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２．成果の概要
１）歯科用金属アレルギーの客観的診断について（Ａ９４‐０６２０‐２）
― 金属刺激リンパ球幼若化試験とメグザメーター!使用による皮膚貼布試験判定 ―
歯科用金属アレルギーの診断は臨床上苦慮する場合が多い．通常その診断には皮膚貼布試験が用いられる
が．皮膚貼布試験は負荷試験であり，症状を増悪させたり，別の金属を感作させる危険性がある．一次刺激
とアレルギー反応の判定が困難な場合が多く，判定者による判定の相違がある．以上の欠点を改善する目的
から，歯科用金属アレルギーの客観的診断に薬剤刺激リンパ球幼若化試験を診断に応用した．また，皮膚貼
布試験の判定にメグザメーター!を応用した．リンパ球幼若化試験の抗原の種類濃度により診断的価値が認
められた．メグザメーター!をを使用することにより判定者による相違が軽減できた．これらの方法により
歯科用金属アレルギーの診断における客観性が増し有用であることが明らかになった．このことから多施設
を多くの症例において比較検討することが可能となった．これらの方法が診断や予後に明確な根拠を得える
ものと考えられた．
歯科学報 １０３"，１４５〜１５５，２００３．
２）下顎枝矢状分割法施行患者の除痛方法の検討（Ａ９７‐０６２０‐１）
顎変形症手術の術後鎮痛法は NSAIDs が主体で効果的な除痛法は検討されていない．そこで今回オピオ
イド持続皮下注による鎮痛法を試み評価した．対象は下顎枝矢状分割法を予定した患者とした．対象を対照
群と皮下注群に分け，対照群では術直後にジクロフェナク５
０mg を挿肛した．皮下注群では執刀直前にブト
ルファノ−ル（Ｂ）１mg を静注後，一日当たり３mg と６mg のＢを持続皮下注した．術後痛の評価は１
０cm
の Visual Analogue Scale（VAS）を用いて行った．その結果，術後１時間の VAS は，対照群で８．
３±１．
３で
あったのに対し，３mg 群で５．
５±１．
６，６mg 群で４．
９±１．
１と皮下注群で低値であった．いずれの群も以
後，経時的に VAS は低下した．従って従来の NSAIDs と比較し，Ｂ持続皮下注により良好な術後鎮痛が得
られることが判明した．しかし術直後の VAS は低値とは言えないことから，新たな術後痛コントロール方
法を模索していきたい．
３）Oral care が老年者に及ぼす器質的，機能的，社会的影響について（Ａ００‐０６２０‐１）
口腔ケアの有用性を客観的に評価する目的で口腔ケアを施行した被験者に対して唾液および細菌について
の検査を施行した．RD テスト，サリバスターを行った結果，ケア開始時と比して，２週間後に良好な結果
が得られた．痴呆を有する者は，痴呆でない者と比して有意に PCR の改善を認めた
（ｐ＜０．
００１）．MRSA
選択培地では MRSA 陽性と判断される者は非常に少なく，ケア開始時に認められた者も，２週間後では検
出されないか，著しい減少傾向を認めた．以上のことから，介護老人保健施設における口腔ケアの有用性を
高めるために，ケア内容の充実をはかるとともに介護者への義歯取り扱い指導と，痴呆を認めない者への積
極的なケアが必要であると考えられた．
老年歯医 １７"，２２１〜２２２，２００２．
４）放射線治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ０
３‐０６２０‐１）
放射線治療に伴う唾液腺機能低下による口腔乾燥症が以前より知られている．しかしながら，その機序は
不明な部分が多いのが現状である．そこで放射線照射口腔乾燥モデルマウスを用い，組織障害性の高いフ
リーラジカルである peroxynitrite（ONOO−）の関与についてバイオマーカーであるニトロチロシンを用い
―２
２
６―

検討を行った．その結果，放射線照射後の唾液腺には著明なニトロチロシンの発現が認められた．以上より
放射線による唾液腺機能低下に peroxynitrite（ONOO−）が関与している可能性が示唆された．
３．学外共同研究
学外研究施設
担当者

研究課題
研究施設

外木

守雄

渡邊

裕

所在地

放射線医学総合研究所
重粒子センター

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

嚥下障害解明に向けた基礎的 新潟大学医歯学総合研究科
研究：嚥下誘発における上位 顎顔面機能学部門
脳の役割

責任者

千葉市

溝江

純悦

新潟市

山田

好秋

４．科研費補助金・各種補助金
研究代表者

研 究 課 題

研 究 費

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
研究事業

長寿科学総合

山根

源之

口腔癌検診におけるスクリーニングのための検査法

科学研究費・基盤（Ｃ）

蔵本

千夏

Oral care が老年者に及ぼす器質的，機能的，社会的影響
について

科学研究費・若手（Ｂ）

５．研究活動の特記すべき事項
受

賞
受賞者名
岡崎雄一郎

年月日

賞

名

２００３．７．８ 東京歯科大学学長奨励研究賞

テ ー マ

学会・団体名

Investigation of Environmental
Factors for Diagnosing Malignant Potential in Oral Epithelial Dysplasia

東京歯科大学

学 会 名

開催地

シンポジスト
シンポジスト
山根

源之

年月日

演

題

２００３．６．
１９ 要介護高齢者の摂食障害と 第１４回日本老 年 歯 科 医 学 会・
医療連携
第２３回日本老年学会総会

―２
２
７―

名古屋市

６．教育講演等教育に関する業績，活動
教育講演等
氏

名

年月日

渡邊

裕

山根

演

題

学会・研究会名

開催地

２００３．
１１．
２９ 随意嚥下の中枢制御

第１３回日本全身咬合学会学術
大会

新潟市

源之

２００３．８．３ 口腔ケアの現状および必要性

第２回呼吸ケアセミナー

千葉市

蔵本

千夏

２００３．８．３ ― オーラルケアの評価方法 ―
救命救急センターでのケアの実際

第２回呼吸ケアセミナー

千葉市

渡邊

裕

２００３．８．３ オーラルケアの実際とその効果

第２回呼吸ケアセミナー

千葉市

外木

守雄

２００３．８．３ EBM に基づいたオーラルケア

第２回呼吸ケアセミナー

千葉市

教育ワークショップ等
氏

名

年月日

ワークショップ名

役

割

開催地

外木

守雄

２００３．５．
１７ 第９回東京歯科大学カリキュラム
〜１８
研修ワークショップ

タスクフォース

千葉市

小澤

靖弘

２００３．５．
１７ 第９回東京歯科大学カリキュラム
〜１８
研修ワークショップ

参加者

千葉市

蔵本

千夏

２００３．５．
１７ 第９回東京歯科大学カリキュラム
〜１８
研修ワークショップ

参加者

千葉市

原口

孝之

２００３．
１０．４ 第１０回東京歯科大学カリキュラム
〜５
研修ワークショップ

参加者

千葉市

岡崎雄一郎

２００３．
１０．４ 第１０回東京歯科大学カリキュラム
〜５
研修ワークショップ

参加者

千葉市

―２
２
８―

論

文

1. 森本光明 : 歯科用金属アレルギーの客観的診断について-金属刺激リンパ球幼弱化試験とメグザメーター使用に
よる皮膚貼付試験判定-, 歯科学報 103(2), 145〜155, 2003. 原著 実動施設
2. Takahashi,S.(1), Kawashima,J.(1), Morimoto,M., Yamane,G. : Lymphocyte transformation test in comparison with patch
test using nickel,cobalt,palladium,gold,chromium and mercury, Environ Dermatol 10 (2), 64〜69, 2003.

原著

(1)市病・皮膚科

3. 岡崎雄一郎, 田中陽一(1), 外木守雄, 山根源之 : 口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する癌関連因子の検討,
歯科学報 103(8), 673〜685, 2003. 原著 二次出版 実動施設 (1)市病・臨検
4. Okamura,T., Morimoto,M., Yamane,G., Takahashi,S.(1) : Langerhans'cells in the murine oral mucosa in the inductive
phase of delayed type hypersensitivity with 1-chloro-2,4-dinitrobenzene, Clin Exp Immunol 134(2), 188〜194,
2003. 原著 実動施設 (1)市病・皮膚科
5. Nagata, Y.(1), Inoue,H.(1), Yamada,K.(1), Higashiyama,H.(1), Mishima,K.(1), Kizu,Y., Takeda,I., Mizuno,F.(1),
Hayashi,Y.(1), Saito,I.(1) : Activation of Epstein-Barr virus by saliva from Sjogren's syndrome patients, Immunol
111(2), 223〜229, 2004. 原著 (1)鶴見大・歯・口腔病理
その他
1. 森本光明, 高橋慎一(1) : Ni による口内炎、口囲皮膚炎, GP のための金属アレルギー臨床, 22〜23, 2003. (1)市病・
皮膚科

2. 蔵本千夏 : 妊婦の歯はこれで守れる, たまごクラブ, 124〜129, 2004.
3. 森本光明, 山根源之 : 口内炎と歯性感染症, 改訂第 3 版 外来診療のすべて, 914〜915, 2004.
学会抄録
1. Kuramoto,C., Morisaki,S., Tonogi,M., Yamane,G., Tanaka,Y.(1) : A case of malignant ameloblastoma that
metastasized throughout the body, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 95(4), 429, 2003. (The 57th
Annual Meeting of American Academy of Oral Medicine, Tucson,Arizona,USA) (1)市病・臨検

2. Morisaki,S., Kuramoto,C., Morimoto,M., Tonogi,M., Yamane,G. : Relationship between microangiopathy of the oral
mucosa and plasma thrombomodulin in diabetics, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 95(4), 429,
2003. (The 57th Annual Meeting of American Academy of Oral Medicine, Tucson,Arizona,USA)
3. 外木守雄, 木津康博, 原口孝之, 岡崎雄一郎, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 森本光明, 山根源之 : 歯科インプラントを
用いた顎口腔機能の再建, 日本外科系連合学会誌 28(3), 516, 2003. (第 28 回日本外科系連合学会学術集会,
東京)

4. 森崎重規, 小澤靖弘, 外木守雄, 山根源之, 梅村直治(1), 小板橋俊哉(1), 金子 譲(2) : 顎変形症術後痛に対する
洒石酸ブトルファノール持続皮下注の効果, 日ペインクリニック会誌 10(3), 170, 2003.(第 37 回 日本ペインクリ
ニック学会, 仙台市) (1)市病・麻酔科,(2)歯麻

5. 中島庸也(1), 浅香大也(1), 葉山貴司(1), 渡邊 裕, 山根源之 : 当科における睡眠時無呼吸症候群の現況, 歯科
学報 103(6), 528, 2003.(第 275 回 東京歯科大学学会例会, 千葉市) (1)市病・耳鼻科
6. 花上伸明, 武田宇央, 木津康博, 外木守雄, 山根源之 : 放射線照射口腔乾燥モデルマウスにおけるパーオキシ
ナイトライトの関与, 歯科学報 103(6), 549, 2003. (第 275 回 東京歯科大学学会例会, 千葉市) 実動施設
7. 森本光明, 羽田明史, 岡崎雄一郎, 原口孝之, 森崎重規, 渡邊 裕, 蔵本千夏, 小澤靖弘, 山根源之,高橋慎一
(1)

, 福島大平(2) : ステロイドパルス療法が有効であった尋常性天疱瘡の 2 例, 第 13 回日本口腔粘膜学会総会

プログラム・抄録集, 98, 2003. (第 13 回日本口腔粘膜学会総会, 名古屋市) (1)市病・皮膚科,(2)同愛記念病院・歯科
8. 宇治川清登, 加藤順久, 木津康博, 外木守雄, 山根源之 : 頬骨に支持を求めた Zygomaticus fixture に関する
生体力学的検討：三次元有限要素法による解析, 第 7 回日本顎顔面インプラント学会学術大会抄録集, 26,
2003. (第 7 回日本顎顔面インプラント学会学術大会, 名古屋市)
9. 山崎喜範, 原口孝之, 渡邊 裕, 蔵本千夏, 森崎重規, 小澤靖弘, 森本光明, 外木守雄, 山根源之 : 当院問診
表の改正について-問診表の未記入について-, 日口腔診断会誌 16(2), 407, 2003. (第 16 回 日本口腔診断学会
総会, 岡山市)

