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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 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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 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）

森崎 重規 自己免疫性口腔粘膜疾患（主として水疱形成疾患）の診断と治療（Ａ０１－０６２０‐１）

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）

原口 孝之 骨の再生に関する研究（Ａ０１－０６２０‐２）

病院助手 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）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

上野 正博 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

大塚 裕 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）

飯田彩依子 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）

潮田 高志 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）

渋谷 昌幸 骨の再生に関する研究（Ａ０１－０６２０‐２）

杉本 幸一 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ９４‐０６２０‐２）

田中 吉治 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）

大学院生 岡崎雄一郎 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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

佐藤 一道 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

花上 伸明 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）

―２２３―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

外木 守雄 放射線治療における口腔粘膜
障害RBE（reaction of biological
effect）の定量化とその修飾因
子の研究

放射線医学総合研究所重
粒子センター

千葉市 江 純悦

山根 源之 口腔癌の早期診断のための検
査法の確立に関する研究

東京歯科大学社会歯科学
研究室

千葉市 石井 拓男

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 骨の再生に関する研究（Ａ０１－０６２０‐２）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

２．成果の概要

１）早期舌癌の診断に関する実験的研究

４NQO発癌モデルの early canser 周囲の dysplasia 部において，高い頻度で β－catenin の細胞質・核内

への集積を認めた．またその集積の一要因とされる β－catenin exon３領域の変異は認めなかった．本モデ

ルの異型上皮は，ほぼ１００％浸潤癌へ移行することから，exon３領域の変異を伴わない β－catenin の細胞

質・核内への集積が発癌過程の早期の段階で関与していることが示唆された．

歯科学報 １０１，９２５，２００１．

２）歯科用金属アレルギーの診断と治療に関する研究

―感作動物を用いた口腔粘膜における遅延型過敏反応に関する実験的研究―

金属アレルギーは皮膚領域では遅延型過敏反応（Delayed－Type Hypersensitivity：DTH）とされてい

る．そのDTHは感作相および惹起相の２ステージに分かれており多数報告がある．しかし，口腔粘膜で感

作が成立かどうかの検討は行われておらずまた，皮膚との検討もあまり行われていない．そこで，感作陽性

物質であるDNCBと金属試薬であるHgCl２を用いマウスの背部皮膚および口腔粘膜において感作実験を行

い比較検討を行った．その結果，DNCB，HgCl２において背部皮膚と同様に口腔粘膜で感作が認められ，口

腔粘膜も皮膚と同様感作が成立する部位であると考えられた．また，口腔内に使用された歯科用金属によっ

ても感作が起こる可能性が示唆された．

歯科学報 １０１，９２，２００１．

３）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

頬骨と上顎骨によって支持される Zygomaticus fixture の基礎的研究として，日本人男性無歯顎屍体の頬

骨の内部構造を観察した．観察には，非破壊的に骨の内部構造を観察することのできる極微小焦点Ｘ線CT

装置（µCT）を用いた．その結果，頬骨前頭突起と頬骨弓の移行部付近において骨梁が密に存在している

ことが観察された．以上の結果から，埋入された Zygomatics fixture の先端部に相当する部位に骨梁が密

に存在していることになり，fixture が咬合を支持する上で非常に有利であると考えられた．

口腔科会誌 ５０，５０９，２００１．

３．学外共同研究

―２２４―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

山根 源之 口腔癌の早期診断のための検査法の確立に関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）

山根 源之 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究 厚生科学研究 長寿科学総合
研究事業

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

渡邊 裕 住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究
―歯科保健対策を中心として―

財団法人長寿科学振興財団
健康科学総合研究推進事業
外国への日本人研究者派遣事
業

渡邊 裕 摂食・嚥下機能障害回復過程での中枢における代償性変化
に関する研究

科学研究費・奨励（Ａ）

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

武田 宇央 ２００１．４．７ 放射線照射後の口腔乾燥症にお
ける一酸化窒素の役割

シェーグレン症候群
市川セミナー

千葉市

４．科研費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジスト

―２２５―



論 文

１．Abe, S.�, Watanabe, Y., Tokioka, T.�, Satou, T.�, Tazaki, M.�, Matsukubo, T.�, Yamane, G., Ide, Y.�,

Yamada, Y.�, Shimono, M.�, Ishikawa, T.�：Investigation of gentral control during voluntary degluti-

tion, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１２８～１３０，２００１．原著 脳科学研 �解剖，�補綴 II，�生理，�衛生，�新
潟大・大学院・顎顔面機能，�病理，�保存Ⅲ

２．Takahashi, M.�,Takao, T.�, Watanabe, Y.：Neuromagnetic analysis of hand precision movements using

magnetoencephalography（MEG）,Bull Tokyo Dent Coll４２�，１３６～１３７，２００１．原著 脳科学研 �市病・整

外科

３．佐藤一道，岡崎雄一郎，森崎重規，外木守雄，山根源之，田中陽一�：４NQOラット発癌モデルを用いた

早期舌癌における β－catenin の局在に関する検討，歯科学報１０１�，９２５，２００１．原著 細生研実動施設 �
市病・臨検

４．杉原直樹�，眞木吉信�，高江洲義矩�，渡邊 裕，山根源之，一戸達也�，金子 譲�，菊地雅彦�，

渡辺 誠�，佐々木啓一�，管 武雄�，森戸光彦�，福島正義�，岩久正明�，山田素子�，佐藤雅志�，

長田 斎	：介護保険制度における口腔保健ケア・サービス体制に関する調査研究，日歯医学会誌２１，６８

～７３，２００２．原著 �衛生，�歯麻，�東北大・大学院・加齢歯科，�東北大・大学院・顎口腔機能解析，�鶴見

大・歯・高齢者歯科，�新潟大・歯・保存Ⅰ，�東京都多摩老人医療センター・歯口外，	杉並区保健福祉部

解 説

１．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

つ患者への対応消化器系疾患，歯衛士２５�，３６～３９，２００１．

２．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

つ患者への対応口腔の外傷性疾患，歯衛士２５�，４０～４３，２００１．

３．山根源之，外木守雄，藤平弘子，岩崎美和：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

つ患者への対応血液疾患，歯衛士２５�，４０～４３，２００１．

４．佐々木研一�，田村英俊�，綿引隆一郎�，小倉 基�，佐々木義郎�，野間弘康�，矢島安朝�，山根源之，

内山健志�，山崎康夫�，佐々木次郎�：医療用X線不透過性メジャーテープ（羅針絆）のインプラントへの

応用，歯界展望９７�，１３５７～１３６３，２００１．�亀田総合病院，�口外 I，�口外 II，�東京都

５．山根源之，外木守雄，藤平弘子，岩崎美和：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

つ患者への対応中枢神経障害（急性期障害）でセルフケアが困難な人，歯衛士２５�，６０～６３，２００１．

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

つ患者への対応感染症，歯衛士２５	，５０～５４，２００１．

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 ICU，CCU患者など急性期の患者，歯衛士２５
，５８～６１，２００１．

―２２６―



８．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

つ患者への対応病状が慢性期（長期入院）にある人，歯衛士２５�，５６～６０，２００１．

９．山根源之：痛みを和らげるためのくすりと対処法，日歯医師会誌５４�，２２～３９，２００１．

１０．渡邊 裕：プロフェッショナルオーラルヘルスケアの効果について，老年歯医１６�，２７７～２８２，２００１．

１１．藤平弘子，岩崎美和，森本光明，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自己免疫疾患，歯衛士２５�，６０～６２，２００１．

１２．岩崎美和，藤平弘子，山根源之，外木守雄：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Q&Aこんな時はどうするの？，歯衛士２５�，５６～６２，２００１．

１３．山根源之：歯科小外科における縫合のポイント，日歯医師会誌５４�，４～１４，２００２．

１４．仙野真由�，小澤靖弘：舌切除術舌癌における舌部分切除術，ナース専科２２�，２８～３１，２００２．�市病・看
護部

単 行 図 書

１．山根源之�，�，	，
，�：著分担：医療禁忌マニュアル第２版�歯科・口腔外科／絶対医療禁忌／検査
６４～６５頁，�歯科・口腔外科／絶対医療禁忌／治療２０８～２１１頁，	歯科・口腔外科／相対医療禁忌／検
査３２４～３２５頁，
歯科・口腔外科／相対医療禁忌／治療５６６～５７７頁，�歯科・口腔外科／相対医療禁忌
／配合禁忌６５８～６６３頁，医歯薬出版，東京，２００１．

２．山根源之 分担翻訳：著分担：ハンドブック歯科診療と全身管理―よりよいケアのために―，医歯薬出版，

東京，２００１．

３．山根源之�，�，	，
，�：著分担：ナースのための医療禁忌セルフチェック�歯科・口腔外科５９頁，
�歯科・口腔外科１０９頁，	歯科・口腔外科１３２～１３３頁，
歯科・口腔外科１４５頁，�歯科・口腔外科
２７０～２７２頁，南江堂，東京，２００１．

４．山根源之 分担執筆：著分担：看護のための最新医学講座，第２３巻歯科口腔系疾患，中山書店，東

京，２００１．

５．山根源之�：著分担：口内炎・口腔乾燥症の正しい口腔ケア�紅斑あるいはびらん性口内炎２５～３１頁，医
薬ジャーナル，東京，２００１．

６．中島庸也�，外木守雄：共著：耳鼻咽喉科・頭頚部外科１１特集出もの腫れもの―患者への対応―，東京医学

社，東京，２００２．�市病・耳鼻科

そ の 他

１．山根源之：日常臨床で見落とせない口腔粘膜疾患，日歯医師会誌６（５７６），５９，２００１．

―２２７―



２．池田英治�，池田 作�，石川達也�，石橋克禮�，大浦 清�，坂上 宏�，坂本春生�，佐藤田鶴子�，

澤木康平	，下村博武�，鈴木長明
，須田英明�，成瀬 悟�，野間弘康�，山根源之：特集痛みを和らげる

ためのくすりと対処法，日歯医会誌５４�，８～３９，２００１．�東医歯大・大学院・摂食機能保存，�日本歯科医
師会薬剤部会委員，�保存 III，�鶴見大・歯・口外，�大歯大・薬理，�明海大・歯・歯科薬理，�東海大・医・歯

口外，�日歯大・口外，	日本歯科医師会機材薬剤室，
東医歯大・大学院・口腔機能再建学，�口外Ⅰ

学 会 抄 録

１．中村直史，武安嘉大，佐藤一道，森崎重規，山根源之，外木守雄：口蓋の唾液腺腫瘍を疑った necrotizing

sialometaplasia，頭頚部腫瘍２７�，５６０，２００１．（第２５回頭頚部腫瘍学会，東京）

２．渡邊 裕，上條 穂，潮田高志，奥原康行，保立晴美�，藤平弘子，森崎重規，蔵本千夏，外木守雄，

山根源之：長期入院患者における口腔ケアについて，第２２回日本老年歯科医学会総会・学術大

会，４７，２００１．（第２２回日本老年学会総会，大阪市）�医療法人鳳生会藤立病院

３．高橋慎一�，山根源之，森本光明，岡村泰斗：感作動物を用いた口腔粘膜における遅延型過敏反応に関する

実験的研究，歯科学報１０１�，５６８～６１１，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）実動施設 �市病・

皮膚科

４．木津康博，上條 穂，羽田明史，多田和弘，原口孝之，森崎重規，蔵本千夏，渡邊 裕，小澤靖弘，

森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之，西田次郎�，高橋正憲�：歯科・口腔外科領域における救急搬

送感者の実態と問題点，歯科学報１０１�，５６８，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�市病・内
科，�市病・整外科

５．馬場里奈，古川真由，合原 愛，伊多波怜子，竹下陽子，岩崎美和，藤平弘子，蔵本千夏，森崎重規，

森本光明，山根源之，今井光枝�，小関真理子�，杉原直樹�，眞木吉信�，松久保 隆�，宮越 敬�，

冨永英一郎�，黒島正子�，佐久間雄一�，赤星晃一�，兼子 智�，郡山 智�，田邊清男�：妊婦の口腔内

所見と低体重児早産の関連，歯科学報１０１�，５７０，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�衛生，
�市病・産婦人科

６．岡村泰斗，森本光明，山根源之，高橋慎一�：感作動物を用いた口腔粘膜における遅延型過敏反応に関する

実験的研究，歯科学報１０１�，５７６，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）�市病・皮膚科

７．渡邊 裕，山根源之，高橋正憲�，阿部伸一�，井出吉信�，下野正基�，石川達也�：随意運動における運動

準備脳磁場計測に関する研究，歯科学報１０１�，５９４，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）脳科
学研 �市病・整外科，�解剖，�病理，�保存Ⅲ

８．森本光明，岡村泰斗，奥原康行，森崎重規，福島大平，外木守雄，山根源之，田中陽一�，高橋慎一�：口腔

粘膜に症状を有した尋常性天疱瘡の診断―抗デスモグレイン抗体価測定の臨床的意義―，第１１回日本口腔

粘膜学会・学術集会プログラム・抄録集１１，５０，２００１．（第１１回日本口腔粘膜学会，広島市）�市病・臨検，

�市病・皮膚科

９．田中吉治，島田隆光，木津康博，福島大平，山根源之，田中陽一�：短期間に著名な増大を認めた膿原性肉

芽腫の１例，日口腔外会誌４７�，４７３，２００１．（第４６回社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会，鹿児島市）
�市病・臨検

―２２８―



１０．渡辺洋一�，神尾 崇�，藤波 淳�，田村耕一郎�，藤川真紀�，宮尾 孝�，高木多加志�，野間弘康�，

渡邊 裕，外木守雄，山根源之：インターネットを利用した外科的矯正患者の治療と管理，日顎変形会誌

１１�，２００１．（第１１回日本顎変形症学会，大阪市）�千葉県，�口外Ⅰ

１１．小澤靖弘，飯田彩依子，森崎重規，渡邊 裕，外木守雄，山根源之：上顎骨移動術後の安定性について（第

１報）当科で行っている術式について，日顎変形会誌１１�，１２０，２００１．（第１１回日本顎変形症学会総会，東
京）

１２．外木守雄，飯田彩依子，森崎重規，渡邊 裕，山根源之，小澤靖弘：上顎骨移動術後の安定性について（第

２報）鼻腔通気度について，日顎変形会誌１１�，１２０～１２１，２００１．（第１１回日本顎変形症学会，東京）

１３．浅香大也�，松脇由典�，久納 浄�，中島庸也�，佐藤一道，渡邊 裕，山根源之：閉塞性睡眠時無呼吸症候

群に対する口腔内装具の適応について，口腔咽頭科１４�，１３３，２００１．（第１４回日本口腔・咽頭科学会総会，
東京）�市病・耳鼻科

１４．飯田尚紀�，石井宏昭�，野村明日香�，瀬戸�一�，渡邊 裕，山崎博嗣：多施設共同研究による歯科用ア

ラームシステムの開発，日口腔科会誌５０�，３３８，２００１．（第３４回日本口腔科学会関東地方部会，東京）�鶴見
大・歯・口外Ⅰ

１５．渋谷昌幸，岡村泰斗，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一�：著名な紅斑を呈した歯科金属アレル

ギーによる接触性粘膜炎の１例，日口腔科会誌５０�，３４５，２００１．（第３４回日本口腔科学会関東地方部会，東
京）�市病・臨検

１６．石井拓男�，岡田眞人�，大川由一�，今村嘉宣�，山根源之，宮武光吉�：要介護高齢者の歯科疾患発生要因

に関する研究―第１報歯科疾患の主訴発生時期―，口腔衛会誌５１�，７００～７０１，２００１．（第５０回日本口腔
衛生学会・総会，名古屋市）�社会歯，�千葉県立衛生短大・歯科衛生，�神奈川県，�鶴見大・歯・社会歯

