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1．オーラルメディシン・口腔外科学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 山根 源之 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

助 教 授 外木 守雄 顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究 

（Ａ97-0620-1） 

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

 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

（Ａ96-0620-1） 

 

 

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） 

助  手 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（Ａ00-0620-1） 

 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） 

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

 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 放射線照射治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ03-0620-1） 

病院助手 潮田 高志 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 多田 和弘 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） 

 森下 仁史 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討 

 山崎 喜範 歯科健康調査票についての検討 

 有坂 岳大 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討 

 栗山 智宏 骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

 西久保周一 口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究（Ａ02-0620-1） 

 浮地賢一郎 歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

 渡邊 伸也 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 枝広あや子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 

 

市川 貴士 

滝沢 裕也 

矢崎 涼子 

酒井 克彦 

 

福澤 幸子 

森谷 有紀子 

矢部 健太郎 

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） 

骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

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） 

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）

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）

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） 

大学院生 五十嵐崇恭 口腔粘膜上皮細胞に関する基礎的研究 

 河合   剛 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 高木 幸子 放射線照射治療に伴う口腔乾燥症に関する実験的研究（Ａ03-0620-1） 



 吉田 恭子 口腔前癌病変における Keratin14 および Keratin19 の発現について（Ａ

06-0620-1） 

 高倉 克博 放射線照射による唾液腺障害に対する塩酸セビメリンの効果（Ａ05-0620-2）

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

 

 

 

 

 

宮本  郷 

 

齋藤 朋愛 

高市 真之 

武田  瞬 

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） 

口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究（Ａ02-0620-1） 

口腔粘膜上皮細胞に関する基礎的研究 

歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究（Ａ94-0620-2） 

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

（Ａ98-0620-1） 

 塚本 裕介 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する検討 

 

2．成果の概要 

1) ラット培養骨髄細胞の分化におけるコネキシン43の機能について 

主としてコネキシン43（Cx43）を介した細胞間情報伝達が骨芽細胞の分化を制御していると言われているが、

骨髄細胞の分化におけるCx43の機能については未だ不明な点が多い。そこで本研究ではラット骨髄細胞の分化

とCx43の機能との関係を明確にすることを目的とした。実験には4週齢のWistar系ラットから採取した骨髄細胞

を用い、Cx43における細胞間情報伝達の特異的阻害剤である18-・-glycyrrhetinic acid (AGA, 100・M)投与、

非投与の条件下で培養した。Cx43を介しての細胞間情報伝達機能の評価として、Cx43 mRNAおよび蛋白発現検索、

細胞内cAMPを測定した。また、分化能の評価としてアルカリフォスファターゼ活性、カルシウム含有量を測定

した。Cx43 mRNA発現は２日目から認めたが、AGA投与下のラット骨髄細胞の遺伝子発現に影響は認められなか

った。しかし、このCx43 mRNA発現以外の全ての実験項目はAGA投与によって顕著に減少した。以上のことから

Cx43を介した細胞間情報伝達が、ラット骨髄細胞においても、その分化を制御されていることが示唆された。 

Biomedical Research 27(6), 289～295, 2006 

 

2) マウス遅延型過敏反応モデルを用いた歯科用金属アレルギーにおけるパッチテスト客観化 

金属アレルギーによる口腔粘膜疾患および皮膚疾患が多数報告されている。その診断に有効な検査として,

パッチテストが行われている。しかし客観的に判定するのは困難である。そこで我々は,パッチテスト判定の

客観化を目的として,エリテマインデックス（E.I.）測定と,角質水分量(Q.C.M.)測定の有用性を,マウスDTH

モデルのmouse ear swelling test(MEST)による耳介腫脹率を指標に検証した。測定はそれぞれMEXAMETER MX18

Ⓡ（以後MX18）とCORNEOMETER CM825Ⓡ(以後CM825)を使用した。コントロール側と比較し,試験側のE.I.は有

意に高値を示したが,Q.C.M.はコントロール側と有意差を認めなかった。耳介腫脹率とE.I.は有意な相関性

(p<0.001,ｒ=0.841)を認めたがQ.C.M.は相関性(r=0.015)を認めなかった。MX18はアレルギー反応の評価に使

用可能であることが示唆された。 

   日本口腔科学会雑誌 56(2), 226～233，2007. 