10. 岡村泰斗, 浮地賢一郎, 森本光明, 山根源之, 高橋慎一(1), 福島大平(2) : 感作動物による歯科用金属アレルギ
ー診断における皮膚貼付試験客観化の検討, 日口腔診断会誌 16(2), 412, 2003. (第 16 回 日本口腔診断学会
総会, 岡山市) 実動施設 (1)市病・皮膚科,(2)同愛記念病院・歯科

11. 吉野正泰, 加藤順久, 木津康博, 外木守雄, 山根源之, 原 俊浩(1), 井出吉信(1) : マイクロ CT による日本人頬骨
内部構造の三次元的有限要素解析, 歯科学報 103(10), 801, 2003. (第 276 回 東京歯科大学学会総会, 千葉市)
分析生研 (1)解剖

12. 多田和弘, 徳永啓太, 佐藤一道, 原口孝之, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 森本光明, 外木守雄, 山根源之,山田敏之(1),
清水 桜 (1), 豊田圭子 (1), 青柳 裕 (1) : 総合病院歯科・口腔外科における MRI 撮像症例の検討, 歯科学報
103(10), 820, 2003. (第 276 回 東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)市病・放科
13. 佐藤一道 (1), 山崎香代子 (1), 線引隆一郎 (1), 小倉 基 (1), 田村英俊 (1), 佐々木研一 (1), 吉田恭子, 渡邊伸也,
小澤靖弘, 森本光明, 外木守雄, 山根源之 : 千葉県の都市部と農村部における口腔癌の進展度調査,
歯科学報 103(10), 828, 2003. (第 276 回 東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)亀田総合病院・歯口外
14. 原口孝之, 加藤順久, 高田篤史, 岡崎雄一郎, 木津康博, 森本光明, 外木守雄, 山根源之 : 当科における
Osseointegrated Implant 治療の臨床的検討, 歯科学報 103(10), 840, 2003. (第 276 回 東京歯科大学学会総会,
千葉市)

15. 渡邊 裕, 山根源之, 石井拓男(1), 今村嘉宣(2), ロッツマン U,(3) : ドイツにおける要介護高齢者に対する歯科保険
活動について−第 2 報−, 老年歯医 18(3), 276, 2003. (第 14 回 日本老年歯科医学会・第 23 回 日本老年学会総会,
名古屋市) (1)社会歯,(2)補綴 III,(3)Philipps-University Marburg 大・補綴

16. 森本光明, 浮地賢一郎, 奥原康行, 岡村泰斗, 山根源之, 高橋慎一 (1) : パラジウムアレルギー診断における
リンパ球幼若化試験の有用性について, 日口腔科会誌 52(6), 417, 2003. (第 57 回 日本口腔科学会総会・学術
大会, 福岡市) 実動施設 (1)市病・皮膚科

17. 清水徳子, 岡村泰斗, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 外木守雄, 山根源之 : 構音障害と咬合不全を主訴に来院した重症
筋無力症の 2 例, 日口腔科会誌 52(6), 430, 2003. (第 57 回 日本口腔科学会総会・学術大会, 福岡市)
18. 花上伸明, 武田宇央, 木津康博, 外木守雄, 山根源之 : 放射線照射マウスにおける顎下腺中の一酸化窒素
およびスーパーオキサイドの発生ならびにニトロチロシンの発現に関する実験的研究, 日口腔科会誌 52(6),
469, 2003. (第 57 回 日本口腔科学会総会・学術大会, 福岡市) 実動施設
19. 高 田 篤 史 , 山 根 源 之 , 外 木 守 雄 , 小 澤 靖 弘 , 森 本 光 明 , 蔵 本 千 夏 , 渡 邊 裕 , 森 崎 重 規 , 原 口 孝 之 ,
岡崎雄一郎, 武田宇央 : 当院歯科・口腔外科における救急外来の現状, 第 8 回日本頭部顔面外傷研究会
プログラム, 2003. (第 8 回日本頭部顔面外傷研究会, 東京)
20. Watanabe,Y., Yamane,G., Ishii,T.(1), Imamura,Y.(2), Lotzman,U.(3) : Oral health care for dependent elderly in
Germany, The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology program and abstracts of papers, S198, 2003.
(The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo) (1)社会歯,(2)補綴Ⅲ,(3)Philipps-University Marburg・補綴

21. Tonogi,M., Yamane,G., Kuramoto,C., Watanabe,Y., Ishii,T.(1), Okada,M.(1), Miyatake,K.(2), Imamura,Y.(3) : The
Study of Oral Health Care and Assessment of Oral Function for Dependent Elderly, The 7th Asia/Oceania
Regional Congress of Gerontology program and abstracts of papers, S198, 2003. (The 7th Asia/Oceania Regional
Congress of Gerontology , Tokyo) (1)社会歯,(2)鶴見大・歯,(3)補綴Ⅲ

22. 渡邊 裕, 阿部伸一(1), 武田栄三(2), 矢島安朝(2), 井出吉信(1), 山田好秋(3), 山根源之, 石川達也(4) : 口腔の器質
的欠損が嚥下の中枢制御におよぼす影響, 日摂食嚥下リハ会誌 7(2), 229, 2003. (第 9 回 日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会, 福岡市) 脳科学研 (1)解剖,(2)口外 I,(3)新潟大・大学院・顎顔面機能学,(4)保存 III

23. 渡邊 裕, 蔵本千夏, 山根源之, 岡田眞人 (1), 石井拓男(1), 今村嘉宣(2), 宮武光吉(3) : 急性期入院患者の口腔
衛生・機能に関する研究, 日摂食嚥下リハ会誌 7(2), 253, 2003. (第 9 回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術
大会, 福岡市) (1)社会歯,(2)補綴 III,(3)鶴見大・歯

24. 外木守雄, 佐藤一道, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 山根源之, 松脇由典(1), 中島庸也(1), 菅 貞郎(2), 渡辺洋一(3) : 睡眠
時無呼吸を併発した Crouzon 症候群の治療経験, 日顎変形会誌 13(3), 183, 2003. (第 13 回 日本顎変形症学会
総会, 札幌市) (1)市病・耳鼻科,(2)市病・脳外科,(3)千葉県

25. 森崎重規, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 外木守雄, 山根源之, 梅村直治(1), 小板橋俊哉(1), 金子 譲(2) : 下顎枝矢状分
割法施行患者の術後評価-除痛法の検討-, 日顎変形会誌 13(3), 211, 2003. (第 13 回 日本顎変形症学会総会,
札幌市) (1)市病・麻酔科,(2)歯麻

26. 蔵本千夏, 渡邊 裕, 山根源之, 石井拓男(1), 岡田眞人(1), 宮武光明(2), 今村嘉宣(3), 瀬戸口美智子(4) : 入院患
者の口腔機能評価に関する実態調査 第 1 報 急性期患者に対する口腔機能評価, 老年歯医 18(3), 236, 2003.
(第 14 回日本老年歯科医学会・第 23 回日本老年学会総会, 名古屋市) (1)社会歯,(2)鶴見大・歯,(3)補綴 III,(4)市病・ 看護部

27. 今村嘉宣(1), 石井拓男(2), 岡田眞人(2), 宮武光吉(3), 山根源之, 渡邊 裕, 大川由一(4), 佐藤裕二(5) : 要介護老人
の摂食障害発生要因に関する研究 第 3 報 とくに脳血管障害入院患者の口腔内についての実態調査,
老年歯医 18(3), 239, 2003. (第 14 回 日本老年歯科医学会・第 23 回 日本老年学会総会, 名古屋市) (1)補綴 III,
(2)社会歯,(3)鶴見大・歯,(4)千葉県立衛生短大・歯科衛生学科,(5)昭和大・歯・高齢者歯科

28. 栗山智宏, 内田 淳, 原口孝之, 武田宇央, 外木守雄, 山根源之, 田中陽一(1) : 舌に発生した骨性分離腫の 2 例,
日口腔外会誌 49(13), 751〜752, 2003. (第 48 回日本口腔外科学会総会, 富山市) (1)市病・臨検
29. 小澤靖弘, 宇治川清登, 加藤順久, 中村直史, 高田篤史, 岡崎雄一郎, 原口孝之, 森崎重規, 渡邊 裕,
蔵本千夏, 木津康博, 森本光明, 外木守雄, 山根源之 : 当科における骨移植の臨床的検討 第 1 報 過去
5 年間の骨移植患者について, 日口腔外会誌 49(13), 821, 2003. (第 48 回日本口腔外科学会総会, 富山市)
30. 上條 穂, 原口孝之, 外木守雄, 山根源之 : 加齢変化に伴う骨芽細胞様細胞の骨形成能に関する研究,
日口腔外会誌 49(13), 862, 2003. (第 48 回日本口腔外科学会総会, 富山市) 実動施設
31. 浮地賢一郎, 岡村泰斗, 森本光明, 山根源之 : メグザメーター使用による歯科金属皮膚貼付試験判定客観化の
試み, 日口腔外会誌 49(13), 871, 2003. (第 48 回日本口腔外科学会総会, 富山市) 実動施設
32. 外木守雄, 宇治川清登, 加藤順久, 中村直史, 高田篤史, 岡崎雄一郎, 原口孝之, 武田宇央, 木津康博,
小澤靖弘, 森本光明, 山根源之 : 当科における骨移植の臨床的検討 第 2 報 上顎歯槽堤萎縮症例における
検討, 日口外誌 49(13), 874, 2003. (第 48 回日本口腔外科学会総会, 富山市)
33. Okamura,T., Morimoto,M., Yamane,G., Takahashi,S.(1) : Langerhans Cells in the Murine Oral Mucosa of Delayed
Type Hypersensitivity, The 51st Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research Program and
Abstracts of Papers, 80, 2003. (The 51st Annual Meeting of JADR, Osaka) 実動施設 (1)市病・皮膚科
34. 渡邊伸也, 吉田恭子, 佐藤一道, 岡崎雄一郎, 森崎重規, 蔵本千夏, 渡邊 裕, 森本光明, 小澤靖弘,外木守雄,
山根源之, 田中陽一(1) : 当科における悪性腫瘍症例の臨床統計的検討, 第 22 回 日本口腔腫瘍学会総会・
学術大会プログラム・抄録集, 66, 2004. (第 22 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会, 金沢市) (1)市病・臨検
35. 岡崎雄一郎, 渡邊伸也, 吉田恭子, 佐藤一道, 高田篤史, 渡邊 裕, 小澤靖弘, 森本光明, 外木守雄,山根源之,
田中陽一(1) : 舌早期癌症例における上皮異型性の評価および予後 SIN 分類による切除段端の評価, 第 22 回
日本口腔腫瘍学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 72, 2004. (第 22 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会,
金沢市) 実動施設 (1)市病・臨検

36. Takeda,I., Tonogi,M., Hanaue,N., Takaki,S., Takakura,K., Kizu,Y., Yamane,G. : The Effect of Freeradical in
Radiation-induced Salivary Gland Dysfunction., J Dent Res (CD-ROM) 83(Special Issue A), #0951, 2004.
(The 82th Annual Meeting of International Association for Dental Research , Honolulu, USA) 実動施設