１７．岩崎美和，藤平弘子，木津康博，外木守雄，山根源之：著明な歯槽提萎縮を呈した上顎無歯顎症例における

インプラント治療その２―メインテナンスについて―，第３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大会

抄録集，６８，２００１．（第３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大会，福岡市）

１８．渡邊 裕，阿部伸一�，山根源之，山田好秋�：MEGによる随意的嚥下運動に関する研究，第７回日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会学術大会プログラム，６９，２００１．（第７回日本摂食・嚥下リハビリテーショ

ン学会学術大会，東京）脳科学研 �解剖，�新潟大・大学院・顔面機能

１９．潮田高志，森崎重規，森本光明，福島大平，山根源之，外木守雄：口腔内症状の迅速な診断がAIDS 患者

の早期診断と治療に有用であった一例，日口腔診断会誌１４�，５８５，２００１．（第１４回日本口腔診断学会，東
京）

２０．藤川真紀�，野間弘康�，高木多加志�，高崎義人�，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臨床的研究―第４報―自覚症状について，第４６回日本口腔外科学

会総会プログラム・抄録集，３９，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�口外Ⅰ，�水病・口外科

―２２９―



２１．木津康博，加藤順久，外木守雄，山根源之：著明な歯槽提萎縮を呈した上顎無歯顎症例におけるインプラン

ト治療その１―骨移植による絶対的歯槽提形成術と頬骨に支持を求めた Zygomaticus fixture との比較検

討―，第３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大会抄録集，８４，２００１．（第３１回口腔インプラント学会総

会・学術大会，福岡市）

２２．田中元康�，外木守雄：line’ s corticotomy を併用した成人交叉咬合症例，The Japanese Orthodontic Soci-

ety，２００１．（Diamond Anniversary Commemorative Meeting，東京）�東京都

２３．徳永啓太，神谷咲希子，武安嘉大，佐藤一道，渡邊 裕，小澤靖弘，外木守雄，山根源之：当科における顎

関節症患者の臨床統計的検討，日口腔外会誌，１６５，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）P５－３

－３

２４．田村英俊�，佐々木研一�，綿引隆一郎�，小倉 基�，山根源之，外木守雄，小澤靖弘，木津康博，

渡邊 裕，林 亨�：SF３６を用いた顎関節症患者におけるQOL評価，第４６回日本口腔外科学会総会プロ

グラム・抄録集，１６５，２００１．（第４６回日本口腔外科学会総会，鹿児島市）�亀田総合病院・歯口外，�千葉県

２５．神谷咲希子，徳永啓太，武安嘉大，佐藤一道，渡邊 裕，小澤靖弘，外木守雄，山根源之：当科における顎

関節症患者の臨床統計的検討―第２報治療および経過について―，日口腔外会誌，１６６，２００１．（第４６回日

本口腔外科学会総会，鹿児島市）

２６．森本光明：歯科用金属アレルギー診断の客観化について，歯科学報１０１�，９２４，２００１．（第２７２回東京歯科大
学学会総会，千葉市）

２７．原口孝之，渡邊 裕，森崎重規，木津康博，小澤靖弘，森本光明，福島大平，外木守雄，山根源之，

高橋正憲�：顎口腔疾患治療前後の歩行機能について，日全身咬合会誌１１，２５，２００１．（第１１回日本全身咬

合学会学術大会，千葉市）�市病・整外科

２８．倉繁昌志，大塚 裕，小澤靖弘，森本光明，外木守雄，山根源之，田中陽一�：線維性エプーリスと診断さ

れ切除後再発を繰り返した粘液腫の１例，日口腔科会誌４８�，５４，２００２．（第４６回社団法人日本口腔外科学会
総会・学術大会，松戸市）�市病・臨検

２９．丸岡靖史�，安藤智博�，桑澤隆補�，扇内秀樹�，朝波惣一郎�，高森康次�，岩渕博史�，山根源之，

外木守雄，小澤靖弘，田中陽一�，千葉博茂�，金子忠良�，渡辺正人�：口腔癌に対するNedaplatin

（CDGP）と５―FUの併用療法の検討，第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会プログラム抄録

集，９５，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会，岡山市）�東京女子医大・医・歯口外，�慶大・

医・歯口外，�市病・臨検，�東京医大・医・口外

３０．斎藤麻帆，宇治川清登，岡崎雄一郎，奥原康行，外木守雄，山根源之，田中陽一�：口底部に発生したBasa-

loid squamous cell carcinoma，第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会プログラム抄録

集，９８，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会，岡山市）脳科学研 �市病・臨検

３１．佐藤一道，岡崎雄一郎，森崎重規，外木守雄，山根源之，田中陽一�：４NQOラット発癌モデルを用いた

早期舌癌における β―catenin の局在異常に関する検討，第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会

プログラム抄録集，１０６，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会ならびに学術大会，岡山市）実動施設 �市病・臨検

―２３０―



３２．加藤朋子，内田 淳，原口孝之：下顎角部に発生した intramuscular myxoma の一例，第２０回日本口腔腫瘍

学会総会ならびに学術大会プログラム抄録集，１４６，２００２．（第２０回日本口腔腫瘍学会総会ならびに学術大会，

岡山市）

３３．竹下陽子，合原 愛，古川真由，馬場里奈，藤平弘子，奥原康行，森崎重規，福島大平，森本光明，

山根源之：歯周治療により掌蹠膿疱症の改善を認めた３症例，日歯周病会誌４４（春季特別号），２０２，

２００２．（第４５回春季学術大会，浦安市）

３４．多田和弘，外木守雄，山根源之，田中陽一�：口蓋部に発生した神経鞘粘液腫の１例，第１２回日本口腔病理

学会総会・学術大会プログラム・抄録集，２０，２００２．（第１２回日本口腔病理学会総会・学術大会，鹿児島市）�

市病・臨検

―２３１―



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 毅 浮遊微粒子の健康に及ぼす影
響

University of British Co-
lumbia, Pulmonary Re-
search Laboratory, St.
Paul Hospital

Vancouver. B.
C. Canada

James C. Ho-
gg

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

寺嶋 毅 気管支喘息の病態におけるロイコトリエンの関与 科学研究費・奨励（Ａ）

２．内 科 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 森下 鉄夫 胃微小循環，茶カテキンの薬理作用

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

野本 佳子 糖尿病性腎症の腎糸球体基底膜に関する研究

関口 康宣 膠原病

２．成果の概要

１）浮遊微粒子の健康に及ぼす影響（Ａ９９‐０６３０‐１）

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 １６３，Ａ３６２，２００１．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―２３２―



論 文

１．Terashima, T., Amakawa, K.�, van Eeden, S.�, Hogg, J. C.�, Yamaguchi, K.�：BAL induces an increase in

peripheral blood neutrophils and cytokine levels in healthy volunteers and patients with pneumonia,

Chest１１９�，１７２４～１７２９，２００１．原著 �慶大・医・内科，�University of British Columbia

２．Hisamatsu, T., Kishikawa, H.�, Fukuya, H., Matsuoka, K., Mizuno, Y., Nishida, J.�：Combination therapy in-

cluding pentoxyfylline for entero－Behcet's disease, Bull Tokyo Dent Coll４２�，１６９～１７６，２００１．臨床
�市病・消化器科

３．川田一郎，寺嶋 毅，今井直彦，齋木厚人�，関口康宣，細江伸央�，岸川 浩�，中野 雅�，野本佳子，

福谷英成，荒川幸喜，仁科牧子，笠谷知宏，西田次郎�，田中陽一�，古谷義隆�，笠原清弘�，

矢島安朝�，野間弘康�：若年発症の舌癌と肺癌の重複癌の一例，歯科学報１０１，９５３，２００１．症例 �市

病・消化器科，�市病・臨検，�口外Ⅰ

４．Nakajima, T., Terashima, T., Nishida, J.�, Onoda, M.�, Koide, O.�：Treatment of bronchorrhea by corti-

costeroids in a case of bronchioalveolar carcinoma producing CA１９－９，Intern Med４１�，２２５～
２２８，２００２．症例 �市病・消化器科，�市病・臨検

学 会 抄 録

１．Amakawa, K.�, Terashima, T., Matsumaru, A., Yamaguchi,K.�：Suppressive effects of diesel exhaust parti-

cles on cytokine release from alveolar macrophages, Am J Respir Crit Care Med１６３�，A３６２，２００１．
（American Thoracic Society ２００１ International Conference, San Francisco, USA）脳科学研 �慶大・医・内科

２．Terashima, T., Matsumaru, A., Yamaguchi, K.�：Predictive factors of clinical responses to leukotriene re-

ceptor antagonist, Am J Respir Crit Care Med１６３�，A４３１，２００１．（American Thoracic Society２００１Inter-
national Conference, San Francisco, USA）�慶大・医・内科

３．Nakajima, T.�, Nakamura, H.�, Tateno, H.�, Minematsu, N.�, Terashima, T., Asano, K.�, Fujishima, S.�, Ishi-

zaka, A.�, Fukui, H.�, Yamaguchi, K.�：Elevation of cystatin C concentrations in epithelial lining fluid in

patients with interstitial lung diseases, Am J Respir Crit Care Med１６３�，A７０６，２００１．（American Tho-
racic Society ２００１ International onference, San Francisco, USA）�慶大・医・内科，�CIS Diagnostic K. K.

４．野本佳子，笠谷知宏，寺嶋 毅，仁科牧子，西田次郎�，高尾 努�，高橋正憲�：糖尿病に合併した下肢非

クロストリジウム性ガス壊疽と化膿性膝関節炎を保存的に治癒しえた一例，第４９３回日本内科学会関東地

方会演題要旨，２６，２００１．（第４９３回日本内科学会関東地方会，東京）�市病・消化器科，�市病・整外科

５．今井直彦，岸川 浩�，細江伸央�，中野 雅�，小野田清香，西田次郎�，森下鉄夫，田中陽一�，

小出 紀�：急性腹症で発症した解離性大動脈瘤の一例，医薬の門，２００１．（第１３回千葉Critical Care Medicine

研究会，千葉市）�市病・消化器科，�市病・臨検

―２３３―



６．川田一郎，岸川 浩�，細江伸央�，中野 雅�，西田次郎�：HBVキャリアの急性増悪例に対するラミブジ

ンの使用経験，第１０回東葛肝疾患症例検討会抄録集，２００１．（第１０回東葛肝疾患症例検討会，東京）�市病・

消化器科

７．寺嶋 毅，天川和久�，山口佳寿博�：気管支喘息患者白血球からのロイコトリエン産生とプランルカストの

効果，日呼吸会誌３９，２３１，２００１．（第４１回日本呼吸器学会総会，東京）�慶大・医・内科

８．天川和久�，寺嶋 毅，嵯峨井 勝�，山口佳寿博�：肺胞マクロファージのサイトカイン産生に及ぼす

ディーゼル排気微粒子の効果，日呼吸器会誌３９，２６６，２００１．（第４１回日本呼吸器学会総会，東京）�慶大・

医・内科，�国立環境研究所

９．松崎 達�，寺嶋 毅，松丸明子，天川和久�，山口佳寿博�：ディーゼル微粒子曝露による肺胞マクロ

ファージのアポプトーシスの誘導，日呼吸会誌３９，２６６，２００１．（第４１回日本呼吸器学会総会，東京）�慶

大・医・内科

１０．Morishita，T．：Effect of tea cathechins on gastrointestinal functions－with special reference to microcir-

culation，２７th Pan－American Congress of Digective Diseases Program，４，２００１．（２７th Pan－American

Congress of Digective Diseases，Lima，Peru）

１１．森下鉄夫，岩橋宏美�，今井直彦，川田一郎，齋木厚人�，細江伸央�，岸川 浩�，中野 雅�，西田次郎�，

石井裕正�：表層性胃炎の微小循環学的検討，第２７回日本微小循環学会総会プログラム・抄録集４８，

２００２．（第２７回日本微小循環学会総会，東京）�静岡赤十字病院消化器科，�市病・消化器科，�慶大・医・内科

―２３４―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究 厚生労働省 東京 安藤 暢敏

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

安藤 暢敏 培養ヒト食道壁構成細胞を用い血管新生作用を付加した組
織再構築型人工食道の開発

科学研究費・基盤（Ｃ）

３．外 科 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究

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 正村 滋 血中，リンパ節中の微小がん細胞の臨床的意義（Ａ９７‐０６５０‐１）

助 手 佐藤 道夫 TISSU ENGINEERING 法を用いた代用食道の研究

小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ９４‐０６５０‐６）

石 志紘 食道扁平上皮癌における血管新生（Ａ９８‐０６５０‐２）

石井 良幸 胃癌の転移機構における細胞接着因子インテグリンの役割に関する検討

小熊 潤也

２．成果の概要

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

には内視鏡的粘膜切除術が，周囲臓器浸潤や遠隔リンパ節転移を伴った高度進行がんには化学放射線併用療法

が積極的に行われるようになり，がんの進行度により治療選択の幅が拡大し，治療の個別化が進んで来た．

このような情勢の中で，厚生労働省がん研究助成金指定研究「消化器悪性腫瘍に対する標準的治療確立のた

めの多施設共同研究」班の JCOG食道がんグループでは，１９７８年のグループ発足以来継続して行ってきた手

術補助療法の第�相ランダム化比較試験を中心に，StageI 食道がんや高度進行食道がんに対する化学放射線
併用療法の第�相試験などを併行して行ってきた．安藤はグループ代表として以下の３試験を積極的に遂行中
である．

臨床病期�期および�期胸部食道がんに対する５FU＋シスプラチン術前補助化学療法と術後補助化学
療法のランダム化比較試験（第６次研究）

StaeI T１N０M０食道がんに対する放射線と抗癌剤同時併用療法の第�相試験
進行食道がんおよび切除後再発例に対するネダプラチン＋５－FU併用療法の第�相試験

３．学外共同研究

４．科研費補助金・各種補助金

―２３５―



主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

田中 豊治 ２００１．１１．２９ 第１４回日本外科感染症研究会 サンルートプラザ東京 浦安市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

安藤 暢敏 ２００１．７．２７ 食道癌の手術術式と周術期管理
術式選択

第５５回日本消化器外科学会総
会教育集会

秋田市

５．研究活動の特記すべき事項

学会・研究会主催

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２３６―



解 説

１．安藤暢敏：切除可能食道癌の手術補助療法―有効か無効か―，臨外５７�，１９９～２０３，２００２．

２．安藤暢敏，石 志紘：食道癌の治療５）食道癌の化学療法，日外会誌１０３�，３５９～３６３，２００２．

単 行 図 書

１．Ogawa, S.�, Yoshino, K.�, Tanaka, T.�, Ono, S.�, Shin, C.�, Hattori, H.�：著分担：４th Iternational Gas-
tric Cancer Congress�Modified Distal Gastric Resection for Early Gastric Cancer ９７５～９７７頁，MON-
DUZZI EDITORE, Bologna，２００１．

２．安藤暢敏�：著分担：消化器外科周術期管理のすべて�結腸再建，血管吻合を伴う食道癌手術４１～４５頁，
MEDICL VIEW，東京，２００２．

プロシーディングス

１．小熊潤也，田中豊治，安藤暢敏，正村 滋，小川信二，石 志紘，石井良幸：大腸手術における洗浄後腹腔

内遺残細菌の分布動態について，日外感研１４�，１～７，２００２．（第１４回日本外科感染症研究会，浦安市）

学 会 抄 録

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

根治術（医療用シリコン性薄膜を用いて），日外会誌１０２（臨），２０４，２００１．（第１０１回日本外科学会定期学術集

会，仙台市）

２．石 志紘，小澤壮治�，安藤暢敏，北川雄光�，上田政和�，北島政樹�：食道扁平上皮癌に対するVEGF―C

の発現とその臨床的意義，日消外会誌３４�，２５２，２００１．（第５６回日本消化器外科学会総会，秋田市）�慶應義
塾大学一般消化器外科

３．田中豊治，小野成夫，小川信二，石 志紘，服部裕昭，落合大樹：腸管癒着防止用シート（T式リザー

バー・シート）によるQOLを考慮した StageIV 胃癌の治療，日消外会誌３４�，２９２，２００１．（第５６回日本
消化器外科学会総会，秋田市）

４．安藤暢敏：「外科的治療法における臨床試験の問題点」手術補助療法を評価する臨床試験において手術に求

められるもの―食道がん手術の場合―，日癌治３６�，８３，２００１．（第３９回日本癌治療学会総会，広島市）

５．安藤暢敏：「食道破裂の診断と治療」特別発言，日腹部救急医会誌２２�，１７８，２００２．（第３８回日本腹部救急医
学会総会，下関市）

―２３７―



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 大木 貴博 虚血性心疾患

佐伯 公子 不整脈

助 手 船津 陽子 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脈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．

―２３８―



学 会 抄 録

１．佐伯公子：難治性心房細動に対するベプリジールと I群抗不整脈薬の併用療法の効果，Circ J６６（Suppl.