 

 

 

 



3)  当院における睡眠時無呼吸低呼吸症候群に対する口腔内装置による治療の現状 

 東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科では1999年2月より閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症候群（OSAHS）

に対する口腔内装置（OA）を用いた治療を耳鼻咽喉科と共同し行っている。現在2002年の報告に基づき無

呼吸低呼吸指数（AHI）が20回/h未満の症例にOAを適応し、20回/h以上の症例ではnasal-CPAP療法を第

1選択としnasal-CPAPや手術療法の補助としてOAを適応している。今回この基準を用いた44例を対象に

治療の現状を検討した。OA単独治療症例の約半数はAHIが20回/h未満であった。性差、年齢は他の報告同

様、中年以降の男性に多かった。OA装着後にPolysomnography検査を施行した10例のうち、6例のAHIが

5回/h以下に改善していた。改善できなかった3例は他の治療法へ移行するなど速やかに対処されていた。

脱落症例（44例中11例）への対応は今後も重要な課題であった。 

 歯科学報 106(6), 236～242，2006. 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

外木 守雄 放射線治療における口腔粘膜障害

RBE（reaction of biological effect）

の定量化とその修飾因子の研究 

放射線医学総合研究所

重粒子センター 

千葉市 溝江 純悦

 

 

山根 源之 

外木 守雄 

五十嵐崇恭 

高市 真之 

Flowcyto metryを用いたSP細胞抽

出・解析 

慶應義塾大学 

生理学教室Flow Labo 

東京 岡野 栄之

松崎 有未

渡邊  裕 

河合 毅師 

嚥下障害解明に向けた基礎的研究：嚥

下誘発における上位脳の役割 

新潟大学医歯学総合研

究科顎顔面機能学部門

新潟市 山田 好秋

 

木津 康博 

宇治川清登 

宮本  郷 

上顎骨および頬骨へのデンタルイン

プラント植立における基礎的，臨床

的研究 

COMPRU, Misericordia 

Community Hospital 

University of Alberta

Edmonton,CA Johan 

Wolfaardt 

 

4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

木津 康博 頭蓋顔面におけるZygomaticus fixtureの生体力学的検討 文科省科研費・若手研究(Ｂ)

岡崎雄一郎 口腔上皮異形成の癌化過程における発癌遺伝子について 文科省科研費・若手研究(Ｂ)

渡邊  裕 視覚･聴覚刺激を用いた痴呆高齢者の誤嚥性肺炎予防に関する研究 文科省科研費・若手研究(Ｂ)

 

 

 

 

 



5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地 

山根 源之 

 

2006.11.23 チーム医療における口腔ケア～歯科

衛生士教育における取り組み～ 

第1回日本歯科衛生学会

学術大会 

東京 

外木 守雄 

 

 

2006.9.22 

 

 

Air way change with cranio-facial 

surgery 

The 5th Asian sleep 

research society Seoul 

Congress 

Seoul 

 

 

森本 光明 2006.6.30 口腔粘膜における苔癬様反応について 第16回日本口腔粘膜学会 新潟市 

渡邊  裕 

 

2006.11.18 咬合と生体機能        

－エビデンスを求めて－ 

第16回日本全身咬合学会

学術集会 

千葉市 

佐藤 一道 

 

2007.2.2 微小検体の取扱について    

－モノレイヤー標本の有用性と問題点－ 

第25回日本口腔腫瘍学会

総会・学術大会 

名古屋市

 

   学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

渡邊  裕 2006.10.8 口腔ケアの考え方        

－5年後を見据えながら－ 

病院歯科介護研究会   

第9回総会・学術大会 

岡山市 

 

  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 開催地 

山根 源之 2006.6.4 

 

 

知っておきたい口腔粘膜疾患 （社）日本口腔外科学会中

国・四国地方会 リフレッ

シュセミナー 

岡山市 

 

 

山根 源之 

 

2006.6.15 

 

口腔乾燥症と味覚障害 （社）日本綜合歯科協会研

修講演会 

東京 

 

山根 源之 

 

2006.7.9 知っておきたい口腔粘膜疾患 上都賀歯科医師会学術研

修会 

鹿沼市 

 

山根 源之 

 

2006.10.24 

 

見逃せない口腔粘膜疾患 

 

同窓会深川城東支部学術

研修会 

東京 

 

山根 源之 

 

2006.11.2 

 

歯科関係者に必要な介護の知識お

よび口腔ケア 

夷隅郡歯科医師会学術講

演会 

夷隅郡 

 

山根 源之 2006.12.9 AIDSと歯科 市川浦安金曜会学術講演会 市川市 

山根 源之 2007.1.24 命を狙うお口の病気 佐々 木歯科主催市民講座 館山市 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

山根 源之 2007.3.25 インプラント治療における危機管

理・患者管理 

十勝インプラント研究会

主催学術講演会 

帯広市 

外木 守雄 

 

2006.7.27 

 

口腔粘膜疾患の診断と治療 

 

神奈川県保険医協会歯科

部会歯科臨床研修会 

横浜市 

 

外木 守雄 2006.10.22 EBMに基づく口腔ケアの実践 第13回歯科の体験・アイ

デア発表交流会 

前橋市 

外木 守雄 

 

2006.9.25 

 

口腔内の状態から診る全身疾患 

 

東京歯科大学千葉病院歯

科衛生士部研修会 

千葉市 

 