37. Kizu,Y. : Adjunctive use of Hyperbaric Oxygen Therapy to improve Osseointegration in Irradiated Craniofacial Bone
in Non-smoker, Interdisciplinary Osseointegration Summit program and abstracts of papers, 13, 2004.
(Interdisciplinary Osseointegration Summit , Vail, Colorado, USA)

38. 有坂岳大, 渡邊 裕, 森本光明, 外木守雄, 山根源之, 高橋慎一 (1), 田中陽一 (2) : カルバマゼピンによる
drug-induced Hypersensitivity Syndrome の 1 例, 第 13 回日本口腔粘膜学会総会 プログラム・抄録集, 99, 2004.
(第 13 回日本口腔粘膜学会総会, 名古屋市) (1)市病・皮膚科,(2)市病・臨検

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

Ⅰ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

荒川

幸喜

岡田

聡

cytolytic molecule

松崎

達

吸入微粒子の人体ほの影響

助

手

気管支喘息の病態におけるロイコトリエンの関与
血管作動性物質と腎微小循環

２．成果の概要
１）自己免疫性筋疾患に及ぼす紫外線の影響
世界１３箇所で紫外線量を測定しその地域での多発性筋炎，皮膚筋炎の発症率を調査した．紫外線量に相関
して抗 Mi−２抗体（皮膚筋炎に特異性が高い．）の陽性率，皮膚筋炎の発症率は上昇，一方多発性筋炎の発症
率は低下することが観察された．紫外線の皮膚筋炎発症への関与が示唆された．
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２．成果の概要
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２．成果の概要
第一に冠動脈疾患に対して経皮的冠動脈形成術を行うことによってその治療戦略について臨床研究を行って
いる．具体的にはバルーンのみによる方法，冠動脈内にステントを留置する方法，あるいはカッティングバ
ルーンを用いた方法などの治療法のそれぞれにおける急性期再閉塞，慢性期心筋梗塞発生率，および再狭窄率
などの予後の差異を検討している．第二に左室肥大や心不全を呈する心機能低下症例に関してその病態生理を
明らかにすべく臨床的検討を行っている．第三に不整脈症例に対し電気生理学検査を行い，更にカテーテルア
ブレーションによる根治療法を行うことによって不整脈発生の機序について検討している．

―２
４
３―

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
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）

教

授

西田

次郎

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 Rac１costituve 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，１
２
種類の大腸癌細胞株
（Caco‐２，Colo２０１，Colo２０５，Colo３２０DM，HCT‐１５，SW１１１６，HT２９，DLD‐１，NCI‐
H７１６，LoVo，HT２９N２，T８４）と Human Glioblastoma HTB２６，Mouse swiss３T３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の発現量を検討し，
LoVo，DLD１，HTB２６で非常に高く，T８４，HT２９N２，HCT‐１５では極めて低いことを確認した．さらに
Boyden chamber を用いた基底膜浸潤の評価系を用いて各種細胞株の運動能の検討を進め，活性型 Rac１高
発現群では運動能も高く，低発現群では運動能も低いことを確認した．さらに Rho ファミリー GTP 結合タ
ンパク質の中で Rac１同様，細胞の運動，接着，増殖に関与する Cdc４２，RhoA についても活性型の発現量
を検討した．活性型 Cdc４２の発現量は Rac１と異なりすべての細胞株においてほぼ同程度であった．活性型
RhoA の発現に関しては活性型 Rac１低発現群（T８４，HT２９N２，HCT‐１５）では高発現を示し，活性型 Rac
１高発現群（LoVo，DLD１，HTB２６）では低発現を示し，活性型 Rac１と RhoA の発現は逆相関を示した．
さらに RhoA 低発現群
（Rac１高発現群，高運動能）細胞株の RhoA 発現を LPA 刺激によって増加させると
運動能は逆に低下し，RhoA 高発現群（Rac１低発現，低運動能）
細胞株の RhoA 発現を LPA 刺激によって
更に増加させると運動能の増加が認められた．Rac１と RhoA は別個の経路でそれぞれが細胞の運動性を制
御していることが予想され，今後細胞の運動性を検討する上では両者のバランスを常に念頭に置きながら研
究を進める必要があるが，活性型 Rac１発現が細胞の運動能に関与する主因子であることは確実で，今後は
ヌードマウス盲腸漿膜下同所移植による大腸癌肝転移モデルを用いて in vivo における転移能の検討を行
い，遺伝子治療の標的としての妥当性の検討を更に進めていく予定である．
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 translocation を惹起す
るかを検討していきたい．
Clin Exp Immunol １２９!，８６〜９１，２００２．

―２
４
４―

３．科学研究費補助金・各種補助金
研究代表者
中野

雅

研 究 課 題

研 究 費

大腸癌細胞の転移能形質獲得過程における Rac１遺伝子の

科学研究費・基盤（Ｃ）

機能解析

４．教育講演等教育に関する業績，活動
教育講演
講

演

者

年月日

演

題

学会・研究会名

開催地

西田

次郎

２００３．７．２ 肝臓病の基礎 ― ウイルス性
肝炎の診断と治療を中心に ―

千葉県病薬西部支部・中小病院
委員会合同研修会

船橋市

西田

次郎

２００４．３．
２４ Ｃ型慢性肝炎治療の現状と
今後

市川市医師会学術講演会

市川市

―２
４
５―

論

文

1. Kishikawa,H., Nishida,J., Nakano,M., Hirano,E., Morishita,T.(1), Ishii,H.(2) : Ulcerative colitis associated with
aplastic anemia: A case report, Dig Dis Sci 48(7), 1376〜1379, 2003. 症例 (1)市病・内科,(2)慶大・医・内科
2. Kishikawa,H., Nishida,J., Hosoe,N., Nakano,M., Morishita,T.(1), Masamura,S.(2), Ando,N.(2), Terayama,K.(3),
Ishii,H.(4) : Gastric cancer associated with Dieulafoy's lesion: Case report, Gastrointest Endosc 57(7), 969〜972,
2003. 症例 (1)市病・内科,(2)市病・外科,(3)市病・臨検,(4)慶大・医・内科
3. McCuskey,R.S.(1), Ekataksin,W.(1), LeBouton,A.V.(1), Nishida,J., McCuskey,M.K.(1), McDonnell,D.(1), Williams,C.(2),
Bethea,N.W.(1), Dvorak,B.(1), Koldovsky,O.(2) : Hepatic microvascular development in relation to the
morphogenesis of hepatocellular plates in neonatal rats., Anat Rec 275A(1), 1019 〜 1030, 2003. 原 著
(1)Department of Cell Biology and Anatomy， College of Medicine， University of Arizona,(2)Department of Pediatrics，
College of Medicine， University of Arizona

4. Tomita,K.(1), Azuma,T.(1), Kitamura,N.(1), Nishida,J., Tamiya,G.(2), Oka,A.(2), Inokuchi,S.(1), Nishimura,T.(1),
Suematsu,M.(3), Ishii,H.(1) : Pioglitazone prevents alcohol-induced fatty liver in rats through up-regulation of
c-Met, Gastroenterology 126(3), 873〜885, 2004. 原著 (1)慶大・医・内科,(2)慶大・医・分子生物,(3)慶大・医・医化
その他
1. 西田次郎 : 舌炎・口角炎と胃疾患, ドクターサロン 48(4), 262〜265, 2004.
学会抄録
1. 岩崎栄典 (1), 森下鉄夫 (1), 大原正志 (1), 関塚永一 (2), 宮崎耕司 (2), 長田高志 (1), 中村啓二郎, 平野江里香,
岸川 浩, 中野 雅, 鈴木秀和 (3), 西田次郎, 永田博司 (3), 石井裕正(3) : 門脈圧上昇における十二指腸血流
動態, 日門脈圧亢進症会誌 9(1), 46, 2003.(第 10 回日本門脈圧亢進症学会総会, 東京) (1)市病・内科,(2)国立埼玉
病院・消化器科, (3)慶大・医・内科

2. Iwasaki,E.(1), Morishita,T.(1), Sekizuka,E.(2), Miyazaki,K.(2), Osada,T.(1), Kishikawa,H., Nakano,M., Suzuki,H.(3),
Ohara,T.(1), Nishida,J., Nagata,H.(3), Ishii,H.(3) : Changes of hepatic microcirculation in acute cholestasis,
Keio J Med 52(Suppl. 2), 49,2003.(The 14th Keio University International Symposium for Life Sciences and Medicine
Organ Microcirculation: A Gateway to Diagnostic and Therapeutic Interventions , Tokyo) (1)市病・内科,(2)国立埼玉病院・
消化器科,(3)慶大・医・内科

3. Osada,T.(1), Morishita,T.(1), Sekizuka,E.(2), Miyazaki,K.(2), Iwasaki,E.(1), Kishikawa,H., Nakano,M., Ohara,T.(1),
Nishida,J., Nagata,H.(3), Ishii,H.(3) : Duodenal blood flow in acute portal hypertension, Keio J Med 52(Suppl. 2), 56,
2003.(The 14th Keio University International Symposium for Life Sciences and Medicine Organ Microcirculation: A Gateway
to Diagnostic and Therapeutic Interventions , Tokyo) (1)市病・内科,(2)国立埼玉病院・消化器科,(3)慶大・医・内科

4. 岸川 浩, 西田次郎, 平野江里香, 中野 雅, 森下鉄夫(1) : 再生不良性貧血を合併した潰瘍性大腸炎の 1 例,
千葉医師会誌 55(8), 1019, 2003.(第 25 回東葛地区消化器疾患研究会, 市川市) (1)市病・内科

5. 岩崎栄典(1), 岸川 浩, 長田高志(1), 中村啓二郎, 平野江里香, 西田次郎, 中野 雅, 森下鉄夫(1) : 内視鏡的に
止血し得た多発性十二指腸憩室出血の 1 例, Progress of Digestive Endoscopy 64(1), 86, 2003.(第 77 回日本消化
器内視鏡学会関東地方会, 東京) (1)市病・内科

6. 西田次郎, 中村啓二郎, 平野江里香, 岸川 浩, 中野 雅, 森下鉄夫(1) : ヘリコバクターピロリ除菌療法の現況−
市川市におけるアンケート調査による検討−, 第 11 回市川医学会講演要旨記録集, 4, 2003.(第 11 回市川医学会,
市川市) (1)市病・内科

7. 長田高志(1), 岸川 浩, 中野 雅, 平野江里香, 岩崎栄典(1), 西田次郎, 森下鉄夫(1) : Blue rubber bleb nevus 症候
群に伴う S 状結腸血管腫に対して内視鏡治療を行った 1 例, 第 276 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集,
29, 2003.(第 276 回日本消化器病学会関東支部例会, 横浜市) (1)市病・内科
8. 岸川 浩, 三浦総一郎 (1), 西田次郎, 中野 雅, 平野江里香, 森下鉄夫 (2), 石井裕正(3) : ラット小腸上皮細胞に
対するエタノールの影響−炎症性サイトカイン産生及び細胞透過性の変化について, 日消病会誌 100(臨増),
A191, 2003.(第 89 回日本消化器病学会総会, さいたま市) (1)防衛医大・内科,(2)市病・内科,(3)慶大・医・内科
9. 中野 雅, 岸川 浩, 中村啓二郎, 平野江里香, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 若年発症の cap polyposis の 1 例,
日消病会誌 100(臨増), A278, 2003.(第 89 回日本消化器病学会総会, さいたま市) (1)市病・内科
10. 長田高志(1), 仁科牧子(1), 森下鉄夫(1), 岸川 浩, 中野 雅, 平野江里香, 西田次郎 : CDDP および 5-FU による
化学療法中に意識障害を伴う高アンモニア血症を認めた 1 例, 千葉医師会誌 56(2), 25, 2004.(第 26 回東葛地区
消化器疾患研究会, 市川市) (1)市病・内科