１），７７６，２００２．（第６６回日本循環器病学会，札幌市）

―２３９―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

中野 雅 大腸癌細胞の転移能形質獲得過程におけるRac１遺伝子の
機能解析

科学研究費・基盤（C）

５．消 化 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 西田 次郎 エンドトキシン処理機構におけるKupffer 細胞と肝細胞の役割（Ａ９５‐０７７５‐１）

助 手 中野 雅 大腸癌転移機構のおけるRac１遺伝子の機能解析（Ａ０２‐０７７５‐２）

岸川 浩 腸上皮細胞増殖に関する研究

平野江利香 ヘリコバクター・ピロリ感染症と上部消化管疾患に関する研究

２．成果の概要

１）大腸癌転移機構におけるRac１遺伝子の機能解析（Ａ０２‐０７７５‐２）

プラスミドベクター pcDNA３．１を用いてRac１ costituve active form V１２を COS細胞に強制発現させた

外因性Rac１タンパク質が，内因性のRac１タンパク質に比して有意に増加していることを確認した後，１２

種類の大腸癌細胞株（Caco－２，Colo２０１，Colo２０５，Colo３２０DM，HCT１５，SW１１１６，HT２９，DLD－１，

NCI－H７１６，LoVo，HT２９N２，Ｔ８４）とHuman Glioblastoma HTB２６，Mouse swiss ３Ｔ３の計１４種の細

胞株においてRac１タンパク質の発現量を検討した．Western blot において総 Rac１の発現量は１４種すべて

の細胞株でほぼ同等であった．次に PBD pull down assay と immunoblot 法を用いて活性型Rac１の発現量

を検討すると，総Rac１の発現は同等であるのにかかわらず，活性型Rac１の発現は細胞株により異なり，

LoVo，DLD１，HTB２６は非常に高く，Ｔ８４，HT２９N２，HCT‐１５は極めて低かった．次にこれらの細胞

株よりRNAを抽出，RT-PCR 法にて Rac１ cDNAを生成した後 sequence を行い Rac１遺伝子のmutation

について検討した．過去の報告と同様すべての細胞株においてRac１のmutation は認められなかった．現

在各種細胞株の活性型Rac１の発現の違いがどのような機能に影響を及ぼすかを追究するために，細胞の増

殖能，浸潤能についての検討を開始している．

２）腸上皮細胞増殖に関する研究

８０mmHgをピークとする圧力負荷（経壁圧）により小腸上皮細胞から IL－６の放出が増加することを，

これまでに第８５回日本消化器病学会総会，第９７回アメリカ消化器病学会にて報告してきた．さらに，圧力負

荷に伴い，IL－６がmRNAレベルでも増加していること，NF－κBや NF－IL－６が活性化しているこ

と，IL－６の放出がNF－κBを介した経路で活性化されていることを報告した．今後，粘膜損傷モデルの

おいて圧力負荷がいかなる影響を及ぼすのか，また，圧力負荷が小腸上皮細胞において bacterial transloca-

tion を惹起するかを検討していきたい．

Clinical Experimental Immunology １２９�，８６～９１，２００２．

３．科学研究費補助金・各種補助金

―２４０―



主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

西田 次郎 ２００１．１２．２０ 第１０回東葛肝疾患症例検討会 ホテルインターコンチネ
ンタル東京ベイ

東京

４．研究活動の特記すべき事項

学会・研究会主催

―２４１―



論 文

１．Hisamatsu, T., Kishikawa, H., Fukuya, H.�, Matsuoka, K.�, Mizuno, Y.�, Nishida, J.：Combination therapy in-

cluding pentoxifylline for entero－Behcet's disease., Bull Tokyo Dent Coll４２�，１６９～１７６，２００１．症例
�市病・内科

２．Nakajima, T.�, Terashima, T.�, Nishida, J., Onoda, K.�, Koide, O.�：Treatment of bronchorrhea by corti-

costeroids in a case of bronchioloalveolar carcinoma producing CA１９－９,Intern Med４１�，２２５～
２２８，２００２．症例 �市病・内科，�市病・臨検

学 会 抄 録

１．木津康博�，上條 穂�，羽田明史�，多田和弘�，原口孝之�，森崎重規�，蔵本千夏�，渡邊 裕�，

小澤靖弘�，森本光明�，福島大平�，外木守雄�，山根源之�，西田次郎，高橋正憲�：歯科・口腔外科領域

における救急搬送患者の実態と問題点，歯科学報１０１，５６９，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会総会，千葉

市）�市病・オーラルメディシン，�市病・整外科

２．野本佳子�，笠谷知宏�，寺嶋 毅�，仁科牧子�，西田次郎，高尾 努�，高橋正憲�：糖尿病に合併した下肢

非クロストリジウム性ガス壊疽と化膿性膝関節炎を保存的に治癒しえた１例，第４９３回日本内科学会関東

地方会演題要旨，２６，２００１．（第４９３回日本内科学会関東地方会，東京）�市病・内科，�市病・整外科

３．川田一郎�，寺嶋 毅�，今井直彦�，齋木厚人，関口康宣�，細江伸央，岸川 浩，中野 雅，野本佳子�，

福谷英成�，荒川幸喜�，仁科牧子�，笠谷知宏�，西田次郎，田中陽一�，古谷義隆�，笠原清弘�，

矢島安朝�，野間弘康�：若年発症の舌癌と肺癌の重複癌の１例，歯科学報１０１，９５３，２００１．（第２７２回東京

歯科大学学会総会，千葉市）�市病・内科，�市病・臨検，�口外Ⅰ

４．川田一郎�，寺嶋 毅�，今井直彦�，齋木厚人，関口康宣�，細江伸央，岸川 浩，中野 雅，野本佳子�，

福谷英成�，荒川幸喜�，仁科牧子�，笠谷知宏�，西田次郎，田中陽一�，古谷義隆�，笠原清弘�，

矢島安朝�，野間弘康�：若年発症の舌癌と肺癌の重複癌の１例，歯科学報１０１，９５３，２００１．（第２７２回東京

歯科大学学会総会，千葉市）�市病・内科，�市病・臨検，�口外Ⅰ

５．川田一郎�，寺嶋 毅�，今井直彦�，齋木厚人，関口康宣�，細江伸央，岸川 浩，中野 雅，野本佳子�，

福谷英成�，荒川幸喜�，仁科牧子�，笠谷知宏�，西田次郎，田中陽一�，古谷義隆�，笠原清弘�，

矢島安朝�，野間弘康�：若年発症の舌癌と肺癌の重複癌の１例，歯科学報１０１，９５３，２００１．（第２７２回東京

歯科大学学会総会，千葉市）�市病・内科，�市病・臨検，�口外Ⅰ

６．川田一郎�，岸川 浩，細江伸央，中野 雅，西田次郎：HBVキャリアの急性増悪例に対するラミブジンの

使用経験，第１０回東葛肝疾患症例検討会抄録集，２００１．（第１０回東葛肝疾患症例検討会，東京）�市病・内科

７．岸川 浩，西田次郎，中野 雅，細江伸央，小川信二�，田中陽一�：急性腹症として発症した虫垂を先端部

とする成人腸重積の一例，日腹部救急医会誌２２�，４０８，２００２．（第３８回日本腹部救急医学会総会，下関市）
�市病・外科，�市病・臨検
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８．森下鉄夫�，今井直彦�，川田一郎�，齋木厚人，細江伸央，岸川 浩，中野 雅，西田次郎，岩橋宏美�，

石井裕正�：表層性胃炎の微小循環学的検討，第２７回日本微小循環学会総会プログラム・抄録

集，４８，２００２．（第２７回日本微小循環学会総会，東京）�市病・内科，�静岡日赤・消化器科，�慶大・医・内科

９．今井直彦�，岸川 浩，細江伸央，中野 雅，小野田清香�，西田次郎，森下鉄夫�，田中陽一�，小出 紀�：

急性腹症で発症した解離性大動脈瘤の１例，医薬の門４２，４０，２００２．（第１３回千葉Critical Care Medicine 研

究会，千葉市）�市病・内科，�市病・臨検
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６．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 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 MEGによる年齢依存性てんかん症候群の病態解析

講 師 室谷 浩二 性分化異常症における包括的遺伝子診療システムの開発

助 手 古庄 知己

助 手 有馬ふじ代

２．成果の概要

１）３世代にわたる SIADH様水利尿不全の１家系

われわれは，昨年度見出した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）を症例報告した．発端者，母，母方祖母において水負荷試験を行った結果，尿量／負荷水分量比が

１０－３３％（正常では７０．２±７．８％）と水利尿の著しい障害が見られた．本症の病因として，AVP受容体遺伝

子（AVPR２）および水チャンネルアクアポリン２（AQP２）遺伝子の機能亢進型変異の可能性が考えら

れたが，患児，同胞２例，両親，母方祖母のAVPR２およびAQP２遺伝子のコーディング領域に変異は認

められなかった．現時点で本家系例の水利尿の病因は不明であるが，過去に家族性 SIADH発症の報告がな

いことから，今後は，AVPR２遺伝子プロモーター領域の変異解析，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行い，分子生化学レベルでの病態解明を目指す予定である．

Pediatr Nephrol １６，８２０～８２２，２００１．

２）MEGによる年齢依存性てんかん症候群の病態解析

平成１３年度は，臨床的にてんかん分類が困難でかつ脳波で全般性棘徐波複合が認められる小児てんかん６

例についてMEGを行った．うち２例につき，てんかん原性異常電流を捕らえる事ができ，てんかん診断上

MEGが有用である事が示唆された．特に１症例では，臨床所見から複雑部分発作と考えられ継続的治療の

適応と考えられたが，MEG所見で後頭葉楔部に dipole を認め，てんかん病巣が後頭葉に局在することが確

認され，本症は臨床経過，EEGおよび脳磁図所見からてんかん症候群のうち，Panayiotopoulos ら（１９９７）

が提唱する新しいタイプの後頭葉てんかんである早期発症型良性小児後頭葉てんかんと診断し治療を中止し

た．最近，本疾患が報告されるようになったが，未だ病態は解明されていない．本症例のMEG所見からの

病巣の局在確定は本症候群と従来の後頭葉てんかんとの相違を示唆するものであった．今後，症例を重ね詳

細な検討をして行く予定である．

平成１３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，ｐ５～６．

The Journal of Child Neurology, in press

３）性分化異常症における包括的遺伝子診療システムの開発

性分化異常症の原因は多岐にわたるが，その遺伝的機序はほとんど解明されていない．われわれは，分子

遺伝学的手法を用いて，性分化異常症の包括的診断システムを構築することを目指している．

今年度の主な成果は以下のとおりである．（A）尿道下裂を有する男児２０数例において，アンドロゲン受

容体（AR）遺伝子の変異解析およびCAGリピート多型解析を行った結果，AR遺伝子の変異は全ての患者

において見出されなかったが，CAGリピート長が４４に延長している症例が１例見出された（正常男性での

CAGリピート長は１２～３２である）．CAGリピートの延長がAR遺伝子機能を低下させ，これにより，胎児

期の男性ホルモン効果が不十分となるため不完全な男性化を来たしたと考えられる．（B）９番染色体短腕

―２４４―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

杉田記代子 ２００２．３．１ 小児てんかんにおけるMEG解
析の意義

平成１３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

（９ｐ）末端の欠失を有する女児２例の臨床分子遺伝学的解析を行い，本領域に想定される性決定遺伝子が

未分化性腺の形成に関与することを示した．これまで，９ｐ上の性決定遺伝子は精巣形成のみに関与すると

考えられていたが，卵巣形成にも関与することをはじめて示した．

Clin Endocrinol ５４，８３５～８５８，２００１．

Mol Hum Reprod ７，４０９～４１３，２００１．

Eur J Endocrinol １４５，６１３～６１７，２００１．

３．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム
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論 文

１．吉田丈俊�，金兼弘和�，蒔田芳男�，伊藤義也�，永井敏郎�，矢野公一�，田中葉子，西巻 滋�，

山川博子�，寺本知史�，玉井伸哉�，百井 亨�，大橋博文�，西 美和	，齋藤万里子�，宮脇利男�：わが

国における鎖骨頭蓋異形成症の臨床的・遺伝的検討，日本小児会誌１０５�，４４２～４４７，２００１．原著 �富山
医薬大・小児科，�旭川医大・小児科，�獨協医大越谷病院・小児科，�横浜市大・医・小児科，�慶大・医・小児

科，�富山市立中央病院・小児科，�日赤和歌山医療センター・小児科，�埼玉県立小児医療センター・遺伝科，	

広島赤十字病院・小児科

２．Muroya, K., Sasagawa, I.�, Suzuki, Y.�, Nakada, T.�, Ishii, T.�, Ogata, T.�：Hypospadias and the androgen

receptor gene：mutation screening and CAG repeat length analysis length analysis, Mol Hum Reprod

７�，４０９～４１３，２００１．原著 �山形大・医・泌尿器科，�慶大・医・小児科

３．Muroya, K., Hasegawa, T.�, Ito, Y.�, Nagai, T.�, Isotani, H.�, Iwata, Y.�, Yamamoto, K.�, Fujimoto, S.�, Soto-

fumi, S.�, Fukushima, Y.�, Hasegawa, Y.	, Ogata, T.�：GATA３abnormalities and the phenotypic spec-

trum of HDR syndrome, J Med Genet３８�，３７４～３８０，２００１．原著 �慶大・医・小児科，�旭川医大・小児
科，�獨協医大越谷病院・小児科，�枚方市民病院・内科，�倉敷中央病院・内科，�名古屋市大・医・小児科，�

能登中央病院・小児科，�信州大・医・衛生学，	都立清瀬小児病院・内分泌代謝科

４．Ogata, T.�, Muroya, K., Ishii, T.�, Suzuki, Y.�, Nakada, T.�, Sasagawa, I.�：Undermasculinized genitalia in

a boy with an abnormally expanded CAG repeat length in the androgen receptor genelength in the an-

drogen receptor gene, Clin Endocrinol５４�，８３５～８３８，２００１．原著 �慶大・医・小児科，�山形大・医・泌
尿器科

５．Tamai, S.�, Tanaka, Y., Kizu, R.�, Ishii, T.�, Muroya, K., Sato, S.�, Nishimura, G.�, Matsuo, N.�：Auxological

and radiological manifestations of patients with hypochondroplasia negative for N５４０K mutation in fi-

broblast growth factor receptor３gene, Clin Pediatr Endocrinol１０�，１３～１６，２００１．原著 �慶大・医・
小児科，�那須中央病院・放射線科

