 ，木村 彩 ，河奈裕正 ，朝波惣一郎 ，田中陽一 :上顎洞に発生した髄外性形

質細胞腫の１例，日口腔外会誌 47 ，133～136，2001. 症例 慶大・医・歯口外

プロシーディングス

1. Ito, Y. ，Tanaka, Y.，Yamane, G. : A tumor of the jaw，Oral Med Pathol 5 ，120，2000.（第11回日

本口腔病理学会総会・学術大会，横浜市） 神歯大・口病， 市病・オーラルメディシン

2. Tanaka, Y. : Oral Surgical Pathology in the General Hospital，Oral Med Pathol 5 ，120～118，

2000.（第11回日本口腔病理学会総会・学術大会，横浜市）

学 会 抄 録

1. 高森康次 ，岩渕博史 ，河奈裕正 ，本間宏昌 ，朝波惣一郎 ，田中陽一 :口腔癌に対する Neo-adju-

vant chemotherapy の臨床病理学的効果に関する検討，頭頸部腫瘍 26 ，356，2000.（第24回日本頭

頸部腫瘍学会，東京） 慶大・医・歯口外
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2. 小野田雅美，宜保一夫，田中陽一，小出 紀，中島庸也 :扁平上皮化生が著明であった耳下腺基底細

胞癌の一例，日臨細胞会誌 39 ，495，2000.（第39回日本臨床細胞学会，大宮市） 市病・耳鼻科

3. 田中陽一，宜保一夫，小野田雅美，荒井義雄，伊藤由美 ，小出 紀 :腺房細胞癌の細胞診組織像から

みた細胞所見，日臨細胞会誌 39 ，71，2000.（第41回日本臨床細胞学会総会，東京） 神歯大・口腔病

理

4. 森本光明 ，小倉 基 ，岡村泰斗 ，福島大平 ，外木守雄 ，山根源之 ，田中陽一，高橋慎一 :慢

性剥離性歯肉炎の症状を呈した３症例，歯科学報 100 ，77，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，

千葉市） 市病・オーラルメディシン， 市病・皮膚科

5. 青江利明 ，島田隆光 ，佐藤一道 ，森本光明 ，福島大平 ，山根源之 ，高橋慎一 ，田中陽一 :プ

レドニゾロン，シクロスポリン併用療法に加えて二重膜濾過血漿交換療法を必要とした粘膜天疱瘡の

一例，日本口腔粘膜学会総会 ―プログラム・抄録集―，45，2000.（第10回日本口腔粘膜学会総会，徳

島市） 市病・オーラルメディシン， 市病・皮膚科

6. 小倉 基 ，森本光明 ，外木守雄 ，山根源之 ，田中陽一，高橋慎一 :擦過細胞診およびデスモグレ

イン抗体価測定が診断に有用であった尋常性天疱瘡の一例，日本口腔診断学会総会プログラム・抄録

集，2000.（第13回日本口腔診断学会総会，坂戸市） 市病・オーラルメディシン， 市病・皮膚科

7. 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嚢腺癌の一例，日

口腔腫瘍会誌 12 ，142～143，2000.（第18回日本口腔腫瘍学会，東京） 市病・オーラルメディシン

8. 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，日

口腔腫瘍会誌 12 ，165～166，2000.（第18回日本口腔腫瘍学会，東京） 市病・オーラルメディシン

9. Ito, Y. ，Tanaka, Y.，Yamane, G. : A case of tumoral calcinosis like lesion in the maxillary anterior

gingiva in patient on hemodialysis, J Oral Pathol Med 29，349，2000.（10th International Congress of

the IAOP, La Antigua, Guatemala） 神歯大・口腔病理， 市病・オーラルメディシン

10. 宜保一夫，小野田雅美，荒井義雄，長谷川日出子，田中陽一 :口腔病変の細胞診，第14回日本臨床細胞

学会関東連合会総会および学術集会プログラム，18，2000.（第14回日本臨床細胞学会関東連合会総会・

学術集会，横浜市）

11. 高木佐知子 ，高森康次 ，岩渕博史 ，岡田明子 ，本間宏昌 ，柴 秀行 ，朝波惣一郎 ，田中陽一 :

Unicystic Ameloblastoma ８症例の検討，日口腔科会誌 49 ，432，2000.（第54回日本口腔科学会総

会・学術大会，東京） 慶大・医・歯口外

12. 渡邊 裕 ，山根源之 ，外木守雄 ，蔵本千夏 ，田中陽一 :頭頸部横紋筋肉腫に対する CDDP+カフェ

イン動注化学療法の効果に対する検討，歯薬物療 19 ，186～187，2000.（第20回日本歯科薬物療法学

会学術大会，東京） 市病・オーラルメディシン
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13. 岩渕博史 ，高森康次 ，本間宏昌 ，矢郷 香 ，岡田 豊 ，朝波 惣一郎 ，田中陽一 :基底細胞母斑

症候群の歯原性角化嚢胞に関する検討，日口腔外会誌 46 ，1022，2000.（第45回日本口腔外科学会総

会・学術大会，千葉市） 慶大・医・歯口外

14. 重松司朗 ，阿部一樹 ，鈴木康之 ，滝川幸生 ，羽田裕二 ，福本 裕 ，岩本昌平 ，田中陽一，

高野伸夫 :下顎の広範囲に発育した soft tissue perineuroma と思われる１例，日口腔外会誌 46

，1082，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 東京都立府中病院・歯口外， 東京

都立大塚病院・歯口外

15. 岡崎雄一郎 ，佐藤一道 ，森崎重規 ，外木守雄 ，山根源之 ，田中陽一 :早期舌癌の診断に関する

実験的研究（第１報），日口腔外会誌 46 ，198，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉

市） 市病・オーラルメディシン

16. 岩渕博史 ，内山公男 ，朝波 惣一郎 ，田中陽一 :慢性歯性上顎洞炎に対する Roxithromycin長期投

与療法について 第３報 適応症の検討，日口腔外会誌 46 ，996，2000.（第45回日本口腔外科学会総

会・学術大会，千葉市） 慶大・医・歯口外， 国立栃木病院・歯口外
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