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
教

授

田中

葉子

助 教 授

杉田記代子

講

室谷

師

和田

男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ０２‐０６４０‐４）
MEG による年齢依存性てんかん症候群の病態解析（Ａ００‐０６４０‐４）

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（Ａ０２‐０６４０‐３）

雅樹

１３

Ｃ呼気テストの小児への応用
（肝機能，薬剤代謝能，アミノ酸代謝能，消化吸収

能，胃通過能の評価）（Ａ０３‐０６４０‐７）
助

手

研 修 医

森

裕美

新生児未熟児医療一般

碓氷

樹理

小児科全般

松井

秀司

小児科全般

２．成果の概要
１）男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ０２‐０６４０‐４）
リプロダクションセンター開設後，小児科と泌尿器科が協力して，「男性不妊をきたす遺伝的機序の解明」
研究を行っている．男性不妊症の原因は多岐にわたるが，このうちＹ染色体の異常がかなりの頻度を占め
る．ここで，Ｙ染色体は減数分裂時に組み換えを起こさないため，人種間での大きなハプロタイプの違いが
ある．また，Genome Data Base の情報は基本的に白人のデータであり日本人固有のＹ染色体データは存在
しない．そこでまず，Ｙ染色体に関する日本人の基準データの作成を目標としている．
今年度の主な成果は，１）昨年度に集積した妊孕力が確認されたコントロール男性（ボランティア）約２００名
の DNA を用いて，日本人標準 STS マーカーセットを構築したこと，２）コントロール男性において，各
マーカーの多型パターンとその頻度を算出中であること．３）リプロダクションセンターを受診した男性不
妊症患者１０数例において，Ｙ染色体微細欠失の有無を検討したこと，である．
２）MEG による年齢依存性てんかん症候群の病態解析（Ａ００‐０６４０‐４）
後頭部に突発波をもつ小児てんかん（childhood epilepsy with occipital paroxysms : CEOP）は，後頭葉焦
点を示しながら視覚症状を欠き，嘔吐発作，意識障害を主徴とする早発型
（＝Panayiotopoulos 症候群＝
early-onset benign occipital seizer susceptibility syndrome ; EBOSS）と視覚発作を主症状とする遅発型
（＝
Gastaut 型）に分類される．特に Panayiotopoulos 症候群は脳波学的には後頭葉のみならず後頭葉以外にも焦
点が移動することや多焦点性である事が最近報告されてきた．われわれは平成１
５年度で，Panayiotopoulos
症候群と臨牀的に診断した３症例につき magnetoencephalography（＝脳磁図；MEG）で発作間欠期棘波の
信号源（＝電流源）の所見から，本症候郡が局在関連てんかんでありながら，瞬時に電気的信号源が全般化し
ていく所見を得た．これは，本症症候群が大脳半球の未熟性に基づき神経細胞の異常活動が起こることによ
るという根拠となりうるデーターを得た．
Eur J Paediat Neurol

７!，３５２，２００３．

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（Ａ０２‐０６４０‐３）
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．
過去３年間に．（Ａ）男性外性器異常
（尿道下裂，矮小陰茎，停留精巣など）を有する患者におけるアンドロ
ゲン受容体（AR）遺伝子変異および CAG リピート多型の関与の解明，
（Ｂ）無精子症患者におけるエストロ
ゲン受容体アルファ（ERα）遺伝子の一塩基置換多型の関与の解明，（Ｃ）９番染色体短腕末端に想定される性
―２
４
８―

決定遺伝子の役割の解明，
（Ｄ）ring
（２１）と埋没矮小陰茎を有する患者における ring 染色体形成機序の解
明，（Ｅ）新規遺伝子変異が考えられる XY female 患者の発見（生後２日），などを行った．また，これらの
成果を，Clin Endocrinol，Mol Hum Reprod，Eur J Endocrinol，Fertil Steril，Arch Androl，Am J Med
Genet で発表した．
４）１３Ｃ呼気テストの小児への応用（肝機能，薬剤代謝能，アミノ酸代謝能，消化吸収能，胃通過能の評価）
安定同位元素１３Ｃにより標識された化合物による呼気テストは，放射線の被曝がなく，かつ，検体が呼気
であるために非侵襲的な検査法である．我々は，１３Ｃ呼気テストにより，小児の肝代謝能，胃通過能，消化
吸収能，アミノ酸代謝能，薬物代謝能の評価を行っている．平成１５年度は１３C-phenylalanine 呼気テストによ
る小児の phenylalanine 代謝能の年齢による発達の評価を報告した．さらに，胆道閉鎖症術後の児へ本検査
を応用し，肝線維化・胆汁うっ滞の程度と本検査結果との関連を検討した．また，１３C-erythromycine によ
る薬剤代謝能の評価に関する基礎実験を行った．
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci ８０６!，５〜１０，２００４．
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

和田

雅樹

２００３．
１０．
１６

１３

和田

雅樹

２００３．
１１．８

１３

題

学 会 名

開催地

C-呼気テストによる代謝機能の 消化管機能セミナー
大阪市
検 討 ― 小 児 に 対 す る１３C-phe- 「１３Ｃ，胃排出能検査を考える」
nylalanine呼気テストを中心に ―
C-phenylalanine 呼気テストの 第１９回１３Ｃ医学応用研究 会・ 弘前市
小児への応用
シンポジウム

―２
４
９―

論

文
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選択的脳分離循環による脳低温療法（Ａ０２‐０７６０‐１）
都市における未破裂脳動脈瘤の保有率と治療成績（Ａ０２‐０７６０‐２）

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）
経蝶形骨洞手術における endonasal approach 用スペキュラの開発（Ａ９８‐０７６０‐１）

２．成果の概要
１）選択的脳分離循環による脳低温療法（Ａ０２‐０７６０‐１）
選択的脳分離循環法の至適条件を検討した．体温への影響，全身血圧への影響を考慮すると，femoralcarotid bypass を用いたラット選択的脳分離循環法では返血速度を６０ml/hr とすることで，目標脳温３３度ま
では１５分で，３
１度までは３
０分で，全身状態に大きな影響を与えずに到達可能であった．これは３．
３ml/kg/
min の返血速度に換算された．次に，脳低温法の作用機序を明らかにするために，脳虚血にともなう血管内
皮障害に注目し，基礎実験として室温放置群，全身冷却群において，血管内皮における ICAM の発現を免
疫組織学的に経時的に検討した．その結果，虚血２日後において，冷却群で室温放置群に比して，ICAM
発現の抑制を認めた．これは脳低温による血管内皮障害の軽減によるものと考えられた．
２）都市における未破裂脳動脈瘤の保有率と治療成績（Ａ０２‐０７６０‐２）
前年度，脳ドックで発見された未破裂脳動脈瘤の保有率について報告したが，今回，慶應義塾大学関連施
設における未破裂脳動脈瘤の治療成績を検討した．
対象は８２症例９６動脈瘤．症例の年齢は平均５９．
７歳（３４〜８２歳）で，男：１８例，女：６４例．動脈瘤発見の理由
は，脳ドックが６
３％，SAH に合併が１
８％，症候性が４％，他の頭蓋内疾患に合併が１
５％であった．動脈瘤
の局在は MC が４１％，ついで IC-PC が１８％，A-com が１２％であった．また IC-paraclinoid〜ophthalmicも
１５％を占めていた．動脈瘤の治療は７８％がクリッピングを行っており，コーティングにおわったものは４％
であった．また瘤内塞栓術は１６％，血管内親動脈遮断は２％に行われていた．開頭術では９／７９動脈瘤
（１１％）に神経症状の悪化を認めた．このうち mRS が１悪化したのが４動脈瘤
（５％），２悪化したのが５動
脈瘤（６％）であった．一方，血管内治療では，瘤内塞栓術１５動脈瘤，親血管遮断術２動脈瘤が行われたが，
神経症状の悪化を認めなかった．開頭術における合併症は脳神経麻痺，特に視神経障害が多く，これは習熟
した術者でも起こりえた．また開頭術における合併症として，穿通枝梗塞が２例認められたが，比較的経験
の浅い術者であった．血管内治療は IC-paraclinoid〜ophthalmic ANとBA-bifurcation ANで行われてお り，
治療成績は良好であった．
３）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，最近では神経内視
鏡を用いて視認性を向上させて，症例を積み重ねている．
４）蝶形骨洞手術における endonasal approach 用スペキュラの開発（Ａ９８‐０７６０‐１）
経蝶形骨洞手術の侵入経路としては，従来からの sublabial approach の他に，近年では endonasal approach の利点も再評価され，さらには内視鏡の応用が導入されるなど，手術適応となる疾患も拡大されてきて
―２
５
４―

いる．しかし，このアプローチで使用される鼻鏡は外国製の輸入品であり，鼻腔の狭小な日本人では実際の
手術操作において様々な不都合が生じているのが現状で，新しい手術装置を開発し，症例を積み重ねてい
る．
３．科学研究費補助金
研究代表者
菅

貞郎

研 究 課 題

研 究 費

選択的脳分離循環を用いた脳低温療法による虚血再潅流 科学研究費・基盤（Ｃ）
障害の予防と脳保護効果

４．研究活動の特記すべき事項
学会招待講演
講演者

年月日

演

題

学会・研究会名

開催地

菅

貞郎

２００３．５．
１６ 未破裂脳動脈瘤の手術成績

第２３回 日 本 脳 神 経 外 科
コングレス

大阪市

菅

貞郎

２００３．
１２．６ 進行卒中の病態と急性期の対応

東京脳神経外科フォーラム

東京

菅

貞郎

２００３．
１２．
２１ Current Management and Results
of Unruptured and Ruptured Cerebral Aneurysms
― Five Years Experience in Keio
University Hospital ―

The 1st Keio-Yonsei Neurosurgery Symposium

Seoul,
Korea

５．教育講演等教育に関する業績，活動
教育講演
講演者
菅

貞郎

年月日

演

題

２００３．
１０．
２３ 脳卒中患者の診かた

―２
５
５―

学会・研究会名
第１５回 IAA 講習会

開催地
市川市

論

文

1. Horiguchi,T.(1), Shimizu,K.(1), Ogino,M.(1), Suga,S., Inamasu,J.(1), Kawase,T.(1) : Postischemic hypothermia inhibits the
generation of hydroxyl radical following transient forebrain ischemia in rats, J Neurotrauma 20(5), 511〜520, 2003.
原著 (1)慶大・医・脳外科

2. Akaji,K.(1), Suga,S., Fujino,T.(2), Mayanagi,K.(1), Inamasu,J.(1), Horiguchi,T.(1), Sato,S.(1), Kawase,T.(1) : Effect of
intra-ischemic hypothermia on the expression of c-Fos and c-Jun, and DNA binding activity of AP-1 after focal
cerebral ischemia in rat brain, Brain Res 975(1-2), 149〜157, 2003. 原著 (1)慶大・医・脳外科,(2)慶大・医・微生物
3. 菅 貞郎 : 未破裂脳動脈瘤の手術成績, 脳外誌 13(3), 151〜156, 2004. 総説
単行図書
1. 河瀬斌 (1), 菅 貞郎(a): 著分担 :EBM に基づくクモ膜下出血ガイドライン (a)第三章 クモ膜下出血により引き
起こされる病態 13〜15 頁, (株)じほう, 東京, 2004. (1)慶大・医・脳外科
学会抄録
1. 赤路和則(1), 菅 貞郎, 寺尾 聡(2), 谷崎義生(1), 小林正人(1), 高山秀一(1) : 前大脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術の
有用性, 第 62 回日本脳神経外科学会総会抄録集, 2003.(第 62 回日本脳神経外科学会総会, 仙台市) (1)美原記念
病院,(2)国立埼玉病院