６．Suzuki, Y.�, Sasagawa, I.�, Tateno, T.�, Ashida, J.�, Nakada, T.�, Muroya, K., Ogata, T.�：Mutation screen-

ing and CAG repeat length analysis of the androgen receptor gene in Klinefelter's syndrome patients

with and without spermatogenesis, Hum Reprod１６�，１６５３～１６５６，２００１．原著 �山形大・医・泌尿器
科，�慶大・医・小児科

７．Sasagawa, I.�, Suzuki, Y.�, Ashida, J.�, Nakada, T.�, Muroya, K., Ogata, T.�：CAG repeat length analysis

and mutation screening of the androgen receptor gene in Japanese men with idiopathic azoospermia, J

Androl２２�，８０４～８０８，２００１．原著 �山形大・医・泌尿器科，�慶大・医・小児科

８．Tanaka, Y., Sugita, K., Saito, T.�, Muroya, K., Ishikawa, S.�, Awazu, M.�, Ogata, T.�：Impaired urinary

water excretion in a three-generation family, Pediatr Nephrol１６
，８２０～８２２，２００１．原著 �自治医大・
内分泌代謝，�慶大・医・小児科

９．Suzuki, Y.�, Sasagawa, I.�, Ashida, J.�, Nakada, T.�, Muroya, K., Ogata, T.�：Screening for mutations of the

androgen receptor gene in patients with isolated cryptorchidism, Fertil Steril７６�，８３４～８３６，２００１．
原著 �山形大・医・泌尿器科，�慶大・医・小児科

―２４６―



１０．Ishii, T.�, Sato, S.�, Kenjiro, K.�, Sasaki, G.�, Muroya, K., Ogata, T.�, Matsuo, N.�：Micropenis and the AR

gene：Mutation and CAG repeat-length analysis, J Clin Endocrinol Metab８６�，５３７２～５３７８，２００１．原
著 �慶大・医・小児科

１１．Ogata, T.�, Muroya, K., Matsuo, N.�, Shinohara, O.�, Yorifuji, T.�, Nishi, Y.�, Hasegawa, Y.�, Horikawa, R.�,

Tachibana, K.�：Turner syndrome and Xp deletions：clinical and molecular studies in 47 patients, J

Clin Endocrinol Metab８６�，５４９８～５５０８，２００１．原著 �慶大・医・小児科，�東海大・医・小児科，�京
大・医・小児科，�広島赤十字病院・小児科，�都立清瀬小児病院・内分泌代謝科，�国立小児病院・内分泌代謝

科，�神奈川県立こども医療センター・内分泌代謝科

１２．Ogata, T.�, Muroya, K., Ohashi, H.�, Mochizuki, H.�, Hasegawa, T.�, Kaji, M.�：Female gonadal develop-

ment in XX patients with distal 9 p monosomy, Eur J Endocrinol１４５�，６１３～６１７，２００１．原著 �慶
大・医・小児科，�埼玉県立小児医療センター・遺伝科，�埼玉県立小児医療センター・代謝内分泌科，�静岡県立

こども病院・内分泌代謝科

１３．Nishimura, G.�, Nishimura, H.�, Tanaka, Y., Makita, Y.�, Ikegawa, S.�, Ghadami, M.�, Kinoshita, A.�, Ni-

ikawa, N.�：Camurati-Engelmann disease type Ⅱ：progressive diaphyseal dysplasia with striations of

the bones, Am J Med Genet１０７�，５～１１，２００２．原著 �那須中央病院・放射線科，�石川小児整形セン
ター・整形外科，�旭川医大・小児科，�医化学研究所・ヒトゲノムセンター，�長崎大・医・原研遺伝

１４．Kosho, T.�, Uemura, T.�, Tanimura, M.�, Ohashi, H.�, Muroya, K., Ogata, T.�：Refined mapping of the gene

for otopalatodigital syndrome type Ⅰ, J Med Genet３９�，E７，２００２．原著 �慶大・医・小児科，�聖マ
リア病院・形成外科，�国立小児病院小児医療研究センター・小児生態研究部，�埼玉県立小児医療センター・遺伝

科

１５．Muroya, K., Nishimura, G.�, Douya, H.�, Hasegawa, T.�, Ogata, T.�：Diaphyseal medullary stenosis with

malignant fibrous histiocytoma：Further evidence for loss of heterozygosity involving９p２１－２２ in tu-

mor tissue, Genes Chromosomes Cancer３３�，３２６～３２８，２００２．原著 �那須中央病院・放射線科，�国立ガ
ンセンター病院・整形外科，�国立ガンセンター研究所・病理部，�慶大・医・小児科

１６．Ogata, T.�, Muroya, K., Sasaki, G.�, Nishimura, G.�, Kitoh, H.�, Hattori, T.�：SHOX nullizygosity and hap-

loinsufficiency in a Japanese family : implication for the development of Turner skeletal features, J Clin

Endocrinol Metab８７�，１３９０～１３９４，２００２．原著 �慶大・医・小児科，�那須中央病院・放射線科，�名大・
医・整形外科，�愛知県コロニー中央病院・整形外科

解 説

１．古庄知己：Meckel-Gruber 症候群，小児診療６４（増刊），４４，２００１．

２．古庄知己：Encephalocele，日臨３３（別冊），６２５～６２６，２００１．

３．古庄知己：Encephalocraniocutaneous lipomatosis，日臨３３（別冊），６２７～６２８，２００１．

４．古庄知己：Enchondromatosis（Ollier disease），日臨３３（別冊），６３１～６３２，２００１．

５．古庄知己：Enchondromatosis and hemangiomas（Maffucci syndrome），日臨３３（別冊），６３３～６３４，２００１．

―２４７―



６．古庄知己：Endocrine neoplasia, multiple type１，日臨３３（別冊），６３５～６３６，２００１．

７．古庄知己：Endocrine neoplasia, multiple type２，日臨３３（別冊），６３７～６３９，２００１．

８．古庄知己：Endosteal hyperostosis，日臨３３（別冊），６４０～６４１，２００１．

９．古庄知己：Epidermolysis bullosum,type Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，日臨３３（別冊），６４２～６４３，２００１．

１０．古庄知己：Epiphyseal stippling syndrome，日臨３３（別冊），６４６，２００１．

１１．古庄知己：Exostoses, multiple cartilaginous，日臨３３（別冊），６４７～６４８，２００１．

１２．古庄知己：Exstrophy of cloaca sequence，日臨３３（別冊），６４９～６５０，２００１．

１３．古庄知己：Eye,anterior segment dysgenesis，日臨３３（別冊），６５１～６５２，２００１．

１４．古庄知己：Eye, Duane retraction syndrome，日臨３３（別冊），６５３～６５４，２００１．

１５．古庄知己：Eye, hypertelorism，日臨３３（別冊），６５５，２００１．

１６．古庄知己：Eye,keratoconus，日臨３３（別冊），６５６～６５７，２００１．

１７．古庄知己：Eye, microphthalmia/coloboma，日臨３３（別冊），６５８～６５９，２００１．

１８．古庄知己：F－syndrome，日臨３３（別冊），６６０，２００１．

１９．古庄知己：Skeletal dysplasia，３－M type，日臨３４（別冊），６４９～６５０，２００１．

２０．古庄知己：Skeletal dysplasia, Boomerang dysplasia，日臨３４（別冊），６５１～６５２，２００１．

２１．古庄知己：Skeletal dysplasia, de la Chapelle type，日臨３４（別冊），６５３～６５４，２００１．

単 行 図 書

１．田中葉子：著分担：看護のための最新医学講座第７巻代謝疾患・内分泌疾患�ポルフィリン代謝異常１１７～
１１９頁，�ヘモクロマトーシス１２０～１２１頁，�マルファン症候群１２２～１２３頁，�ウィルソン病１２４～１２５
頁，�亜鉛欠乏症候群１２６～１２７頁，中山書店，東京，２００１．

学 会 抄 録

１．有馬ふじ代，中埜信太郎，杉田記代子，田中葉子，川村 研�：ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈し

シクロスポリンが有効であった IgA腎症の一例，日小児会誌１０５�，２７０，２００１．（第１０４回日本小児科学会
学術集会，仙台市）�国立佐倉病院小児科

―２４８―



２．Tanaka, Y., Sugita, K.：Marshall-Smith syndrome：case report of a three-year-old boy without respiratory

complications, Proceedings of３１st International Symposium, GH and Growth Factors in Endocrinology

and Metabolism，２００１．（３１st International Symposium, GH and Growth Factors in Endocrinology and Metabo-

lism, Valletta, Malta）

３．Sugita, K., Inoue, H.�, Tanaka, Y.：A child of cerebellar arteriovenous malformation（AVM）who had com-

plete recovery after surgical resection, Eur J Paediat Neurol ５�，P７８，２００１．（４th International Congress
of the European Paediatric Neurology Society, Barden-Barden, Germany）�市病・脳外科

４．Kosho, T., Muroya, K., Tanimura, M.�, Uemura, T.�, Matsuo, M.�, Ohashi, H.�, Matsuo, N.�, Ogata, T.�：Re-

finement of the locus for otopalatodigital syndrome type I（OPD－I），Eur J Hum Genet９（Supple

１），３５０～３５１，２００１．（１０th International Congress of Human Genetics, Vienna, Austria）�国立小児病院小児医

療研究センター・小児生態研究部，�佐賀医大・形成外科，�神奈川県立こども医療センター・遺伝科，�埼玉県立

小児医療センター・遺伝科，�慶大・医・小児科

５．田中葉子，加藤元一郎�，新宅治夫�，武岡正方�，高橋孝雄�，松尾宣武�：テトラヒドロビオプテリン欠損

症における前頭葉機能とMRI による脳容量解析，脳と発達３３（Suppl），２４９，２００１．（第４３回日本小児神経

学会，岡山市）�市病・精神・神経科，�大阪市大・医・小児科，�慶大・医・小児科

６．Tanaka, Y., Sugita, K., Muroya, K., Saito, T.�, Ishikawa, S.�, Awazu, M.�, Ogata, T.�：Impaired water excre-

tion in a three－generation family：a new dominantly inherired condition mimicking SIADH, Pediatr

Res４９�，P３－１０１５，２００１．（６th Joint Meeting of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the Euro-
pean Society for Paediatric Endocrinology, Montreal）�自治医大・内分泌代謝，�慶大・医・小児科

７．緒方 勤�，室谷浩二，松尾宣武�，中込美子�，花木啓一�，吉澤敦子�，横谷 進�，五十嵐 裕�，羽二生邦彦�，

長谷川行洋�，安達昌功�，立花克彦�：性染色体異常症における知能障害発症の遺伝的機序，第３５回日本

小児内分泌学会プログラム・抄録集，４８，２００１．（第３５回日本小児内分泌学会，東京）�慶大・医・小児科，�

山梨医大・小児科，�鳥取大・医・小児科，�虎の門病院・小児科，�宮城県五十嵐小児科，�愛知県羽二生クリ

ニック，�清瀬小児病院・内分泌代謝科，�神奈川県立こども医療センター・内分泌代謝科

８．室谷浩二，田中葉子，長谷川奉延�，松尾宣武�，長谷川行洋�，伊藤善也�，永井敏郎�，緒方 勤�：HDR

症候群９家系におけるGATA３遺伝子解析と臨床像の検討，第３５回日本小児内分泌学会プログラム・抄

録集，６２，２００１．（第３５回日本小児内分泌学会，東京）�慶大・医・小児科，�都立清瀬小児病院・内分泌代謝科，

�旭川医大・小児科，�獨協医大越谷病院・小児科

９．室谷浩二，西村 玄�，銅冶英雄�，長谷川 匡�，緒方 勤�：遺伝性骨異形成／骨腫瘍症候群DMS－

MFH：症例報告および発症機序の解明，第４６回日本人類遺伝学会プログラム・抄録集，B－６６，２００１．（第

４６回日本人類遺伝学会，さいたま市）�那須中央病院・放射線科，�千葉県こども病院・整形外科，�国立ガンセン

ター研究所・病理部，�慶大・医・小児科

１０．古庄知己�，望月 弘�，大橋博文�，室谷浩二，緒方 勤�：SHOX遺伝子異常が同定されなかった Leri-Weill

dyschondrosteosis の１家系，第２４回日本小児遺伝学会学術集会プログラム・抄録集，１４，２００１．（第２４回

日本小児遺伝学会学術集会，宇部市）�慶大・医・小児科，�埼玉県立小児医療センター・代謝内分泌科，�埼玉県

立小児医療センター・遺伝科

―２４９―



１１．室谷浩二，田中葉子，銅冶英雄�，長谷川 匡�，西村 玄�，緒方 勤�：遺伝性骨異形成／骨腫瘍症候群DMS

－MFHの発症機序の解明，第１９回小児代謝性骨疾患研究会報告書，２９～３１，２００１．（第１９回小児代謝性骨疾

患研究会，東京）�千葉県こども病院・整形外科，�国立ガンセンター研究所・病理部，�那須中央病院・放射線

科，�慶大・医・小児科

１２．杉田記代子，田中葉子，加藤 隆�，加藤元一郎�，杉田克生�：年齢依存性てんかん症候群の脳磁計を用い

た病態解析―特に，発作間欠期突発性異常波の脳局在性に関する検討―，平成１３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，５～６，２００２．（平成１３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）A００－０６４０－４脳科学研 �市病・精神・神経科，�千葉大・教育・基礎医化学

１３．杉田記代子，田中葉子，加藤 隆�，加藤元一郎�，杉田克生�：小児てんかんにおけるMEG解析の意義，

平成１３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，２００２．（平成

１３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）A００－０６４０－４脳科学研 �市病・精神・神経

科，�千葉大・教育・基礎医化学

―２５０―



７．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「神経血管減圧術」の確立（Ａ９７‐０７６０‐１）

講 師 島本 佳憲 より安全で確実な脳動脈瘤クリッピング術を施行するための取り組み

（Ａ００‐０７６０‐１）

２．成果の概要

１）三叉神経痛に対する外科的治療としての「神経血管減圧術」の確立（Ａ９７‐０７６０‐１）

前年度に引き続き臨床研究を行った．症例によっては責任血管の同定が困難であるが，術前の責任血管同

定に際して，MRI 画像が有用であった．

２）より安全で確実な脳動脈瘤クリッピング術を施行するための取り組み（Ａ００‐０７６０‐１）

脳動脈瘤手術においてドップラーを用いた親血管温存の確認を行っている．

主幹動脈においてはドップラーは有用であったが，深部の細い血管の場合は，血流温存の確認が困難な場

合があり，今後の課題と考えられた．

―２５１―



単 行 図 書

１．島本佳憲�：著分担：臨床外科看護各論（第６版）�Ｂ．脊髄の疾患３９８～４１０頁，医学書院，東京，２００２．

―２５２―



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

８．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 膝関節外科・スポーツ外傷に関する生体工学的研究

助 手 南雲 剛史 骨軟部腫瘍

三笠 貴彦 整形外科一般

菊池謙太郎 整形外科一般

研 修 医 福岡 昌利 整形外科一般

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．昨年度までの成果は日本整形外科基礎学会，今春の東歯学会で発表した．現在