2. 菅 貞郎, 島本佳憲, 油井史郎 : Arachnoid Cyst に合併した小児慢性硬膜下血腫の一例, 第 36 回千葉北総神経
放射線研究会プログラム, 2003.(第 36 回千葉北総神経放射線研究会, 千葉県印旛郡)
3. 菅 貞郎, 島本佳憲, 赤路和則(1), 小林正人(1), 石原雅行(2), 左合正周(2), 河瀬斌(3) : 両側性頸部頸動脈病変への
対応, 第 18 回 TKNJ カンファレンスプログラム, 2003.(第 18 回 TKNJ カンファレンス, 白河市) (1)美原記念病院,(2)国立
栃木病院,(3)慶大・医・脳外科

4. Akaji,K.(1), Takayama,H.(1), Ochiai,M.(1), Kobayashi,M.(1), Suga,S., Mihara,B.(1) : Evaluation of cerebral metabolism by
multi-voxel proton magnetic resonance spectroscopy imaging before and after STA-MCA bypass, J Cereb Blood
Flow Metab, 23（Suppl）, S113, 2003.(Brain 03, Cargaly, Canada) (1)Mihara Memorial Hospital
5. 堀口 崇(1), 清水克悦(1), 荻野雅宏(1), 菅 貞郎, 稲桝丈司(1), 河瀬 斌(1) : 虚血後低体温はラット一過性前脳虚血
後のハイドロキシラジカル産生を抑制する, 脳卒中 26(1), 123, 2004.(第 29 回日本脳卒中学会, 名古屋市) (1)慶大・
医・脳外科

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

助

手

南雲

剛史

骨軟部腫瘍

川北

敦夫

整形外科一般

二宮

研

整形外科一般

高尾

英龍

整形外科一般

研 修 医

誠

膝関節外科・スポーツ外傷に関する生体工学的研究

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 および科研費の助成を受けて，上記の課題で当院産婦人科との共同研究チームを編
成し研究を継続してきた．昨年は，各種温度に設定した通常の冷凍庫を用いて骨および軟骨の Viability の
可能性について，第２７４回東歯学会で，「凍結方法の違いによる骨端部軟骨の Viability ― プログラムフリー
ズ法とガラス化法の比較 ― を，第２７６回東歯学会では「汎用型冷凍庫を用い各種温度で凍結保存した幼若骨
の Viability の検討」を，さらに，第１８回日本整形外科学会基礎学術集会で，「各種温度に設定された汎用型
冷凍庫内で凍結保存した幼若骨の Viability の検討」「幼若骨端部軟骨の各種温度に設定した汎用型冷凍庫内
保存による Viability の検討」を発表した．今年も，現在まで鶏胚を用いて行って来た一連の研究を，哺乳
類である家兎を用いて人体への応用を目指して実験を継続する予定である．
２）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
術を行い，本邦で最初にその臨床成績を報告した．
３．科学研究費補助金・各種補助金
研究代表者
高橋

正憲

研 究 課 題
組織の各種凍結保存法による Viability の検討

―２
５
７―

研 究 費
科学研究費・基盤（Ｃ）

論

文

1. 穴澤卯圭(1), 森岡秀夫(1), 三浦圭子(1), 矢部啓夫(1), 南雲剛史, 高橋正憲 : 骨端傍動脈瘤様骨嚢腫の治療経験,
東日整災外会誌 15(2), 203〜207, 2003. 原著 (1)慶大・医・整外科
2. 高橋正憲, 浪花豊寿, 兼子 智 (1) : プログラムフリーズ法及びガラス化法による幼若骨の Viability 温存の違い,
低温医 29(3), 64〜68, 2003. 原著 (1)市病・産婦人科
3. 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 insufficiency fracture の
5 例, 東日整災外会誌 15(4), 667〜670, 2003. 原著
4. 川久保 誠 : 人工膝関節の動作解析 ナビゲーション人工膝関節置換術, 骨・関節・靱帯 16(12), 1461〜1469,
2003. 原著
解

説

1. 高橋正憲 : 関節内骨折の手術 その最新手技 新鮮 Bennett 脱臼骨折, 新 OS NOW(18), 104〜109, 2003.
2. 小柳貴裕 : 統計学 整形外科医が知っておきたい 同等性(非劣性)の検証 帰無仮説採択の誤解, 臨整外 38(7),
905〜910, 2003.
3. 小柳貴裕, 戸山芳昭(1) : 頸髄症神経根症の保存療法のコツと pitfall 頸椎症性筋萎縮症の保存療法とその限界,
Orthopaedics 16(8), 57〜64, 2003. (1)慶大・医・整外科
4. 小柳貴裕 : 整形外科医が知っておきたい 統計学 メタ分析 臨床研究の統合, 臨整外 38(10), 1295〜1301, 2003.
学会抄録
1. 川久保 誠, 小柳貴裕, 高橋正憲 : ナビゲーションシステムを使用した人工膝関節置換術, 日整会誌 77(4), S567,
2003.(第 77 回日本整形外科学会学術集会 , 金沢市)
2. 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 南雲剛史, 穴澤卯圭(1), 鈴木禎寿(1), 森井健司(1), 三浦圭子(1) : 高齢者発生軟部肉腫の
治療戦略 集学的治療を用いた高齢者治療の個別化について, 日整会誌 77(6), S757, 2003. (第 36 回日本整形
外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 神戸市) (1)慶大・医・整外科

3. 西本和正(1), 矢部啓夫(2), 森岡秀夫(2), 南雲剛史, 穴澤卯圭(2), 三浦圭子(2), 川村雅文

(3)

: 高悪性軟部肉腫に

対する化学療法の個別化, 日整会誌 77(6), S762, 2003.(第 36 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会, 神戸市)
(1)けいゆう病院整形外科,(2)慶大・医・整外科,(3)慶大・医・呼吸器外科

4. 穴澤卯圭 (1), 矢部啓夫 (1), 森岡秀夫 (1), 三浦圭子 (1), 南雲剛史 : 骨軟部悪性腫瘍切除後の長幹骨欠損部に
対する熱処理自家骨移植の検討, 日整会誌 77(6), S767, 2003.(第 36 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会,
神戸市) (1)慶大・医・整外科

5. 森井健司(1), 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 南雲剛史, 穴澤卯圭(1), 鈴木禎寿(1), 三浦圭子(1) : 膝関節周囲発生小児
骨肉腫に対するスペーサーを用いた患肢温存手術, 日整会誌 77(6), S769, 2003.(第 36 回日本整形外科学会骨・
軟部腫瘍学術集会, 神戸市) (1)慶大・医・整外科

6. 雨宮拓二 (1), 森岡秀夫 (1), 矢部啓夫 (1), 穴澤卯圭 (1), 高橋正憲, 戸山芳昭 (1) : 鎖骨発生軟骨肉腫の 2 例,
東日整災外会誌 15(3), 532, 2003.(第 52 回東日本整形災害外科学会, 東京) (1)慶大・医・整外科
7. 三笠貴彦 : 第 1,2 中手骨に発生した骨嚢腫の治療経験, 日手の外科会誌 20(3), 298, 2003. (第 46 回 日本手の
外科学会学術集会, 名古屋市)

8. 二宮 研, 高橋正憲, 小柳貴裕, 川久保 誠, 南雲剛史, 川北敦夫, 兼子 智(1) : 汎用型冷凍庫を用い各種温度
で凍結保存した幼若骨の Viability の検討, 歯科学報 103(10), 812, 2003.(第 276 回東京歯科大学学会総会,千葉市)
(1)市病・産婦人科

9. 高橋正憲, 原口孝之(1), 渡邊 裕(1) : 手の巧緻運動(precision movement)の MEG による検討, 平成１４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, 11〜12, 2003.(平成１４年度東京歯科大学
口腔外科学研究センターワークショップ, 千葉市) (1)市病・オーラルメディシン

10. 菊地謙太朗(1), 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 穴澤卯圭(1), 高橋正憲, 戸山芳昭(1) : Solitary fibrous tumor の 6 例,
東日整災外会誌 15(3), 529, 2004.(第 52 回東日本整形災害外科学会, 東京) (1)慶大・医・整外科
11. 高橋正憲, 浪花豊寿(1), 三笠貴彦, 菊池謙太郎, 福岡昌利, 小柳貴裕, 川久保 誠, 南雲剛史 : 幼若骨端部軟
骨の各種温度に設定した汎用型冷凍庫内保存による Viability の検討, 日整会誌 77(8), S1142, 2004.(第 18 回
日本整形外科学会基礎学術集会, 小倉市) (1)永寿総合病院整形外科

12. 浪花豊寿 (1), 高橋正憲, 三笠貴彦, 菊池謙太郎, 福岡昌利, 小柳貴裕, 川久保 誠, 南雲剛史, 兼子 智 (2) :
各種温度に設定された汎用型冷凍庫内で凍結保存した幼若骨の Viability の検討, 日整会誌 77(8), S1180,
2004.(第 18 回日本整形外科学会基礎学術集会, 小倉市) (1)永寿総合病院整形外科,(2)市病・産婦人科

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

講

師

兼子

智

マウス卵核移植に関する基礎的研究（Ａ９９‐０６７０‐１）

助

手

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

体外受精における細胞質内精子注入（Ａ９８‐０６７０‐１）

中川

博之

体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

北岡

芳久

体外受精における細胞質内精子注入（Ａ９８‐０６７０‐１）

岸

郁子

染色体構造異常を有しないヒト精子の選択的分離（Ａ９６‐０６７０‐１）

桑原

佳子

体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

上原

克彦

体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

下川

理世

胚の染色体異常について（Ａ０３‐０６７０‐１）

DNA 損傷ヒト精子の排除法確立（Ａ０３‐０６７０‐１）

２．成果の概要
DNA 損傷ヒト精子の排除法確立（Ａ０３‐０６７０‐１）
ヒトへの環境ホルモン暴露の影響を検討する一端として，ヒト精漿中のビスエノールＡ，ノニルフェノール
Ａを定量した．測定には高速液体クロマトグラフィ，キャピラリー電気泳動法を用いた．標準ビスエノール
Ａ，ノニルフェノールＡを用いた分析の結果，検出限界は各々１．
７pg/ml であった．体外受精・胚移植を施行
例のうちインフォームドコンセントが得られた５７例から精液を得た．精漿はプロテイナーゼＫによる消化後，
疎水カラムを用いてビスエノールＡ，ノニルフェノールＡを粗抽出後，分析に供した．検討した全ての検体に
おいて，ビスエノールＡ，ノニルフェノールＡは検出限界以下であった．両者のヒト精漿への移行は極めて少
ないと考えられ，ヒト精子 DNA 損傷への影響因子である可能性は不明である．
Anal Lett ３６!，２６５９〜２６６７，２００３．
３．学外共同研究
学外研究施設
担当者

研究課題
研究施設

所在地

責任者

兼子

智

内分泌撹乱物質等の生活環境
中の化学物質による健康影響
― 日本人正常男性の生殖
機能に関する総合研究 ―

聖マリアンナ医大

泌尿

川崎市

岩本

晃明

兼子

智

内分泌かく乱物質のヒト生殖
機能への影響に関する総合的
研究

聖マリアンナ医大

泌尿

川崎市

岩本

晃明

兼子

智

HIV 陽性男性・HIV 陰性女性 新潟大学医
夫 婦 に 対す る 体 外 受 精・胚
移植の臨床応用に関する研究

新潟市

田中

憲一

―２
６
０―

産婦

４．科学研究費補助金・各種補助金
研究代表者
兼子

智

研 究 課 題

研 究 費

ヒト精子 DNA 傷害定量法開発とそれを指標とした DNA

科学研究費・基盤（Ｃ）

損傷精子排除法の確立

５．研究活動の特記すべき事項
学会招待講演
講演者
兼子

年月日
智

講演演題

２００３．７．
２７ 精子の評価，選別，保護

学会・研究会名
第２回生殖バイオロジー
東京シンポジウム

開催地
東京

６．教育講演等教育に関する業績，活動
教育講演
講演者

年月日

講演演題

学会・研究会名

開催地

田辺

清男

２００３．
１０．
１７ 不妊治療の最近の進歩 ― 顕微授精 !飾区産婦人科医会講演会
の問題点を中心として ―

東京

田辺

清男

２００４．３．
２４ 千葉県不妊相談センター

千葉市

千葉県健康福祉部児童家
庭課不妊相談研修会

ラジオ放送
講演者

年月日

講演演題

学会・研究会名

開催地

田辺

清男

２００３．６．
１５ 学校における性教育の実態調査

ラジオ短波

東京

田辺

清男

２００４．７．
２８ 第２６回日本産婦人科医会性教育指導
セミナーより

ラジオ短波

東京

―２
６
１―

論

文

1. 神野正雄 (1), 兼子 智 : 夫 HIV 陽性、妻 HIV 陰性の夫婦に対する洗浄精子 ICSI による本邦初妊娠例,
日産婦会誌 52(1), 100〜103, 2003. 症例 (1)杏林大・医・産婦
2. 兼子 智, 田邊清男 : -ミニレビュー- ART における精子調整の意義と問題点, J Mamm Ova Res 20(2), 47〜50,
2003. 原著
3. 田邊清男 : 不妊治療の最近の進歩-その光と影-, 歯科学報 103(4), 274〜282, 2003. 総説
4. 高橋正憲 (1), 兼子 智 : プログラムフリーズ法およびガラス化法による幼若骨の Viability 温存の違い, 低温医
29(3), 56〜60, 2003. 原著 (1)市病・整外科
5. Katayama,M.(1), Matsuda,Y.(1), Shimokawa,K.(1), Ishikawa,H.(2), Kaneko,S. : Preliminary monitoring of Bisphonol A
and nonylphonol in human semen by sensitive high performance liquid chromatography and capillary
electrophoresis after Proteinase K digestion., Anal Lett 36(12), 2659〜2667, 2003. 原著 (1)明薬大・薬,(2)市病・
泌尿科

6. 田邊清男, 中川博之, 北岡芳久, 岸郁子, 冨永英一郎, 上原克彦 : 食欲不振・体重減少, 産と婦 70(11),
1471〜1474, 2003. 総説
7. Katayama,M.(1), Matsuda,Y.(1), Shimokawa,K.(1), Kaneko,S. : Simultaneous determination of 16 estrogens,
dehydro-epiandrosterone and their glucuronide and sulfate conjugates in serum using sodium cholate micelle
capillary electrophoresis., Biomed Chromatogr 17(4), 263〜267, 2003. 原著 (1)明薬大・薬
8. 田邊清男 : 序論 第 26 回(社)日本産婦人科医会性教育指導セミナー開催に当たって, 産婦の世界 56(1), 3〜6,
2004. 総説
9. 大野虎之進, 兼子 智, 田邊清男 : 出自を知る権利-秘匿と開示, 産婦の世界 56(2), 113〜119, 2004. 総説
10. 兼子 智, 田邊清男 : 精子回収法と調整法, 産婦治療 88(Suppl), 627〜630, 2004. 原著
単行図書
1. 奥山明彦(1), 松宮清美(1), 並木幹夫(2), 高 栄哲(2), 小川 修(3), 奥野 博(3), 守殿貞夫(4), 岡田 弘(4), 塚本泰司(5),
伊藤直樹 (5), 岩本晃明 (6), 馬場克幸 (6), 伊藤晴夫 (7), 市川智彦(7), 兼子 智 : 共著 : 精液検査標準化ガイド
ライン , 金原出版, 東京都, 2003. (1)阪大・医・泌,(2)金沢大・医・泌,(3)京大・医・泌,(4)神大・医・泌,(5)札医大・泌,
(6)聖マリ医大・泌,(7)千葉大・医・泌

2. 押尾 茂 (1)(a), 兼子 智(a): 著分担 :新しい生殖医療技術のガイドライン(改訂第 2 版) (a)X、Y 精子の選別
356〜363 頁, 金原出版, 東京都, 2003. (1)帝京大・医・泌
3. 兼子 智(a),田邊清男(a): 著分担 :図説 ART マニュアル (a)胚培養法 150〜156 頁, 永井書店, 大阪府, 2003.

学会抄録
1. 兼子 智, 佐久間雄一, 北岡芳久, 中川博之, 冨永英一郎, 田中宏明, 田邊清男 : 精子調整による DNA 損傷
精子の排除と培養環境における DNA 保護, 日産婦会誌 55(2), 274, 2003.(第 55 回日本産科婦人科学会学術
講演会, 福岡市)

2. 兼子 智, 田邊清男 : 精子の評価、選別、保護, 生殖バイオロジー 東京シンポジウムプログラム, 17〜18, 2003.
(生殖バイオロジー 東京シンポジウム, 東京)

3. 岸郁子, 佐久間雄一, 中川博之, 北岡芳久, 冨永英一郎, 上原克彦, 宮地系典 (1), 石川博通 (1), 岡崎雅子,
兼子 智, 田邊清男 : 東京歯科大学市川総合病院リプロダクション開設 1 年間の妊娠例の検討, 第 4 回千葉
リプロダクション研究会プログラム, 1, 2003.(第 4 回千葉リプロダクション研究会, 千葉市) (1)市病・泌尿科
4. 中川博之, 兼子 智, 佐久間雄一, 北岡芳久, 岸郁子, 冨永英一郎, 上原克彦, 宮地系典 (1), 石川博通 (1),
岡崎雅子, 田邊清男 : in vitro 環境におけるヒト精子核 DNA 損傷-修正コメット電気泳動法による観察-,
第 4 回千葉リプロダクション研究会プログラム, 2, 2003.(第 4 回千葉リプロダクション研究会, 千葉市) (1)市病・泌尿科
5. 中川博之, 兼子 智, 佐久間雄一, 北岡芳久, 岸郁子, 冨永英一郎, 上原克彦, 宮地系典 (1), 石川博通 (1),
岡崎雅子, 田邊清男 : ヒト精子核 double strandbreak, single strandbreak の修正コメット電気泳動法による解析,
第 4 回千葉リプロダクション研究会プログラム, 2, 2003.(第 4 回千葉リプロダクション研究会, 千葉市) (1)市病・泌尿科
6. 兼子 智, 中川博之, 田中宏明, 北岡芳久, 田邊清男, 郡山純子(1), 岩本晃明(2) : 修正コメット電気泳動法による
ヒト精子核 double strandbreak(DSB), single strandbreak(SSB)の同時解析, 日不妊会誌 48(3/4), 292, 2003.
(第 48 回日本不妊学会総会・学術講演会, 東京) (1)栃木県,(2)聖マリ医大・泌

7. 兼子 智, 郡山純子 (1), 佐久間雄一, 冨永英一郎, 中川博之, 田中宏明, 北岡芳久, 岩本晃明 (2), 田邊清男 :
静止調整過程における精子核 DNA 損傷 -修正コメット電気泳動法による観察, 第 21 回日本受精着床学会学術
講演会プログラム, 153, 2003.(第 21 回日本受精着床学会学術講演会, 東京) (1)栃木県,(2)聖マリ医大・泌
8. 下川理世, 冨永英一郎, 上原克彦, 岸郁子, 北岡芳久, 中川博之, 兼子 智, 田邊清男, 小野田雅美 (1),
宜保一夫(1), 田中陽一(1) : 子宮体部原発扁平上皮癌の 1 例, 日産婦学会千葉地方部会平成 15 年度冬期学術
講演会 プログラム・抄録集, 20, 2004.(日本産科婦人科学会千葉地方部会平成 15 年度冬期学術講演会, 千葉市)
(1)市病・臨検

9. 兼子 智, 中川博之, 北岡芳久, 岸郁子, 冨永英一郎, 上原克彦, 田邊清男 : 顕微授精のための精子調整法
-DNA 損傷精子の排除-, 日産婦学会千葉地方部会平成 15 年度冬期学術講演会 プログラム・抄録集, 24,
2004.(日本産科婦人科学会千葉地方部会平成 15 年度冬期学術講演会, 千葉市)
10. Kobanawa,K.(1), Kaneko,S., Ishikawa,H.(2), Tanabe,K. : Preparation of motile human sperm with oval head., The 4th
conference pb pacific rim society for fertility and sterility, 113, 2004.(The 4th conference pb pacific rim society for
fertility and sterility , Okinawa) (1)茨城県,(2)市病・泌尿科

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

ドライアイの病因検索とその治療法
再生角膜の基礎および臨床応用

助 教 授

島崎

潤

羊膜を用いた眼表面再建法の奏功機序に関する検討
培養上皮シート移植による難治性眼表面疾患の治療

講

師

藤島

浩

榛村

重人

人工角膜の作成

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

高野

洋之

重症アレルギーにおける好中球の役割

佐竹

良之

アレルギー性結膜炎の病因

大本

雅弘

角膜移植におけるサイクロスポリンの効果と安全性

田

聖花

研究助手

角

環

病院助手

冨田真智子

助

手

病院助手

アレルギー性結膜炎の病因

御宮知達也
本田

理恵

２．成果の概要
１）ドライアイの病因検索とその治療法，再生角膜の基礎および臨床応用
ドライアイの原因としてアクアポリンの涙腺内分布異常を報告したが，その結果をマウスモデルにおいて
も確認し，さらにアクアポリンが PIP タンパクと結合していることを発見した．シェーグレン症候群にお
いてはこの結合が認めらないことより，PIP タンパク異常がアクアポリンの分布異常を介して涙液排出を困
難にしていることが予想された．PIP のアンチセンスを用いて動物実験をしたところ涙の分泌が減少するこ
とが確認できた．再生角膜については角膜輪部からの SP 分画の分離に成功するなど大きな進歩が見られ
た．
２）羊膜を用いた眼表面再建法の奏功機序に関する検討
培養上皮シート移植による難治性眼表面疾患の治療
羊膜移植の奏功機序に関しては，平成１
５年度に取り組みを始めた，羊膜上に再生した結膜上皮における
HLA-G の発現誘導に関する研究を更に進めた．その結果，HLA-G は正常状態でも IFN-γ で刺激を行うとそ
の発現が亢進すること，羊膜上で培養した上皮細胞では更にその発現が亢進する傾向があることが示され
た．更にこの現象は，結膜のみならず角膜上皮細胞でも認められた．免疫組織化学でも HLA-G は角結膜上
皮に発現していることが確認された．現在，角膜において発現している HLA-G をトランスフェクトした細
胞を用いて，実際の免疫応答の調節にどのように関与しているかを検討中である．
以前より取り組んできた角膜輪部細胞を羊膜上に培養したシートを用いた移植手術の結果をまとめた．こ
れまで６ヶ月以上の経過観察ができたものは２８例２９眼であり，全体として１８眼（５４．
５％）で角膜上皮化が得ら
れていた（表１）．
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６
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表１