科研費の補助を受けて骨および軟骨の凍結をプログラムフリーズとガラス化法で検討しているが，骨の凍結

保存では，DMSOを用いたプログラムフリーズではかなり良好に骨のViability が温存されるが，ガラス化

法では温存されなかった．一方軟骨の凍結保存では，ガラス化でもViability が温存されたが，プログラム

フリーズ法に比較してやや劣っていた．結果として，組織をViability を温存して効率的に凍結保存するに

は，組織の性状に応じた凍結方法が存在するものと考えられる．これらの結果は第２９回日本低温医学会に発

表の予定である．

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行っている．

３）Navigation system を用いた人工膝関節手術

臨床的研究として computer assist surgery の一環として，navigation system を導入して人工膝関節置換

術を行っている．

３．学外共同研究

―２５３―



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）

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

高橋 正憲 ２００１．１２．８
～９

第１１回日本全身咬合学会学術大会 OVTA高度ポリテクセ
ンター

千葉市

講演者（著者） 年月日 演 題 学 会 名 開催地

川久保 誠 ２００２．３．２ 人工膝関節手術後に発生する下
肢深部静脈血栓症―その診断
と予防―

埼玉県整形外科医会・整形外
科勤務医部会（第９回）

さいたま市

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

学会・研究会主催

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２５４―



論 文

１．渡辺 理�，杉木 正�，井口 理�，高橋正憲：末梢神経損傷が幼若ラットの後根神経節細胞に与える影響

について，日手の外科会誌１７�，６９８～７０１，２００１．原著 �日野市立病院・整外科，�慶大・医・整外科

２．前野晋一�，川久保 誠，松本秀男�，戸山芳昭�：腿骨内側顆後面に生じた離断性骨軟骨炎と思われる１

例，関東整災外会誌３２�，１３２～１３７，２００１．症例 �慶大・医・整外科

３．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（MED）の

経験，東日臨整外会誌１３�，４６６～４６９，２００１．原著

４．高橋正憲，高尾 努，臼田修二，渡辺 理�，浦部忠久�：２方向からの経皮ピンニングによるBennett 脱

臼骨折の治療経験，日手の外科会誌１８�，９０５～９０９，２００２．臨床 �日野市立病院・整外科，�足利赤十字病
院・整外科

解 説

１．高橋正憲，高尾 努，小野宏之：Bennett 脱臼骨折の最小侵襲による治療，整災外４４�，１３６９～１３７４，
２００１．

そ の 他

１．小柳貴裕：独立性の検定とその問題点，臨整外３６�，１０４４～１０４７，２００１．

２．小柳貴裕：頚椎症性と思われた筋萎縮症，脊椎脊髄ジャーナル１４�，１０１７～１０１９，２００１．

３．小柳貴裕：２群の平均値の差の検定（t検定），臨整外３６�，１４２７～１４３１，２００１．

４．小柳貴裕：一標本、二標本のノンパラメトリック検定，臨整外３７�，２７５～２８２，２００２．

学 会 抄 録

１．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低分子ヘパリンの予防効

果，日整外会誌７５�，S８０，２００１．（第７４回日本整形外科学会学術集会，千葉市）

２．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の診断と予防，日整外会誌７５

�，S４７３～s４７３，２００１．（第７４回日本整形外科学会学術集会，千葉市）

３．高尾 努，高橋正憲，小柳貴裕，川久保 誠，穴澤卯圭，矢部寛樹，浪花豊寿：週齢の違いによるラット脛

骨及び頭頂骨の骨膜の組織学的相違，関東整災外会誌３２（臨増号外），７７，２００１．（第４０回関東整形災害外科

学会，東京）実動施設

４．Kawakubo, M., Koyanagi, T., Takahashi, M. : Endoscopic release of the tibialis posterior and soleus muscles

for medial tibial stress syndrome, ISAKOS, ２００１．（２００１ International Society of Arthroscopy, Knee Surgery

and Orthopeadic Sports Medicine Congress, Montreux, Sitzerland）

５．高尾 努，高橋正憲，小柳貴裕，川久保 誠，兼子 智�，浪花豊寿：骨の各種凍結保存法による生存の可

能性について，歯科学報１０１�，５９４，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会，千葉市）実動施設 �市病・産婦人科
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６．高尾 努，高橋正憲，浪花豊寿，兼子 智�，小柳貴裕，川久保 誠：関節軟骨及び骨端軟骨の凍結条件の

違いによるViability の検討，日整外会誌７５�，S９３３，２００１．（第１６回日本整形外科基礎学術集会，広島市）実
動施設�市病・産婦人科

７．高橋正憲，高尾 努，臼田修二�，渡辺 理�：Bennett 脱臼骨折治療の経皮ピンニングによる新しい試み，

日手の外科会誌１８�，２３０～２３１，２００１．（第４４回日本手の外科学会，大阪市）�慶大・医・整形外科

８．古賀龍二，川久保 誠，小柳貴裕，矢部寛樹，高橋正憲：治療に難渋した膝関節拘縮を伴った陳旧性大腿四

頭筋腱断裂の１例，膝，８８，２００２．（第２７回日本膝関節学会，別府市）

９．高橋正憲，原口孝之�，渡邊 裕�：手の巧緻運動（precision movement）のMEGによる検討，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，１１，２００２．（平成１３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）脳科学研 �市病・オーラルメディシン
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９．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 黒島 正子 胚の染色体異常について（Ａ９７‐０６７０‐１）

赤星 晃一 体外受精・胚移植における排卵誘発（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）

富永英一郎 マウス卵核移植に関する基礎的研究（Ａ９９‐０６７０‐１）

木戸 進 胚の染色体異常について（Ａ９７‐０６７０‐１）

前田 太郎 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）ヒト精漿，血漿中のプリン誘導体の一斉分析（Ａ９７‐０６７０‐１）

ATP，ADP，AMP，adenosine，cAMPの一斉分析法の高感度化を図り，従来法の約５００倍の感度が得ら

れた．さらに，adenine の同時測定を可能とした．本法を用いて，精漿中では adnosine が主たるプリン誘

導体として検出されたが，血漿中ではATP，ADPを主とし，両者のプリン構成は大きく異なった．洗浄し

た精子にATP（１０－５Ｍ）を添加して，培養すると対照に比して先体反応誘起率および誘起速度が向上する

こと見いだした．種々のプリン誘導体を用いて，ATPと効果を比較すると，UTPが同一濃度で最も有効で

あった．ATP，UTPによる先体反応誘起促進作用は，PKC阻害剤であるカルフォスチンＣ，Ca２＋チャネル

ブロッカーであるベラパミルにより消失した．

J Chromatogr ７６０，１５９～１６３，２００１．

２）修正TUNEL法によるヒト精子核DNA損傷の組織化学的検出（Ａ９７‐０６７０‐１）

ICSI 実施に際して，穿刺に供する精子は単に顕微鏡下に pick up するのみであり，具体的な評価，選別

基準は存在しない．本研究は ICSI 適正化の一端として，精子核DNA損傷観察法（TUNEL法を用いたDNA

断端の組織化学的検出法）の定量性向上を試みた．精子は可溶化後，TdT反応によりにビオチン－

dUTP・FITC－アビジンをラベルし，さらに PI を用いて対比染色した．精子頭部に緑色蛍光を認めるもの

をDNA断片化陽性，PI による赤色蛍光のみを認めるものを陰性とした．１００精液標本（精子濃度５５±４０×

１０６／ml，運動率２８．４±１９．１％）のTUNEL陰性率を測定した結果，７４．４±１２．６％であった．精子濃度，運

動率，正常形態率の低下に伴い陰性率の低下傾向を認めたが，これらのパラメータとの相関は低く，一般精

液所見からDNA断片化精子比率を推定することは困難であった．今後，ICSI 施行に先立ち個々の精子の

DNA断片化程度を観察し，適応の可否を判定する必要があると考えられる．

聖マリアンナ医学雑誌 ２９，５４１～５４９，２００１．

―２５７―



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

兼子 智 HIV陽性男性・HIV陰性女性
夫婦に対する体外受精・胚移
植の臨床応用に関する研究

新潟大学医 産婦 新潟市 田中 憲一

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）

講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地

田辺 清男 ２００１．５．１２ 生殖医療における妊娠率の向上を
目指して―人工授精

第５３回日本産科婦人科学会
学術講演会

札幌市

田辺 清男 ２００１．９．２２ 不妊症のケアー 平成１３年度日本産婦人科医
会千葉県支部・日本産科婦
人科学会千葉地方部会秋季
研修会

茂原市

田辺 清男 ２００１．１２．１「千葉県に於ける少子化対策をめ
ぐる医療の周辺」不妊治療の立場
より

第２回千葉県医師会医学会
学術大会

千葉市

田辺 清男 ２００２．１．２０ 卵胞発育の基礎と臨床 第５回茨城ART臨床懇話会 水戸市

主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地

田辺 清男 ２００２．２．２ 日本産科婦人科学会千葉地方部会平
成１３年度冬期学術講演会

市川グランドホテル 市川市

３．学外共同研究

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

学会招待講演

学会・研究会主催

―２５８―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

田辺 清男 ２００１．４．２３ 生殖医療の最近の進歩 市川市産婦人科医会研修会 市川市

田辺 清男 ２００１．１０．１０ ホルモン療法Q & A 市川市産婦人科医会研修会 市川市

田辺 清男 ２００１．１２．８ 外来におけるホルモン治療 山梨県産婦人科医会研修会 甲府市

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２５９―
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１０．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 島崎 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 藤島 浩 環境因子のアレルギー性結膜炎への影響

榛村 重人 角膜上皮細胞におけるラクトフェリンレセプターと酸化ストレス

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 田中 まり 眼アレルギー分野：重症アレルギー性角結膜炎の病態解明および治療法の確立

松本 幸裕 ドライアイの血清点眼治療と温熱療法

病院助手 高野 洋之 重症アレルギーにおける好中球の役割

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

中村 匡志 マイボーム腺

鹿島みのり

御宮知達也

赤羽 直子 羊膜移植

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）

血清再添加０時間を基準として遺伝子発現の増減を経時的に観察したところ，一般的に intercellular me-

diator，transcription factor およびリン酸化酵素などは０．５時間後に，細胞増殖，cytoskelton，およびmolecu-

lar chaperone などは６時間後に増大ピークを示した．また発現が減少したものの大部分は６時間後にピー

クに達し，それ以上変動しないものが多かった．マイクロアレイ法が一般的手法化するに伴い，その結果の

解析法が議論されてきている．今後は，類似の発現プロファイルを示すものが生理的に関連する遺伝子であ

ると考える，クラスター解析を用いて本結果を解析し，血清中有効成分の探索に生かす予定である．

血清除去による細胞死はカスパーゼカスケードが関与するアポトーシスであることが示された．この

DNAの断片化およびカスパーゼ活性の上昇を基準として，細胞死を抑制する血清中因子を探索した結果，

EGFなどの成長因子およびビタミンＡが有効であることが示唆された．これらの成分は人工涙液の成分と

しても有用である可能性が考えられる．今後は，他の成長因子やタンパク質成分の影響，および因子の組み

合わせ効果を検討し，さらに，カラムクロマトグラフィー法により，血清中の未知の有効成分を探索中して

いく．

２）羊膜を用いた眼表面再建の奏功機序に関する検討

羊膜の抗炎症作用を検討するために，羊膜上に培養したヒト結膜上皮細胞のHLA－DRの発現を flow cy-

tometry にて検討した．通常の環境下では羊膜上に培養した結膜上皮と，dish 上に培養した結膜上皮の間で

HLA－DRの発現に差はなかった．しかし，インターフェロン（IFN）－γ３０IU／ml にて２４時間刺激した後

のHLA－DRの発現量は，羊膜上で培養した場合のほうが抑制されていた．さらに IFN－γ３００IU／ml で

刺激した場合にはHLA－DRの発現量に差は認められなかった．この結果より，手術後などによる炎症が

惹起された状態において，羊膜はその上に再生してきた結膜上皮の抗原性を減少させる効果があることが示

唆された．臨床的に羊膜移植後には眼表面の炎症が抑制されることが認められており，今回のスタディーは

その機序を解明する上で有用であったと考えられた．
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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

坪田 一男 涙液産生におけるアクアポリン５の生理的役割の解明 文部科学省科学研究費補助金

坪田 一男 ドライアイに係る疫学的研究 厚生科学研究費補助金

坪田 一男 ドライアイ発生機序の解明および治療用人工涙液の開発 厚生科学研究費補助金

篠崎 尚史 ヒト尿中落下細胞を用いた腎再生医療の研究 厚生科学研究費補助金

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
らの保存法法

眼組織からの幹細胞等の同
定・単離・細胞株化およびこ
れらの保存法法

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

坪田 一男 ２００２．１．２６ 屈折矯正手術 第２５回日本眼科手術学会 大阪府

坪田 一男 ２００２．３．１ 再生角膜の作成及び移植に関す
る研究

平成１３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

３）環境因子のアレルギー性結膜炎への影響

環境因子のアレルギー性結膜炎への影響について培養結膜上皮細胞への各種環境因子の影響をDNAchip

を用いて検討している．現在結膜上皮でのDEP６時間作用群とコントロールでの比較で肥満細胞育成に必

要な蛋白のmRNA発現が見られたが，RSV，LPS 作用群間での比較し，その後肺上皮細胞，mastcell（国

立小児・斎藤先生）での実験データをもらい，細胞間で比較検討する．角結膜上皮，実質からの PGE２産

生は角膜上皮を PGE２で刺激すると gene chip は IL－７しか上がらなかった．今後ブロナックでの抑制実

験も含めて検討する．アラキドン酸での好酸球の遊走について，CRTH２の発現については論文にまとめて

おり，現在BWA８６８Cによる PDG２の遊走抑制およびCTXと PTXによる遊走について検討している．

４）角膜上皮細胞におけるラクトフェリンレセプターと酸化ストレス

培養角膜上皮細胞に対する酸化ストレスと細胞死の関連を追求するため，紫外線照射による細胞死の形態

を調べた．低照射群では約６時間で細胞は培養ディッシュより剥がれ，カスペース３と９の活性が経時的に

上昇した．一方，強照射群では細胞脱落は見られず，カスペース９と３の活性の上昇は見られなかった．ミ

トコンドリア内膜の電位勾配と比例するRhodamine１２３の蛍光強度は，両群において低下したが，強照射群

では不可逆的だった．今回の結果より，紫外線は角膜上皮細胞において，ミトコンドリア障害を介してカス

ペース酵素群を活性化し，アポトーシスを起こすことがわかった．しかし，一定の線量を超える紫外線で

は，主にネクローシスが起きることが示唆された．

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

シンポジウム企画

―２６３―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

坪田 一男 ２００１．４．２０ 涙腺のすべて 日本眼科学会アーリーバード
セミナー

横浜市

坪田 一男 ２００１．４．２８ Laser treatment for presbyo-
pia.

５th Congressof Research-
ers in Eye Surgery and
Technology

Florida, U.
S. A.

坪田 一男 ２００１．７．３ 再生医療の実際―角膜幹細胞
移植

第２２回日本炎症・再生医学会 東京

坪田 一男 ２００１．１０．１２
～１４

トラブル対策・術中トラブル
（ビジュアルスタディー屈折矯
正手術）

第５５回日本臨床眼科学会 京都市

坪田 一男 ２００１．１０．１２
～１４

LASIK における手術倫理 第５５回日本臨床眼科学会 京都市

坪田 一男 ２００１．１１．３ 近視へのレーザー手術 第１２回日本臨床スポーツ医学
会学術集会

つくば市

坪田 一男 ２００１．１１．２７ シェーグレン症候群の新しい治
療法

第１６回日本臨床リウマチ学会
総会

名古屋市

坪田 一男 ２００２．３．１ 再生角膜プロジェクトのコンセ
プト

平成１３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

坪田 一男 ２００２．３．８ Non LASIK refractive sur-
gery.