ドナー別および培養条件別角膜上皮化達成率
第１法

第２法

計

Auto

１／２

６／６

３／８

Allo

３／９

２／７

５／１６

Living-related

４／７

２／２

６／９

計

８／１８
（４４．
４％） １０／１５
（６６．
７％） １８／３３
（５４．
５％）

２段階以上視力改善

９／１８

８／１５

１７／３３
（５１．
５％）

しかしながら，術前より遷延性の角膜上皮欠損をきたしていた症例，原疾患がスティーブンスジョンソン
症候群によるもの，術前の涙液分泌が減少していたものでは上皮化達成率が悪く，今後の課題と考えられ
た．この培養輪部上皮移植に関して．その効果と安全性を多施設で調べるためのマルチセンタースタディ
を，京都府立医科大学，愛媛大学とともに本年度より開始した．更に，アロの培養上皮移植に伴う拒絶反応
や免疫抑制に伴う合併症の軽減を目的として，自己口腔粘膜を採取して羊膜上に播種・培養して上皮シート
を作成して移植する治療法に取り組み始めた．これまでオーラルメディシン，産婦人科の協力を元に安定し
た上皮シートの作成にほぼ成功しており，今まで３例の難治性眼表面疾患患者に臨床応用した．
３）アレルギー性結膜炎の病因
現在までにアレルギー性結膜炎の病態について形態学的または免疫学的な検討を行ってきた．現在それら
の結果から他大学と共同でアレルギー性結膜炎の分類を行っている．また好酸球と重症化機転について検討
を行い，加えて眼表面の組織を培養して，その培養細胞を用いた in vitro での検討を治療薬を含めて行って
いる．
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ブサージャリー
研究会
「Phakic IOL」

東京

藤島

浩

２００３．
１０．
３１ NSAID 点眼のアレルギー炎症 第５７回日本臨床眼科学会
への効果

名古屋市

藤島

浩

２００３．
１１．１ アレルギー性結膜炎 ―手術で 第５７回日本臨床眼科学会
治す難治性角膜潰瘍 ―

名古屋市

榛村

重人

２００３．６．
２７ 角膜移植後の屈折矯正手術

第４２回日本白内障学会
第１８回日本眼 内 レ ン ズ 屈 折
手術学会

京都市

榛村

重人

２００３．９．
２８ 角膜移植−選択的手技の時代

The 4th Annual Ocular Sur- 名古屋市
gery News Symposium in
NAGOYA

榛村

重人

２００３．
１２．５ Corneal Surgery Update
〜６

The 9th Annual Meeting of
Kyoto Cornea Club

―２
６
７―

京都市

シンポジスト

年月日

演

題

学 会 名

開催地

榛村

重人

２００４．１．
３０ 眼類天疱瘡

第２７回日本眼科手術学会総会

東京

榛村

重人

２００４．２．
１９ 角膜と酸化ストレス

第２８回角膜カンファランス
第２０回日本角膜移植学会

米子市

６．教育講演等教育に関する業績，活動
教育講演
講演者

年月日

演

題

学会・研究会名
第７０回慶應義 塾 大 学 医 学 部
卒後臨床研修セミナー

開催地

坪田

一男

２００３．６．
１４ 角膜の再生医療

東京

坪田

一男

２００３．６．
２１ ドライアイ診断，治療の最前線 第２回九州シェーグレン症候群
研究会

福岡市

坪田

一男

２００３．９．
１３ ドライアイとスポーツ

第１０回 ス ポ ー ツ ビ ジ ョ ン
研究集会

東京

坪田

一男

２００３．９．
１４ 眼科医療におけるプラスの医療
〜１５

抗加齢医学の実際 Special ２

東京

day Seminar

坪田

一男

２００３．９．
２０ 屈折矯正

第４回愛知県 眼 科 医 会 学 術
研修会

名古屋市

坪田

一男

２００３．９．
２７ ドライアイアップデート２００３

第１回横浜臨床眼科シンポジウム

横浜市

坪田

一男

２００３．
１１．９ ドライアイ

歯の健康フォーラム２１
第３回シンポジウム

横浜市

坪田

一男

２００４．３．
２３ 眼の再生医療

第３回日本再生医療学会総会
市民公開講座

千葉市

島崎

潤

２００３．４．
１２ 角膜上皮の診方，治し方

第２回北海道角膜セミナー

札幌市

島崎

潤

２００３．６．７ ドライアイの診断と治療

筑後ブロック眼科医会総会
講演会

久留米市

島崎

潤

２００３．８．９ 最近の角膜手術

北海道眼科医会生涯教育講習会

旭川市

島崎

潤

２００３．
１２．７ オキュラーサーフェスの診断と
治療

第１３７回大分県眼科集談会

大分市

島崎

潤

２００４．２．
２２ 眼表面疾患と角膜手術−術前・
後眼表面の観察法を中心として

日本眼科医会第４７回生涯教育
講座

東京

島崎

潤

２００４．２．
２９ 眼表面疾患と角膜手術−術前・
後眼表面の観察法を中心として

日本眼科医会第４７回生涯教育
講座

神戸市

島崎

潤

２００４．３．４ 羊膜あれこれ

第２４回永田眼科あやめ会懇談会

奈良市

島崎

潤

２００４．３．
１４ 眼表面疾患と角膜手術−術前・
後眼表面の観察法を中心として

日本眼科医会第４７回生涯教育
講座

福岡市

島崎

潤

２００４．３．
１７ 最近の角膜手術

関西眼疾患研究会

京都市

島崎

潤

２００４．３．
２８ 角膜移植：術前，術中の注意点
と術後管理

平成１５年度群馬 県 眼 科 医 会
春季集談会

前橋市

―２
６
８―

講演者

年月日

演

題

学会・研究会名

開催地

藤島

浩

２００３．３．１ アレルギー性結膜炎の発生機序， 第４回眼科フォーラム
診断とその治療について
― 非ステロイド点眼薬の効果
も含めて ―

仙台市

藤島

浩

２００３．６．
１６ アレルギー炎症への NSAID の
効果

福島市

藤島

浩

２００３．９．
２７ アレルギー性結膜炎の発生機序， 第３回青森県眼科フォーラム
診断とその治療について
― 非ステロイド点眼薬の効果
も含めて ―

青森市

藤島

浩

２００３．
１１．１ アレルギー性結膜炎の各種薬剤
による治療について

第５７回日本臨床眼科学会

名古屋市

榛村

重人

２００３．９．
２１ 円錐角膜に対する深層表層角膜
移植術（DLKP）

第２４２回千葉眼科集談会

千葉市

榛村

重人

２００３．
１１．
１３ 角膜サージャンとプロフ ェ ッ 慶応大学眼科カンファランス
ショナリズム

東京

高野

洋之

２００３．
１０．９ 難治性重症アレルギー性 結 膜 東京歯科大学市川総合病院
疾患の治療
イブニングセミナー

市川市

松本

幸裕

２００３．１．
１１ ドライアイの温熱療法

厚生労働化学研究成果発表会

市川市

松本

幸裕

２００３．
１０．９ シェーグレン症候群とドライアイ

東京歯科大学市川総合病院
イブニングセミナー

市川市

―２
６
９―

ひまわり会（県北眼科医会）

論

文

1. Shimmura,S., Ohashi,Y.(1), Shiroma,H., Shimazaki,J., Tsubota,K. : Corneal opacity and cataract, Cornea 22(3),
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2. Shimmura,S., Igarashi,R.(1), Yaguchi,H.(2), Ohashi,Y.(3), Shimazaki,J., Tsubota,K. : Lecithin-bound superoxide
dismutase in the treatment of noninfectious corneal ulcers, Am J Ophthalmol 135(5), 613〜619, 2003. 原著
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6. Shimazaki,J., Shimmura,S., Tsubota,K. : Donor source affects the outcome of ocular surface reconstruction in
chemical or thermal burns of the cornea, Ophthalmology 111(1), 38〜44, 2004. 原著

7. Shimmura,S., Tadano,K., Tsubota,K. : UV dose-dependent caspase activation in a corneal epithelial cell line,
Curr Eye Res 28(2), 85〜92, 2004. 原著
解

説

1. 藤島 浩 : 老眼の外科的治療, IOL&RS 17(2), 102〜104, 2003.
2. 榛村重人 : 論点, 眼科手術 16(3), 299, 2003.
3. 坪田一男 : 近視は手術で治るか? 現状と是非 近視矯正手術の現状 2003, 東京女医大誌 73(7), 236〜241, 2003.
4. 榛村重人, 坪田一男 : 角膜の再生医療, 再生医療 2(3), 21〜26, 2003.
5. 坪田一男 : ドライアイの現在の治療法と未来, Quintessence 22(8), 1714〜1718, 2003.
6. 島崎 潤 : 角膜内皮障害とその治療, 眼科 45(8), 1175〜1182, 2003.
7. 藤島 浩 : アレルギー性結膜炎とドライアイ, Allergy Trend(2), 1, 2003.
8. 榛村重人, 坪田一男 : 眼科領域の再生医療, アニムス 8(4), 26〜29, 2003.

9. 藤島 浩 : アレルギー性結膜疾患とウイルス感染, 臨眼 57(11), 46〜49, 2003.
10. 榛村重人 : 角膜移植と感染症, 臨眼 57(11), 235, 2003.
11. 島崎 潤 : 羊膜移植, 日の眼科 74(11), 19〜22, 2003.
12. 藤島 浩 : 症状の推移を見て「切れ」「安全性」兼備の NSAID を併用, 銀海 90, 18〜19, 2003.
13. 藤島 浩 : スギ花粉症によるアレルギー性結膜炎に対する治療：NSAID や免疫抑制薬がステロイドに代わる選択
肢に, Med Tribune 36(51), 65, 2003.
14. 坪田一男 : 日本のアイバンク 2003, KAMON 27, 8, 2003.
15. 榛村重人, 坪田一男 : 眼組織の再生, 現代医療 36(1), 45〜48, 2004.
16. 島崎 潤 : 屈折矯正を考えた角膜移植, あたらしい眼科 21(2), 161〜165, 2004.
17. 坪田一男, 大橋裕一(1), 木下 茂(2) : 序説：パーツ移植の時代がやってきた, あたらしい眼科 21, 141〜142, 2004.
(1)愛媛大・眼科,(2)京都府立医科大・眼科

18. 島崎 潤 : 眼表面再建術の最近の進歩, 臨眼 58(3), 257〜260, 2004.
単行図書
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7. 高野洋之,島崎 潤: 著分担 :小児眼科・診療の最前線 (a)角膜ジストロフィーの診断と治療 149〜152 頁, 金原
出版, 東京, 2003.
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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１９８
３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対し，終夜ポリソムノグラフィーを施行し，その病態（中枢性，閉塞性，混合性）
と
その重症度別に分別した．これらに対し PMA（スリープスプリント）
，手術療法，nasal-CPAP 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．Ｐ５
０，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，Ｐ５
０はＮ１００よ
りわずかに前上方の横側頭回に求められ，各潜時の音階局在性はそれぞれが渦状を呈し，Ｐ５
０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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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

手

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１８１名と正常人ボランティア１０９名にニッケル，コバルト，パラジウム，金，水銀，ク
ロム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）を施行し，各々のパッチテストの結果
と比較検討した．硫酸ニッケルについては，２００ug/ml と８ug/ml の最大値が至適で，感度８
０％，特異度
８６％と有用であった．塩化パラジウム，塩化金酸，塩化コバルトの LTT については，最大値が至適でコン
トロールと有意差を認めた．感度は５０〜６０％程度と低いが，特異度が高かった．重クロム酸カリウム，塩化
第２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．硫酸
ニッケル，塩化パラジウム，塩化金酸，塩化コバルトのリンパ球幼若化試験は，その感度は低いものの，そ
れぞれの金属アレルギーの診断に有用であることが判明した．
Environ Dermatol １０!，６４〜６９，２００３．
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．
TGase１の活性を反影するのは pH７．
４，Calpain 処理１時間の条件であった．より迅速な疾患の同定に応用
可能．
日皮会誌 １１４!，１９５，２００４．
３．学外共同研究
学外研究施設
担当者
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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．その結果，不妊
症例では凍結不適例が多く，また融解後の精液所見が良好であった症例においても IVF，IUI を数周期行っ
た症例では妊娠が成立しなかったことから，凍結精子を用いる授精の実施方法などに関しても十分考慮する
必要があると考えられた．また癌化学療法例における精子凍結保存は児を得るための唯一の方法であり極め
て有用性は高いが，実施にあたって原疾患の主治医及び患者と関係を緊密にすることが重要と考えられた．
３）内シャント困難症例に対する内視鏡外科を応用した低侵襲手術の確立（Ａ９４‐０７３０‐４）
前腕での内シャント作成が困難な患者において，上腕での自家静脈を用いた穿刺領域の静脈表在化を伴う
内シャント作成は有用な方法である．しかし従来は表在化に伴う長距離の皮膚の縦切開を必要とし，疼痛，
創の引き連れ，軽度の上腕可動制限や美容的な問題などが存在していた．本研究は内視鏡手術の手技を応用
し，侵襲性，美容上の点からすぐれた方法を開発した．本法は内視鏡下に血管を剥離するため創部の浮腫も
軽度であり，術後早期から内シャントの使用を可能にして入院期間短縮にも寄与している．
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
―２
７
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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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８
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文