第３回グラネアの会 新潟県南魚
沼郡

藤島 浩 ２００２．３．２１ アレルギー性眼疾患における肥
満細胞の動態

第１４回日本アレルギー学会春
季臨床大会

千葉市

榛村 重人 ２００１．１２．５ 角膜上皮細胞を用いた角膜の再
生

日本人工臓器学会新科学技
術・未来プロジェクト第４回
研究会

東京

篠崎 尚史 ２００１．７ Transplantation in Japan. The６th Congress of the
Inte rnational Society for
Organ Sharing

名古屋市

篠崎 尚史 ２００１．１０．１２
～１４

Growth transplantation : In-
dica tions for surgery.

The ５５th Congress of Clini-
cal Ophthalmology of Japan

京都市

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

島崎 潤 ２００２．３．１ 平成１３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

パネリスト 千葉市

榛村 重人 ２００２．３．１ 平成１３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

パネリスト 千葉市

シンポジウム

教育ワークショップ等
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講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００１．６．８ ごきげんだからうまくいく 日本麻酔・薬理学会第２３回
学術大会

東京

坪田 一男 ２００１．１０．２９ Advances inthe management
of severe ocular surfacedisor-
ders.

The ３３rd Congress of the
Roya l Australian College
of Ophthalmology in Aus-
tralia and New Zealand

Adelaide,
Australia

坪田 一男 ２００２．１．１１ Blink rate,ocular surface area,
meibomian secretion.

Eil et rtavail sur ecran in
Lille

Lille, France

藤島 浩 ２００１．４．１９ 眼アレルギーの診断と治療 第１０５回日本眼科学会総会
眼アレルギーフォーラム２１

横浜市

篠崎 尚史 ２００１．１１ Hot topics in Japan. Pan－American Association
of Eye Banks

New Orleans,
U. S. A.

篠崎 尚史 ２００１．１１ The present situation of Eye
Banks in Japan．

Pan－American Associa-
tion of Eye Banks

New Orleans,
U. S. A.

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００１．４．２０ レーシック 南青山アイクリニック横浜
レーシック説明会

横浜市

坪田 一男 ２００１．４．２１ 屈折矯正手術の進歩 日本眼科学会専門医制度第３４
回講習会

横浜市

坪田 一男 ２００１．５．２０ Corneal Surgery Update ２００１. 第１００回青森県眼科医会講演会 青森市

坪田 一男 ２００１．５．２５ 新時代の視力 南青山アイクリニック東京講
演会

東京

坪田 一男 ２００１．６．１ 新時代の視力 南青山アイクリニック大阪講
演会

大阪市

坪田 一男 ２００１．６．１６ 新時代の視力 南青山アイクリニック福岡講
演会

福岡市

坪田 一男 ２００１．６．１７ 限界を打ち破る最新のテクノロ
ジー

第３回 ISQOV Meeting 福岡市

坪田 一男 ２００１．６．２４ 涙点プラグのすべて メディカルコア坪田一男１日
講習会

大阪市

坪田 一男 ２００１．６．２７ ドクター坪田の１００歳まで楽し
く元気で生きる

日本ビジネス協会 東京

坪田 一男 ２００１．６．２９ 新時代の視力 南青山アイクリニック東京講
演会

東京

坪田 一男 ２００１．６．３０ 角膜上皮のステムセル移植 第８回皮膚創傷治癒フォーラ
ム

東京

学会招待講演

５．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演
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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００１．７．１ LASIK のすべて メディカルコア坪田一男１日
講習会

東京

坪田 一男 ２００１．７．７ Anti－Aging 医学入門 東京歯科大学市川総合病院第
６回公開講演会

市川市

坪田 一男 ２００１．８．２５ レーシックヴィスクジャパン 大阪レーシックセミナー 大阪市

坪田 一男 ２００１．８．２６ LASIK のすべて メディカルコア坪田一男１日
講習会

大阪市

坪田 一男 ２００１．８．３１ シェーグレン症候群のドライア
イ治療Up Date２００１

膠原病治療セミナー 筑波市

坪田 一男 ２００１．９．９ アンチエイジングワールドへよ
うこそ

第８回フナイ・オープン・
ワールド

横浜市

坪田 一男 ２００１．９．１６ LASIK とドライアイ 眼手術セミナー 和歌山

坪田 一男 ２００１．９．１６ LASIK の実際とそれに必要な
角膜組織の知識

眼手術セミナー 和歌山

坪田 一男 ２００１．９．２１ レーシック ヴィスクジャパン東京レー
シックセミナー

東京

坪田 一男 ２００１．１０．４ シェーグレン症候群のドライア
イ治療Up Date２００１

第１回神奈川県シェーグレン
症候群研究会

横浜市

坪田 一男 ２００１．１０．１１ ドライアイの新しい考え方 第２０回ドライアイ研究会 京都

坪田 一男 ２００１．１０．１９ １００歳まで生きる anti－agingme-
dicine

竹村健一未来経営研究会１０月
例会

東京

坪田 一男 ２００１．１０．１９ レーシック ヴィスクジャパン福岡レー
シックセミナー

福岡市

坪田 一男 ２００１．１０．２０ レーシック ヴィスクジャパン大阪レー
シックセミナー

大阪市

坪田 一男 ２００１．１０．２３「ごきげん」を選択し１００歳まで
元気に楽しく生きる！

暦日会 東京

坪田 一男 ２００１．１０．２６ 健康長寿医療について 炎症研究振興会第１７回炎症・
再生フォーラム

神奈川県足
柄郡

坪田 一男 ２００１．１１．２ Phakic－IOL. 第２回ニデックエキシマユー
ザズミーティング

神奈川県足
柄郡

坪田 一男 ２００１．１１．６ 打倒！眼の疲れーその原因はド
ライアイにあった

SONY講演会 東京

坪田 一男 ２００１．１１．１１
～１２

Treatingdry eye with new
concepts.

American Academy of Oph-
thalmology, Instruction Course

New Orle-
ans, U. S.
A.

坪田 一男 ２００１．１１．１８ 眼科最前線からの夢の若返り医
療

２００１年船井メディアヒューマ
ン・カレッジ／後期

東京

坪田 一男 ２００１．１１．２７ Anti－Aging． 株式会社ニデック講演会 愛知

坪田 一男 ２００１．１１．３０ レーシック ヴィスクジャパン東京レー
ザー近視矯正手術講演会

東京
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講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００２．２．８ シェーグレン症候群のドライア
イ治療Update２００２

第１回千葉シェーグレン症候
群フォーラム

千葉市

坪田 一男 ２００２．２．９ 屈折矯正手術の将来 第４３回日本眼科医会生涯教育
講座「屈折矯正のすべて」

東京

坪田 一男 ２００２．２．１６ 屈折矯正手術の将来 第４３回日本眼科医会生涯教育
講座「屈折矯正のすべて」

神戸市

坪田 一男 ２００２．３．９ 屈折矯正手術の将来 第４３回日本眼科医会生涯教育
講座「屈折矯正のすべて」

福岡市

坪田 一男 ２００２．３．９ レーシック ヴィスクジャパン福岡レー
シックセミナー

福岡市

坪田 一男 ２００２．３．２０ アンタイエージング医学入門 心のふれあいボランティア
「フレンズ」創立５周年記念
のつどい

市川市

坪田 一男 ２００２．３．２０ 近視のレーザー治療 LASIK
の適応と合併症

千葉市医師会学術講演会 千葉市

坪田 一男 ２００２．３．２２ レーシック ヴィスクジャパン東京レー
シックセミナー

東京

坪田 一男 ２００２．３．３０ 屈折矯正手術の将来 第４３回日本眼科医会生涯教育
講座「屈折矯正のすべて」

名古屋市

島崎 潤 ２００１．４．２１ LASIK の適応と限界 専門医制度委員会 第３４回講
習会『プライマリー・ケア・
シリーズ３０』

横浜市

島崎 潤 ２００１．７．７ オキュラーサーフェスの診断と
治療

第１８９回鹿児島県眼科集談会 鹿児島市

島崎 潤 ２００１．７．１４ オキュラーサーフェス診断と治
療

第４６回東京女子医科大学眼科
同窓会臨床談話会

東京

島崎 潤 ２００１．８．２６ オキュラーサーフェスの診断と
治療：最近の進歩

第２４回日本眼科医会東北ブ
ロック講習会

仙台市

島崎 潤 ２００１．９．２９ オキュラーサーフェスアップデ
イト

第７回秋田県眼科学術講演会 秋田市

島崎 潤 ２００１．１１．１７ 角膜手術，最近の進歩 第２回長崎県眼科医会学術講
演会

長崎市

島崎 潤 ２００１．１２．２２ 眼表面再建術 第７回大阪手術シンポジウム 大阪市

島崎 潤 ２００２．２．４ 屈折矯正手術の現状と課題 ひまわり会眼科講習会 福島市

島崎 潤 ２００２．２．１７ ドライアイの診断と治療 埼玉県眼科教育講演会 さいたま市

島崎 潤 ２００２．３．１６ 角膜手術最近の進歩 北海道眼科医会生涯教育講座 札幌市

島崎 潤 ２００２．３．３０ ドライアイの診断と治療 世田谷区眼科医会眼科学術講
習会

東京

藤島 浩 ２００１．４．２６ 眼アレルギーの基礎 ノバルティス ファーマ株式
会社講演会

伊勢原市

藤島 浩 ２００２．２．１６ アレルギーの克服に向けて 第８回アレルギー週間中央講
演会

東京

―２６７―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

篠崎 尚史 ２００１．７．２８ 効率的な病院ベースの提供シス
テム構築

第３回アイバンクワーク
ショップセミナー，�日本眼
球銀行協会

東京

篠崎 尚史 ２００１．７．２８ 採血実習 第３回アイバンクワーク
ショップセミナー，�日本眼
球銀行協会

東京

篠崎 尚史 ２００１．７．２９ 角膜移植 平成１３年度臓器移植セミ
ナー，�日本臓器移植ネット
ワーク

東京

篠崎 尚史 ２００１．８．２５ ２１世紀のアイバンク 市川ライオンズクラブ 千葉市

篠崎 尚史 ２００１．９．１８「生命」―臓器移植について―
２１世紀の「学びを創る」文部科
学省特色教育振興モデル事業

学校法人ノートルダム清心女
子高等学校

岡山市

篠崎 尚史 ２００１．１１．１７ 角膜センター・アイバンクの歴
史とこれから

角膜移植患者の会 千葉市

篠崎 尚史 ２００１．１１．３０ アイバンクサポーターの役割 ライオンズクラブ国際協会
３３０－Ｃ地区

さいたま市

篠崎 尚史 ２００１．１２．１７ 献腎・献眼推進セミナー ライオンズクラブ国際協会
３３０－Ｂ地区

山梨市

―２６８―



論 文

１．Shimmura, S., Shimazaki, J., Ohashi, Y.�, Tsubota, K.：Antiinflammatory effects of amniotic membrane

transplantation in ocular surface disorders, Cornea２０�，４０８～４１３，２００１．原著 �水病・眼科

２．Tsubota, K., Shimmura, S., Shinozaki, N., Edward, J. H.�, Shimazaki, J.：Clinical application of living-related

conjunctival-limbal allograft, Am J Ophthalmol.１３３�，１３４～１３５，２００２．原著 �Cornea Services，Cincinnati
Eye Institute

３．Shimazaki, J., Shimmura, S., Tsubota, K.：Limbal stem cell transplantation for the treatment of subepithe-

lial amyloidosis of the cornea（gelatinous drop-like dystrophy），Cornea２１�，１７７～１８０，２００２．総説

４．Fujishima, H.：Respiratory syncytial virus may be a pathogen in allergic conjunctivitis, Cornea２１�，S
３９～S４５，２００２．原著

解 説

１．宮田和典�，坪田一男：屈折矯正手術 PRKに適応はあるか，あたらしい眼科１８�，５５～５６，２００１．平成１２
年度分 �宮崎県

２．坪田一男：ドライマウスとドライアイ，歯界展望増刊号，３６～４１，２００１．平成１２年度分

３．島崎 潤：羊膜移植の基礎と臨床，臨床眼科５５�，７１９～７２３，２００１．

４．坪田一男：Tear Film の安定性と涙液クリアランス，日本の眼科７２�，６４３～６４６，２００１．

５．島崎 潤：７．手術疼痛とその管理／１．直後痛のコントロール１）前眼部手術，眼科診療プラクティス ４�，
１０６～１０７，２００１．

６．藤島 浩：老眼，デンタルダイヤモンド２６�，１３２～１３５，２００１．

７．島崎 潤：眼科医療の現状と将来展望，デンタルダイヤモンド２６�，１４２～１４８，２００１．

８．藤島 浩，坪田一男：老視の外科的治療，あたらしい眼科１８�，１２５９～１２６２，２００１．

９．島崎 潤：瘢痕性角結膜症に対する眼表面再建法の検討，歯科学報１０１�，１１～１９，２００１．

１０．榛村重人，坪田一男：眼科領域のTissue Engineering，遺伝子医学 ５�，３１～３５，２００１．

１１．島崎 潤：羊膜移植：何がいいのか、何にいいのか，Ophthalmic Surgeons １	，７２～７６，２００２．

１２．島崎 潤：羊膜移植の臨床応用，眼科手術１５�，２５～２９，２００２．

１３．榛村重人：羊膜を使った培養結膜上皮移植，眼科手術１５�，４３～４７，２００２．

１４．藤島 浩：アレルギー，治療８４，４３～４７，２００２．

―２６９―



単 行 図 書

１．藤島 浩：著分担：アレルギーナビゲーター�第３章アレルギー性眼疾患 １．アレルギー性結膜炎・春季

カタル７０～７１頁，メディカルレビュー社，東京，２００１．

２．坪田一男：単著：ベストじゃなければ意味がない！，芳賀書店，東京，２００１．

３．坪田一男：単著：眼科医療最前線，双葉社，東京，２００１．

４．榛村重人：単著：ヒポクラテスの孤島，文芸社，東京，２００１．

５．田中まり�，坪田一男�：著分担：ドクターの目にやさしい歯科医療を求めて�年代別に起こる目の正常な
変化と異常疾患１０～１６頁，デンタルダイヤモンド社，東京，２００１．

６．中谷彰宏�，坪田一男：共著：１００歳まで元気でいきるために今できる４３の方法，ダイヤモンド社，東

京，２００１．��中谷彰宏事務所

７．坪田一男：単著：１００歳まで生きる！「不老！」の方法，宝島社，東京，２００１．

８．Tsubota, K. �, Tseng, S. C.��, Nordlund, M. L.��：著分担：Ocular surface disease-Medical and surgical
management � Anatomy and physiology of the ocular surface３～１５頁，Springer, New York, U. S. A.,
２００１．� Bascom Palmer Eye Institute University of Miami School of Medicine, � University of Cincinnati & Cincin-

nati Eye Institute

９．Schwartz, G. S.��, Tsubota, K. �, Tseng, S. C.��, Mannis, M. J.��, Holland, E. J.��：著分担：Ocular sur-
face disease-Medical and surgical management � Keratolimbal allograft ２０８～２２２頁，Springer, New
York, U.S.A.,２００１．� University of Minnesota, � Bascom Palmer Eye Institute University of Miami School of

Medicine, � University of California, Davis, � University of Cincinnati

１０．Tseng, S. C.��, Tsubota, K. �：著分担：Ocular surface disease-Medical and surgical management � Am-
niotic membrane transplantation for ocular surface reconstruction２２６～２３１頁，Springer, New York, U.

S.A.,２００１．� Bascom Palmer Eye Institute University of Miami School of Medicine

１１．川北哲也�，坪田一男�：著分担：治療�高齢者の眼疾患の診かた５７～６１頁，南山堂，東京，２００１．

１２．坪田一男�，�編集：著分担：知っておきたい眼の病気とケア眼科ケア２００１年秋季増刊号�巻頭言 新しい

Anti－Aging の時代がやてきた９～１２頁，�コラム 今すぐできるアンタイエージング１０のプロジェク

ト２２３～２３２頁，メディカ出版，大阪市，２００１．

１３．坪田一男�：著分担：アトピー疾患用語ハンドブック�アレルギー性結膜炎とドライアイ４６頁，メディカル
レビュー社，東京，２００１．

１４．藤島 浩�，�：著分担：アトピー疾患用語ハンドブック�エイコサペンタエン酸 眼科５６頁，�結膜乳頭
切除術８３頁，メディカルレビュー社，東京，２００１．

―２７０―



１５．坪田一男�，島崎 潤�，榛村重人�：著分担：角膜移植ガイダンス適応から術後管理まで�角膜上皮ステ
ムセル４１～４５頁，南江堂，東京，２００２．

１６．藤島 浩�：著分担：角膜移植ガイダンス－適応から術後管理まで�角膜移植の術後管理 D．屈折の管理
２．抜糸８８～９１頁，南江堂，東京，２００２．

１７．坪田一男�，�，島崎 潤�，�，榛村重人�，�：著分担：角膜移植ガイダンス－適応から術後管理まで
�角膜移植の実際 A．全層角膜移植２６～２９頁，�角膜移植の術後管理 D．屈折の管理５．白内障手術９９～
１０１頁，南江堂，東京，２００２．

１８．坪田一男編集：著分担：治療プライマリケアでおさえておきたい高齢化社会における眼のケア，南山堂，東

京，２００２．

そ の 他

１．島崎 潤：難治性オキュラーサーフェスの検査法，眼科診療Q&A２９，７９ノ４～７９ノ５，２００１．

２．榛村重人：深層表層角膜移植，Ocular Surgery News Jpn １�，７～８，２００１．

３．榛村重人：新しいDLKP．，あたらしい眼科１８�，１５０３～１５０４，２００１．

４．榛村重人，坪田一男：角膜の再生医療，Human Science１３�，２０～２３，２００２．

５．島崎 潤：角膜移植後に LASIK ができるのですか？，あたらしい眼科１８（臨時増刊号），１３５～１３７，２００２．

６．榛村重人：基礎疾患の診断の重要性，Practical Ophthalmology７９，７７，２００２．

学 会 抄 録

１．Shimazaki, J., Enomoto, M., Goto, E., Shimmura, S., Tsubota, K.：Cultivation of human epithelium on amni-

otic membrane ; histological study and preliminary clinical results, Investigative Ophthalmology & Vis-

ual Science４２�，S２７１，２００１．（Annual meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology,
Fort Lauderdale, Florida, USA）

２．Tsubota, K., Hirai, S.�, King, L. S.�, Agre, P.�, Ishida, N.�：Defective cellular trafficking of aquaporin－５

water channel protein in Sjogren's syndrome lacrimal glands, ARVO４２�，S７１３，２００１．（The Association
for Research in Vision and Ophthalmology, Annual Meeting, Florida, U.S.A., Florida, USA）�参天製薬�，�Division

of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Biological Chemistry

３．Shimmura, S., Tadano, K., Shimazaki, J., Tsubota, K.：UV-dose dependent cell death expression in corneal

epithelial cells, ARVO，１９６，２００１．（The Association for Research in Vision and Opthalmology, Fort Lauder-

dale, Florida, USA）

４．Fujishima, H., Yamamoto, Y., Okada, N., Tsubota, K., Fukagawa, K.：Prostaglandin（PG）E２production from

conjunctiva may contribute to allergic inflammation, ARVO,２００，２００１．（The Association for Research in

Vision and Opthalmology, Fort Lauderdale, Florida, USA）

―２７１―



５．Tsubota, K.：Treatment of severe ocular surface disorders with corneal epithelial stem cell transplanta-

tion, IOSS,２００１．（４th KPro－６th International Ocular Surface Society Joint Meeting２００１, Florida, USA）

６．榛村重人，只野貴示枝，樋口明弘，島崎 潤，坪田一男：紫外線による角膜上皮細胞死とカスペース活性，

第６７回中部眼科学会・第１２回眼科フリーラジカル過酸化脂質研究会プログラム，１００，２００１．（第１２回眼科

フリーラジカル過酸化脂質研究会，金沢市）

７．Tsubota, K., Hirai, S.�, King, L. S.�, Agre, P.�, Isida, N.�：Defective cellular trafficking of aquaporin－5

water channel protein in Sjogren's syndrome lacrimal glands, International Ocular Surface Society,

１０，２００１．（７th International Ocular Surface Society Regional Meeting October ２００１, Kyoto, Japan）�参天製薬

�，�Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Biological Chemistry

８．島崎 潤，榛村重人，藤島 浩，坪田一男：角結膜化学傷・熱湯に対する眼表面再建術式の選択，第５５回日

本臨床眼科学会抄録集，８３，２００１．（第５５回日本臨床眼科学会，京都市）

９．榛村重人，大橋由枝�，城間弘喜，島崎 潤，坪田一男：重症角結膜上皮疾患に対する深層表層角膜移植

（DLKP），第５５回日本臨床眼科学会抄録集，８４，２００１．（第５５回日本臨床眼科学会，京都市）�水病・眼科

１０．Shimazaki, J., Kosaka, K.�, Shimmura, S., Tsubota, K.：Long-term results of amniotic membrane transplan-

tation with conjunctival autografting for recurrent pterygium, American Academy of Ophthalmology-

final program，１２８，２００１．（１０５th Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology, New Orleans,

LA, USA）�慶大・医・眼科

１１．Shimazaki, J., Shimmura, S., Fujishima, H., Tsubota, K.：Factors influencing outcome of ocular surface re-

construction in chemical or thermal burns, American Academy of Ophthalmology-final program,

１３８，２００１．（１０５th Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology, New Orleans, LA, USA）

１２．島崎 潤：スティーブンスジョンソン症候群・眼類天疱瘡に対する眼表面再建術，眼科手術１５（臨時増刊

号），１３７，２００２．（第２５回日本眼科手術学会総会，広島市）

１３．藤島 浩，岡田直子，五十嵐安弥子，赤川絵美，高野洋之，田中まり，川北哲也，鹿島みのり，加藤直子，

深川和己，中島敏治�，斉藤博久�：培養結膜上皮細胞に対するディーゼル因子の影響，第２６回角膜カン

ファランス・第１８回日本角膜移植学会抄録集，７６，２００２．（第２６回角膜カンファランス，横浜市）�国立小児病

院小児科医療研究センター

１４．榛村重人，石岡みさき�，安藤雅子，島崎 潤，坪田一男：円錐角膜におけるドナー角膜サイズ調整の屈折

矯正効果，第２６回角膜カンファランス・第１８回日本角膜移植学会抄録集，１００，２００２．（第２６回角膜カンファ

ランス，横浜市）�東京都
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１１．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 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�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．欧米でのAFSの有病率は，手術に至った慢性副鼻腔炎症例の４～７％程度であると報告され

ているが，現在までのところ日本においては我々の報告した症例３，４）も含め７例報告されているのみであり，

現時点では非常にまれな疾患であると言える．我々が以前 prospective study にて検討５）した結果，手術に

至った慢性副鼻腔炎症例１０２例中AFSと考えられた症例は４例（３．９％）であった．その検討の結果と典型

的な症例を提示し，AFSという病態を紹介した．

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．

３）聴覚に対するMEGおよび EEG応答（Ａ００‐０６９０‐１）

聴覚刺激に対する聴皮質の機能評価のためにmagnetoencephalography（MEG）による検討を行った．

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

処理については，音刺激の提示条件やその検査法によって統一的な結果が得られず，サルの単一神経活動記

録で確認される結果とヒトの脳機能画像所見の間には依然大きな隔たりが存在する．この研究の目的は

MEGを用い，ヒト一次聴覚野における音階局在性を観察した．Ｐ５０，Ｎ１００の等価電流双極子は横側頭回

に局在し，刺激耳と反体側の大脳半球の反応が大きく，潜時も短かった．双極子源の位置として，Ｐ５０はＮ

１００よりわずかに前上方の横側頭回に求められ，各潜時の音階局在性はそれぞれが渦状を呈し，Ｐ５０とＮ１００

とではその空間的配列は逆転された形で観測された．サルの単一神経活動記録で確認される結果に近似して

いると考えられた．
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論 文

１．中島庸也，実吉健策，松脇由典，久納 浄：当院における急性中耳炎の現況，日耳鼻感染症研会誌１９，３９

～４３，２００１．臨床

２．中島庸也：MRSA感染症と抗菌薬の使い方MRSA感染症の抗菌薬療法の実際～抗MRSA薬の使い方，感

染と抗菌薬 ４�，５４～５８，２００１．総説

３．中島庸也，外木守雄�：出もの・腫れもの－患者への説明と対応歯肉，口腔底，顎骨の出もの・腫れもの，

JOHNS１７�，１６１４～１６１８，２００１．臨床 �市病・オーラルメディシン

４．中川雅文�，中原凱文�，青木喜九雄�，松脇由典：両耳異聴による聴性誘発反応ときき耳の他覚的評価，耳

鼻展望４４，１３９～１４８，２００１．原著 �順天大・医・耳鼻咽喉科，�東京工大・工

５．飯村慈朗�，松脇由典，柳 清�，鈴木高祐�，宇田川友克�，今井 透�：Allergic fungal sinusitis の１症

例，耳鼻展望４４，３６４～３６８，２００１．原著 �聖路加病院・耳鼻咽喉科

６．松脇由典，中島庸也，飯田 誠�，野原 修�，春名眞一�，森山 寛�：Allergic fungal sinusitis 症例，日耳

鼻会報１０４，１１４７～１１５０，２００１．原著 �慈恵医大・耳鼻咽喉科

７．松脇由典，浅香大也，久納 浄，中島庸也：アレルギー性副鼻腔真菌症の１症例，第６回千葉真菌研究会・

学術講演会記録集，６～９，２００２．症例

単 行 図 書

１．中島庸也�：著分担：CLIANT２１：２０�口腔咽頭疾患、口内炎３９４～３９９頁，中山書店，東京，２００１．

学 会 抄 録

１．松脇由典，浅香大也，久納 浄，中島庸也，新谷益朗�：ヒト聴覚誘発MEGおよび嗅覚誘発MEGの検

討，平成１３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抄録集１９，３９～４３，２００２．（平成１３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）脳科学研 �脳科学研究施設
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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transglu-
taminase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

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

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 cornified

envelope の形成（Ａ００‐０７１０‐２）

２．成果の概要

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

金属アレルギー患者２１１名と正常人ボランティア１０８名にニッケル，パラジウム，金，コバルト，クロム，

水銀の市販のパッチテスト試薬を用いたリンパ球幼若化試験（LTT）と CASTを施行し，パッチテストの

結果と比較検討した．ニッケル，パラジウム，金，コバルトの LTTについては各金属について，それぞれ

至適濃度を設定すると，感度は５０～７０％程度と低いが，金属アレルギー検査法の一つとして有用であること

が判明した．クロム，水銀の LTTについてはアレルギー患者と正常人で差異が認められず，有用でないと

考えられた．

日皮アレルギー会誌 ９�，１５２，２００１．

２）非水疱型魚鱗癬様紅皮症表皮における transglutaminase 活性と cornified cell envelope 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．さらに追加実験とし

てTransglutaminase に１，２，３の subtype があり，in situ TGase 活性はこの全てを反映するため，PHを

調整しCalpain 処理することによりTGase１，TGase１と３の酵素活性をわけて，表皮内の局在を検討す

る．

３．学外共同研究
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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）

４．科学研究費補助金・各種補助金

―２７６―



論 文

１．Kato, N.�, Fukagawa, K.�, Tsubota, K.�, Urayama, K.�, Takahashi, S., Fujishima, H.�：Quantitative evalu-

ation of atopic blephalitits by scoring of eyelid conditions and measuring the water content of the skin

and evaporation from the eyelid surface, Cornea２０�，２５５～２５９，２００１．原著 �市病・眼科

単 行 図 書

１．高橋慎一�：著分担：皮膚科研修医ノート�イギリスの場合１９２～１９５頁，診断と治療社，東京，２００１．

プロシーディングス

１．高橋慎一，川島淳子，小柳貴裕�：扁摘で改善した脊椎炎を伴った掌蹠膿疱症の２例，第１６回日本乾癬学会

記録集，９３～９４，２００１．（第１６回日本乾癬学会学術大会，千葉市）A９６－０７１０－１ �市病・整外科

そ の 他

１．高橋慎一：アレルギー相談室Q&A：金属インジウムのアレルギーがあると聞きました。どんな症状になり

ますか？，アレルギーの臨２１�，４０７，２００１．

２．高橋慎一：歯科用金属アレルギー診断と金属除去判定における LTT法と CAST法の検討，平成１２年度～平

成１３年度科学研究費補助金（基盤研究��）研究成果報告書，２００２．A９６－０７１０－２

学 会 抄 録

１．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，日皮会誌１１１

�，４２６，２００１．（第１００回日本皮膚科学会総会，東京）A９６－０７１０－１ �市病・オーラルメディシン

２．高橋慎一，森本光明�，山根源之�：歯科用金属に含有したニッケルによる接触性粘膜炎の２症例―リンパ球

幼若化試験の有用性―，日皮アレルギー会誌 ９�，１５２，２００１．（第３１回日本皮膚アレルギー学会総会・学術
大会，浜松市）A９６－０７１０－２ �市病・オーラルメディシン

３．岡村泰斗�，森本光明�，山根源之�，高橋慎一：感作動物を用いた口腔粘膜における遅延型過敏反応に関す

る実験的研究，歯科学報１０１�，５７６，２００１．（第２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）実動施設 �市病・オー
ラルメディシン

４．高橋慎一，川島淳子，野本佳子�，福谷英成�：ライター病の１例，日皮会誌１１１�，１１２１，２００１．（第６４回日
本皮膚科学会東京支部学術大会，東京）�市病・内科

５．森本光明�，岡村泰斗�，奥原康行�，森崎重規�，福島大平�，外木守雄�，山根源之�，田中陽一�，

高橋慎一：口腔粘膜に症状を有する尋常性天疱瘡の診断―抗デスモグレイン抗体価測定の臨床的意義―，

第１１回日本口腔粘膜学会・学術大会プログラム・抄録集，２００１．（第１１回日本口腔粘膜学会・学術大会，広島

市）�市病・オーラルメディシン，�市病・臨検
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１３．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．

―２７９―
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究
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整形外科領域におけるMRI
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東京慈恵会医科大学 東京 福田 国彦

１４．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１１例，食道癌９例，婦人科腫瘍１６例，乳癌１例、転移性腫瘍１例，のべ１２０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．

AP－RASC０１ Conference Digest，２６６，２００１．

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．

臨床画像 １７�，８１４～８２８，２００１．

３．学外共同研究
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Pacific Radio Science Conference, Tokyo）A００－０７００－１�Chiba Univ
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用いる加温用アレーアプリケータに関する基礎的検討，電子情報通信学会２００１年通信ソサイティ大会講演
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１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 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 ブトルファノール併用，低用量ロピバカイン硬膜外腔持続注入による術後鎮痛