1. Aoyagi,T., Hayakawa,K., Miyaji,K., Ishikawa,H., Hata,M. : Cadmium nephrotoxicity and evacuation from the body in
a rat modeled subchronic intoxication, Int J Urol 10, 332〜338, 2003. 原著 実動施設
2. Hayakawa,K., Aoyagi,T., Oohashi,M., Hata,M. : Comparison of gas-less laparoscopy-assisted surgery, hand-assisted
laparoscopic surgery and pure laparoscopic surgery for radical nephrectomy, Int J Urol 11(3), 142〜147, 2004.
原著

解

説

1. 早川邦弘 : (特集：シャントの諸問題)内視鏡内シャント手術：静脈表在化内シャント作成における内視鏡手術の
応用, 腎移植・血管外科会誌 15(2), 146〜149, 2003.
その他
1. 早川邦弘, 津覇美幸, 青柳貞一郎, 宮地系典, 畠 亮 : 腎動脈瘤に対する体外腎血管形成術・自家腎移植の
術式, Video J of JUA 9(3), 2004.
学会抄録
1. 早川邦弘, 津覇美幸, 青柳貞一郎, 宮地系典, 畠 亮 : 腎動脈瘤に対する対外腎血管形成術・自家腎移植の
術式, 日泌会誌 94(2), 142, 2003. (第 91 回日本泌尿器科学会総会, 徳島市)
2. 早川邦弘, 林 英理, 青柳貞一郎, 大橋正和, 畠 亮 : 体腔鏡下根治的腎摘除術における手術時間の検討,
第 19 回腎移植・血管外科研究会抄録集, 76, 2003.(第 19 回腎移植・血管外科研究会, 盛岡市)
3. 早川邦弘, 青柳貞一郎, 宮地系典, 畠 亮 : 腹腔鏡下根治的腎摘除術 3 法の比較検討, 日鏡外会誌 8(7), 181,
2003.(第 16 回日本内視鏡外科学会総会, 岡山市)
4. 早川邦弘, 畠憲一, 豊里友常, 畠 亮 : 内視鏡下手術を応用した上腕尺側皮静脈表在化内シャントの術式, Jap J
Endourol ESWL 16(2), 116, 2003.(第 17 回日本 Endourology ・ESWL 学会総会, 福岡市)
5. 早川邦弘, 林 英理, 畠 亮 : 内シャント作成困難症に対する我々の strategy, 日透析医会誌 36(Suppl.1), 809,
2003.(第 48 回日本透析医学学術集会, 大阪市)
6. 早川邦弘, 豊里友常, 畠憲一, 畠 亮, 塩田 潤(1) : 術後早期に興味ある体重変化を示した血液型不適合腎移植
症例, 第 37 回日本臨床腎移植学会抄録集, 98, 2004.(第 37 回日本臨床腎移植学会, 宮城県宮城郡) (1)浦安市川
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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

豊田

圭子

頭頸部領域における MRI の撮像法の最適化（Ａ０３‐０７００‐１）
中枢神経系疾患における高 b 値拡散強調画像の有用性（Ａ０３‐０７００‐２）

助

手

清水

桜

頭頸部領域における MRI の撮像法の最適化（Ａ０３‐０７００‐１）

２．成果の概要
１）高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ９９‐
０７００‐１）
現在まで，頭頚部腫瘍２
３例，食道癌１
１例，婦人科腫瘍３１例，乳癌１例，転移性腫瘍１例，のべ２０６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．昨年度は３例の臨床例を
経験した．１例は他部位の再発のため死亡したが，他の２例は無病生存と良好な結果を得ている．今後，症
例を蓄積しつつ最終的システムを構築する予定である．
ASHO‐２００２ ZHENGZHOU CHINA ６４，２００２．
３）頭頸部領域における MRI の撮像法の最適化（Ａ０３‐０７００‐１）
頭頸部は小さな領域内に微細な組織及び血流をもち複雑な構造を呈するので，画像診断においては高い空
間分解能が要求される．この領域における画像診断は MRI と CT が主たるものであるが，それぞれの方法
で頭頸部に特有なアーチファクトを生じやすく，良好な画像をえるには難しい領域である．この研究の目的
は当科に設置されている MRI にて，空間分解能向上の検討，脂肪抑制法の検討，腫瘤性病変における良悪
の鑑別を検討し，臨床的撮像法の工夫をすることである．我々は，各種の脂肪抑制法を臨床例で応用し，そ
の評価を各症例つき行い研究会などで発表している．喉頭の MRI については，そのキネマティクな動きに
つき平成１５年秋に学会にて発表した．
４）中枢神経系疾患における高 b 値拡散強調画像の有用性（Ａ０３‐０７００‐２）
中枢神経系領域の MRI においては，拡散強調傾斜磁場（ｂ値）ｂ＝１０００ｓ／mm２程度が印加され拡散強調画
像が撮像されている．しかし，より拡散を強調させ他因子の影響を除くためには，さらに高いｂ値が必要と
なる．我々は東京慈恵会医科大学放射線医学講座と共同で拡散のプロトコールを検討し，現在，臨床応用を
開始するところである．
これでわかる拡散 MRI 拡散の理論

high b value p.７８，秀潤社．
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プロシーディングス
1. Saito,K.(1), Okabe,S.(1), Miyamoto,W.(1), Yosimura,H.(1), Ito,K.(1), Aoyagi,Y., Horita,H. : Heating of Neck Tumor
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Society 25th Annual Meeting Abstract Book, 81〜82, 2003.(The Bioelectromagnetics Society 25th Annual Meeting,
Honolulu, USA) A00-0700-1 (1)千葉大・工
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ケータにおける大容積腫瘍の均一加温を目指した給電システムの検討, Jpn J Hyperthermic Oncol 19(Suppl),
105, 2003.(日本ハイパーサーミア学会第 20 回大会, 福岡市) A00-0700-1 (1)千葉大・工
4. 豊田圭子, 田中章文, 櫻井孝行, 飯田智美, 田中博俊, 鈴木一博, 櫻井文雄, 山田敏之, 五十嵐時男,
青柳 裕 : Balanced-FFE,TFE を用いた喉頭シネ MRI の試み, 日磁気共鳴医会誌 23(Suppl), 112, 2003.
(第 31 回日本磁気共鳴医学会大会, 富士吉田市) A03-0700-1

5. 多 田 和 弘 (1), 徳 永 啓 太 (1), 佐 藤 一 道 (1), 原 口 孝 之 (1), 渡 邊 裕 (1), 小 澤 靖 弘 (1), 森 本 光 明 (1), 外 木 守 雄 (1),
山根源之(1), 山田敏之, 清水 桜, 豊田圭子, 青柳 裕 : 総合病院歯科・口腔外科における MRI 撮像症例の
検討, 歯科学報 103(10), 820, 2003.(第 276 回 東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)市病・オーラルメディシン
6. 豊田圭子, 清水 桜, 青柳 裕 : Balanced-FFE を用いた喉頭シネ MRI の試み, 第 424 回日本医学放射線学会
関東地方会プログラム, 2003.(第 424 回日本医学放射線学会関東地方会, 東京) A03-0700-1
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助 教 授

小板橋俊哉

電気けいれん療法後の記憶力の回復と bispectral index の変化
ロピバカイン硬膜外腔投与後の運動神経遮断効果

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
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

大内

貴志

プロポフォールと軽度低体温が脳代謝・循環に及ぼす影響

印南

靖志

出血性ショック後遷延性臓器血流異常障害に対する蛋白分解酵素阻害薬メシル酸ガ
ベキサートの効果

２．成果の概要
１）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．
２）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．
３）プロポフォールと軽度低体温が脳代謝・循環に及ぼす影響
プロポフォールと軽度低体温が，アカゲザルの脳局所の代謝・循環に及ぼす影響を Positron Emission
Tomography scanner を用いて調べた．鎮静量から麻酔量へのプロポフォール投与量の増加と，常温からの
体温の軽度低下は，共に脳局所での代謝を有意に低下させ，脳局所での代謝を低下させる傾向にある．ま
た，脳局所での代謝・循環の連関現象を維持されていることが解った．
４）出血性ショック後遷延性臓器血流異常障害に対する蛋白分解酵素阻害薬メシル酸ガベキサートの効果
In Vitro では蛋白分解酵素阻害薬メシル酸ガベキサートは，凝固系活性化抑制作用により血管内微小血栓
形成を防止する．メシル酸ガベキサートが出血性ショックに伴う微小循環障害に起因する凝固系ならびに白
血球活性化を抑え，蘇生後の遷延性臓器血流異常を修復する作用があると仮説を立てた．家兎出血性ショッ
クモデルを用いて検討を行った結果，In Vitro &単一細胞レベルで効果の認められているメシル酸ガベキ
サートの投与は，出血性ショック蘇生後の遷延性臓器血流下を抑えることはできなかった．

―２
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アルツハイマー型痴呆と選択的意味記憶障害例における意味記憶障害構造の分析と
比較（Ａ０２‐０７５０‐１）

病院助手

小田

健一

気分障害者の喫煙行動に関する研究

仲地

良子

側頭葉損傷例における視覚認知障害の研究

厚東

真紀

（臨床精神医学）

２．成果の概要
１）アルツハイマー型痴呆と選択的意味記憶障害例における意味記憶障害構造の分析と比較（Ａ０２‐０７５０‐１）
アルツハイマー型痴呆患者，ヘルペス脳炎後選択的意味記憶障害例，意味痴呆例における意味記憶障害の
特徴を検討することにより，意味記憶システムの様式構造は単一であること，意味記憶障害には，意味記憶
そのものの障害と強いアクセスの障害の二つのタイプがあることを明らかにした．
高次脳機能研究 ２３!，１９９〜１２９，２００３．
２）気分障害者の喫煙行動に関する研究
気分障害者の喫煙行動の意義を明らかにすることを目的に，ニコチン依存度評価スコア
（FTND），喫煙動
機スコア，症状評価スコア（HAM-D）を含んだ調査票による対面聞き取り調査に加え，喫煙と症状の強さと
の関連を調べるための，対象者の自記による「喫煙・症状記録表」を用いた喫煙行動調査を行い，検討を
行った．

―２
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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
舌早期癌および口腔癌の病理学的研究
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に準じた評価法は
種々の学会期間中と mail での意見交換を行っている．この Working group でのデータ提供のため，過去の
２００例の病理組織標本の見直しを行っている．現在，手術材料の sampling 法に関しては，ほぼ私案が採用さ
れる予定である．取扱い指針の内容は来年１月に公表される予定である．また癌周辺あるいは前癌状態と認識
されている上皮異形成は，高度と軽度に分類，予後との関連を多施設と共同で検討中で，診断基準の統一が開
始された．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基本
データとなるが，多数の学会で基準についての話し合いが行われている．口腔癌取り扱い指針
（仮称はこれら
の基準となる．
３．学外共同研究
学外研究施設
担当者

研究課題
研究施設

田中

陽一

早期食道癌の臨床・病理組織学的検討
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