助 手 渡辺 陽子

２．成果の概要

１）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．

慶応医学 ７０，２５７～２６４，１９９３．

臨床麻酔 ２４，１９１１～１９１５，２０００．

２）帯状疱疹後神経痛に対する硬膜外ステロイド投与

慢性疼痛疾患にステロイドを投与して有効であったという報告は多い．そこで，帯状疱疹後神経痛を含む

帯状疱疹患者の当該神経支配領域にステロイドを投与して，その有効性を評価する．ステロイド投与の有効

性については既に報告したが，ステロイドによる好中球増多症がみられることから，今後は免疫系との関連

を調査していきたい．

３）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．しかしそ

の局麻薬の硬膜外腔への拡散が，加齢によりどのような影響をうけるのかは知られていないため，その解明

をしていきたい．

４）ブトルファノール併用，低用量ロピバカイン硬膜外腔持続注入による術後鎮痛（Ａ０２‐０７４０‐２）

新しい長時間作用型の局所麻酔薬であるロピバカインは，従来用いられて来たブピバカインと比較して中

枢毒性や心毒性が低いことが特徴である．ロピバカインを術後鎮痛目的で硬膜外腔へ持続注入する場合に

は，０．２％溶液を６ml／hr の速度で使用することが推奨されているが，大容量の持続注入器を必要とするこ

とが欠点として挙げられる．そこで当研究では，拮抗性鎮痛薬であるブトルファノールをロピバカインに併

用することによって，持続注入速度を減少させることが可能か否か術後痛の程度から検討する．さらに，年

齢による鎮痛効果の差があるかを調べ，年齢に応じた硬膜外腔注入薬の内容について考察する．

―２８４―



単 行 図 書

１．小板橋俊哉�：著分担：肥満細胞の臨床�色素性蕁麻疹の麻酔管理３２３～３２９頁，先端医学社，東京，２００１．

学 会 抄 録

１．小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：BIS モニター上，Suppression Ratio（SR）４０以上で SRと BIS 値は相関

する，J Anesth１５（Suppl），１８，２００１．（日本麻酔学会第４８回大会，神戸市）

２．鈴木麻衣子，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：硬膜外麻酔はBispectral Index を低下させる，J Anesth

１５（Suppl），１９，２００１．（日本麻酔学会第４８回大会，神戸市）

３．梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：硬膜外腔に注入したリドカインのクモ膜下移行は時間と年齢に相関す

る，J Anesth１５（Suppl），６７，２００１．（日本麻酔学会第４８回大会，神戸市）

４．瀧野善夫：硬膜外麻酔はクモ膜下腔で効く，日本麻酔・薬理学会雑誌１３�，２７，２００１．（日本麻酔・薬理学会
第２３回学術大会，東京）

５．小板橋俊哉：心房性ナトリウム利尿ペプチド update，日本麻酔・薬理学会雑誌１３�，７７，２００１．（日本麻
酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）

６．鈴木麻衣子，小板橋俊哉，梅村直治，大木貴博�，高橋正憲�，瀧野善夫：肺血栓塞栓症によって死亡した大

腿骨骨折の一例，日本麻酔・薬理学会雑誌１３�，８７，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）�
市病・循環器科，�市病・整形外科

７．堀田美佐子�，小板橋俊哉，鈴木麻衣子，梅村直治，瀧野善夫，武田純三�：人工呼吸器管理中に，Bispectral

Index を指標としてプロポフォール投与量を調節した一症例，日本麻酔・薬理学会雑誌１３

�，８８，２００１．（日本麻酔・薬理学会第２３回学術大会，東京）�慶大・医・麻酔

８．森崎重規�，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫，外木守雄�，山根源之�，金子 譲�：顎変形症手術，術後痛

の評価（ストレス関連ホルモンの動態も含めて），第４１回日本麻酔学会関東甲信越地方会抄録集，１１４，

２００１．（第４１回日本麻酔学会関東甲信越地方会，大宮市）�市病・オーラルメディシン，�歯麻

９．逢坂佳宗，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：麻酔導入後，アナフィラキシーショックから間質性肺水腫を

来した１症例，第４１回日本麻酔学会関東甲信越地方会抄録集，１５０，２００１．（第４１回日本麻酔学会関東甲信越

地方会，大宮市）

１０．小板橋俊哉：明日から始められるTCI，日臨麻会誌２１�，S２３８，２００１．（日本臨床麻酔学会第２１回大会，横浜
市）

１１．小板橋俊哉，逢坂佳宗，梅村直治，瀧野善夫：プロポフォール注入時痛の記憶をミダゾラムは消失させる

か，日臨麻会誌２１�，S３８５，２００１．（日本臨床麻酔学会第２１回大会，横浜市）

１２．逢坂佳宗，梅村直治，小板橋俊哉，瀧野善夫：自発呼吸下ETCO２とプロポフォール血中濃度，予測効果

部位濃度，BIS との関係，第５回新年教室研究会プログラム，１，２００２．（慶應義塾大学病院麻酔学教室第５

回新年教室研究会，東京）

―２８５―



１３．瀧野善夫：中位胸椎硬膜外腔穿刺～私の方法，MLAの紹介～，第８回硬膜外研究会抄録集，２６，２００２．（第

８回硬膜外研究会，札幌市）

１４．小板橋俊哉，瀧野善夫：Bispectral Index モニタの問題点，臨モニター１３（Suppl），２７，２００２．（第１３日本臨

床モニター学会総会，横浜市）

１５．小板橋俊哉：第２回歯科医師のためのモニタリング講座 ～２．モニターの危険なサインとその治療～，臨

床モニター小冊子２，２，２００２．（第１３日本臨床モニター学会総会，横浜市）

―２８６―



シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

加藤元一郎 ２００１．５．１１ 注意の神経学 第４２回日本神経学会総会 東京都

加藤元一郎 ２００１．５．２４ 認知リハビリテーションと理学療法 第３６回日本理学療法学術
大会

広島市

加藤元一郎 ２００１．７．８ 高次機能障害の診断と治療―特に
TBI（traumatic Brain Injury，頭部
外傷後遺症）について

北海道精神神経学会第９９
回例会

札幌市

加藤元一郎
吉野 相英

２００１．７．２０ アルコール依存症の診断ガイドライ
ン

第１３回日本アルコール精
神医学会

金沢市

加藤元一郎 ２００１．７．２０ 前頭葉眼窩部損傷による人格・行動
変化とソマティック・マーカー仮説

第６回認知神経科学会 東京都

加藤元一郎 ２００１．８．２５ 前頭葉機能の評価 第１２回静岡リハビリテー
ション医学会認定臨床医
生涯教育研修会

静岡市

加藤元一郎 ２００１．９．１３ 認知リハビリテーション 第２５回日本神経心理学会
総会

神戸市

加藤元一郎 ２００１．１０．２５ Neuroanatomical and neuropsycho-
logical study of Korsakoff's syn-
drome and basal forebrain amnesia.

International Sympo-
sium on Frontiers of
Human Memory

仙台市

加藤元一郎 ２００１．１１．７ 記憶研究の深化と拡がり―精神医
学から

日本心理学会第６５回大会 つくば市

加藤元一郎
加藤 隆

２００２．３．１ 口腔・顎顔面機能の中枢制御に関す
る研究―MEGで何がわかったか？
PART２

第１３回東京歯科大学口腔
科学研究センター，ワー
クショップ

千葉市

１６．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）

臨床研修医 小松崎良子 臨床精神医学，神経心理学（Ａ９８‐４１５‐５）

２．成果の概要

１）神経心理学（Ａ９８‐４１５‐１，Ａ９８‐４１５‐２，Ａ９８‐４１５‐３，Ａ９８‐４１５‐４，Ａ９８‐４１５‐５）

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

―２８７―



論 文

１．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

て模写できないか？，神心理１７�，３６～４４，２００１．原著 �東女医大・脳神経センター，�東女医大・循環器
小児科

２．森山 泰�，加藤元一郎：前頭葉症候群，Mod Physician２１�，２８８～２９２，２００１．総説 �駒木野病院・精神科

３．森山 泰�，吉野相英�，三村 將�，加藤元一郎，吉村直記�，原 常勝�，鹿島晴雄�：アルコール離脱期の

低血糖について－典型例と非典型例の比較から，精神医４３，１００７～１０１０，２００１．原著 �駒木野病院，�防

衛医大・精神，�昭和大・医・精神，�慶大・医・精神神経

４．Umeda, S.�, Akine, Y., Kato, M.：False recognition in the patients with ventromedial prefrontal cortex,

Brain Cog４７，３６２～３６５，２００１．原著 �慶大・文

５．Mimura, M.�, Komatsu, S.�, Kato, M., Umeda, S.�, Saitou, F., Kashima, H.�：Directed forgetting effect in pa-

tients with frontal lobe damage, Brain Cog４７，３４３～３４６，２００１．原著 �昭和大・医・精神，�信州大，�

慶應大・文，�慶大・医・精神神経

６．金敷大之�，藤田哲也�，齊藤 智�，加藤元一郎：運動パターンの作動記憶―二重課題法における身体運動

スパンと手指運動スパンの比較から―，心理研７２�，５２２～５２７，２００２．原著 �関西大・大学院，�光華女
子大・文，�大阪教育大・心理

解 説

１．加藤元一郎：前頭葉眼窩損傷による人格・行動変化とソマティック・マーカー仮説，認知神経科学 ３�，１０５
～１０８，２００１．

２．前田貴記�，加藤元一郎，村松太郎�，鹿島晴雄�：グラフィック・ロールシャッハ・テスト（慶応版）－視知

覚の体制化の神経心理学的検査法，脳と精の医１２，１４９～１５５，２００１．�桜ヶ丘記念病院，�慶大・医・精神

神経

３．加藤 隆，加藤元一郎，鹿島晴雄�：ギャンブリング課題－前頭葉眼窩部機能障害を検出する検査法，脳と

精の医１２，１５７～１６３，２００１．�慶大・医・精神神経

４．加藤元一郎，鹿島晴雄�：高次脳機能回復のストラテジー，老年精医誌１２，１２８８～１２９５，２００１．�慶大・

医・精神神経

５．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 Med１３�，６３～７０，２００１．

６．加藤元一郎，若松直樹�：アルツハイマー病の病初期における認知リハビリテーション，精神科治療１６

�，４４３～４５０，２００１．�駒木野病院

７．加藤元一郎：前頭葉と情動－特に眼窩脳の機能について，神心理１７，１１０～１２０，２００１．

８．加藤元一郎：描画機能と右半球障害，Clin Neurosci１９�，４１８～４２２，２００１．

―２８８―



９．吉野文浩，加藤元一郎：眼の老化による精神面への影響，眼科ケア２１，５３～６０，２００１．

１０．加藤元一郎：情動と前頭葉眼窩野，脳の科学２３，４４９～４５９，２００１．

１１．加藤元一郎：神経心理学的リハビリテーション，脳の科学２３，１１１３～１１１６，２００１．

１２．加藤元一郎：認知機能障害の治療，Medicina３８�，１３０９～１３１１，２００１．

１３．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．

１４．加藤元一郎：高次視知覚検査，Annual Review ２００１神経，４１～４８，２００１．

単 行 図 書

１．加藤元一郎：単著：認知訓練，リハビリテーションMOOK４，高次脳機能障害とリハビリテーション，金

原出版，東京，２００１．

２．加藤元一郎：単著：記憶障害と健忘症のリハビリテーションはここまで変わった，高次神経障害の臨床はこ

こまで変わった，医学書院，東京，２００１．

３．加藤元一郎：単著：知能と記憶，看護のための最新医学講座，第２７巻，リハビリテーション・運動療法，中

山書店，東京，２００２．

４．加藤元一郎：単著：意欲・発動性の障害と情動障害，看護のための最新医学講座，第２７巻，リハビリテー

ション・運動療法，中山書店，東京，２００２．

学 会 抄 録

１．加藤元一郎：認知リハビリテーションと理学療法，理学療法学 １，１０３，２００１．（第３６回日本理学療法学術大

会，広島市）

２．加藤元一郎：前頭葉眼窩部損傷による人格・行動変化とソマティック・マーカー仮説，認知神経科学 ３，

S２３，２００１．（第６回認知神経科学会，東京）

３．秋山知子，加藤元一郎，加藤 隆，吉野文浩，斉藤文恵，三村 將�，村松太郎�，鹿島晴雄�：扁桃体損傷

における表情認知および視線方向判断の障害，神心理１７，２７６，２００１．（第２５回日本神経心理学会総会，神戸

市）�昭和大・医・精神，�慶大・医・精神神経

４．加藤 隆，梅田 聡�，加藤元一郎，秋根良英，吉野文浩：前頭葉内損傷部位によるギャンブリング課題成

績の解離について，神心理１７，３０２，２００１．（第２５回日本神経心理学会総会，神戸市）�慶大・文
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寺山 清美 脳卒中易発生性自然発症高血圧ラット
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制ならびに抗動脈硬化作用の検討

有限会社天然素材探索
研究所

東京都 栗田 源彦

１７．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）

助 手 寺山 清美 脳卒中易発生性自然発症高血圧ラット（SHRSP／HOS）を用いた血圧上昇抑制な

らびに抗動脈硬化作用の検討（Ａ０２‐０７８０‐４）

２．成果の概要

１）舌早期癌および口腔癌の病理学的研究

舌早期癌File を含め，口腔癌のBread loaf step sectioning（BLSS）による詳細な検索は平成１３年度に新

たに追加された症例を含めて２００例を越えた．現在組織学的な評価の項目を見直し，新たな評価法基準を作

成中であるが，それと平行して，日本口腔腫瘍学会口腔癌Working group において，臨床的な項目を含め

た取り扱い規約的な評価法を検討している．今後はこのWorking group でのデータを中心に研究を進める

こととなる．標準化への大きな前進で，手術材料の sampling 法に関しては，ほぼ全容を報告．また口腔癌

の病理組織学的研究（Ａ９７‐０７８０‐２）で行ってきた臨床視診などの臨床データとの対比はGroup の基本デー

タとなる．口腔癌取り扱い指針（仮称）において，今後画像情報を含む臨床所見，手術所見，病理所見を共

通の基準で正確に記載するための基本データとなる．具体的な作業は今年度から開始された．

歯科学報 １０１�，１００８～１０１６，２００１．

２）脳卒中易発生性自然発症高血圧ラット（SHRSP／HOS）を用いた血圧上昇抑制ならびに抗動脈硬化作用

の検討

高脂肪食を負荷した脳卒中易発症性高血圧ラット（SHRSP／HOS）を用い，試験対象物を投与すること

による血圧上昇抑制ならびに抗動脈硬化作用について検討し，現在進行中である．SHRSP／ラットは高血

圧を自然発症するとともに高脂肪食負荷により高脂血症をきたすことから，大動脈や脳底動脈等の筋型動脈

に病変を起こしやすいことが知られているが，このモデル動物を用い提出された検体，試験対象物投与によ

る血圧上昇抑制ならびに抗動脈硬化作用についての検討を行っている．Control 群と試験対象群について収

縮機血圧と拡張期血圧差の測定，生化学検査におけるACE活性，血中コレステロールおよびトリグリセリ

ド値，過酸化脂質の測定値，免疫組織化学的染色法を用いて内膜病変の組織学的検討を行っている．

３．学外共同研究
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第１２回日本口腔病理学会 鹿児島市

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．教育講演等教育に関する業績，活動
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