外木 守雄 2006.10.26 

 

EBMに基づく口腔ケアの実践 千葉県看護連盟    

利根支部研修会 

旭市 

外木 守雄 2006.11.30 

 

EBMに基づく口腔ケアの実践 千葉県看護連盟    

市川支部研修会 

市川市 

外木 守雄 2007.1.25 EBMに基づく口腔ケアの実践 NST活動と摂食嚥下・口腔

リハビリの啓蒙 

前橋市 

渡邊  裕 2006.8.11 

2006.9.25 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 嚥下・口腔ケア 千葉県看護協会 千葉市 

渡邊  裕 2006.10.28 

2006.11.23 

口腔ケア実地研修会 ～口腔ケア

およびリハビリを安全に行なうた

めに～肺炎とたたかう口腔ケア 

「介護者の口腔ケア等を

安全に行うための訪問介

護員研修会事業」千葉県歯

科医師会 

千葉市 

渡邊  裕 2006.11.8 今、なぜ、介護予防に口腔機能向上

が必要なのか？（高齢者の口腔機能

評価と指導・対応について） 

千葉市歯科医師会   

地域保険委員会 

千葉市 

渡邊  裕 2006.12.16 嚥下評価と嚥下訓練法 第1回市川地区地域連携

NSTネットワークセミナー 

市川市 

渡邊  裕 

 

 

2007.3.14 食べる楽しみ、諦められますか？ 

（口腔機能の向上について） 

千葉県介護予防普及啓発

講演会「いきいきすこやか 

講演会」 

千葉市 

宇治川清登 

 

2006.11.10 顎顔面頭蓋骨における生体力学的

検討 -Zygoma implants の応力解析

COSMOS Design STAR 

UserConference2006 

東京 

 

    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 2006.5.20～21 第 20 回東京歯科大学カリキュラム研修ワーク

ショップ 

タスクフォース 千葉市 



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

外木 守雄 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ

Ⅲ「歯学部学生のための医学教育－ 総合病院

の特色を生かした歯科医学教育 －」 

委員 千葉市  

蔵本 千夏  2006.10.7～8 第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュリテイ

の確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

渡邊  裕 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅱ 現代GP ｢統合的e-learning program構築の

ためのワーキンググループ｣ 

委員 千葉市 

 



論      文 

 

 1. 石井拓男(1), 岡田眞人(1), 大川由一(2), 渡邊 裕, 蔵本千夏, 山田善裕(3), 大原里子(4), 新庄文明(5), 山根源之,  

宮武光吉(6) : 介護保険施設等における口腔ケアの実態に関する研究(第 1 報) 口腔ケアの現状と歯科医療職の

関与について, 口腔衛生会誌 56(2), 178～186, 2006. 原著 (1)社会歯,(2)千葉県立衛生短期大学・歯科衛生学科, 

(3)東京都江東区保健所,(4)東医歯大・歯学部付属病院・歯科総合診療部,(5)南光町歯科保健センター,(6)歯科医療研修振興

財団 

 

 2. 杉山健太郎(1), 矢郷 香(1), 若林 類(1), 中川種昭(1), 朝波惣一郎(1), 佐藤一道, 山根源之 : 8 か月男児に発生し

た巨大な右側上顎乳臼歯部歯肉・頬部血管腫の 1 例, 小児口腔外 16(1), 57～62, 2006. 症例 (1)慶大・医・歯口外  

 

 3. 塚本裕介, 有坂岳大, 栗山智宏, 森下仁史, 佐藤一道, 渡邊 裕, 外木守雄, 山根源之, 大櫛哲史(1),      

葉山貴司(1), 中島庸也(1), 大川登史(2), 宮内潤(2) : 当院における睡眠時無呼吸低呼吸症候群に対する口腔内
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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 

     武井  泉  HbA1c,グリコアルブミンの標準化、膵β細胞の再生、新規糖尿病の探索 

助教授  野川  茂  脳虚血における遺伝子発現制御、パーキンソン病のQOLの評価 

講 師  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 

     荒川 幸喜  血管作動性物質と腎微小循環 

     岡田  聡  Cytolytic Molecules 

 助 手  内藤明日香   呼吸器内科学 

     松崎  達  吸入微粒子の人体への影響 

     小川 健夫  糖尿病と炎症性サイトカイン 

     柳澤 里香  呼吸器内科学 

 

2. 成果の概要 

Parkinson病の自己評価ツールMASAC-PD31の提案と評価 

目的：Parkinson病(PD)の症状は多岐にわたっており、意思伝達が困難なことが多い。今回、医師-患

者間の十分なコミュニケーションとる手段として、患者が自己評価を行うための質問票を考案し

た。方法：３医療機関に通院する計53名のPD患者を対象とした。平均年齢は63.3歳、男女比は

0.48:0.52、Hoehn & Yahr (H&Y) stage は、平均は 1.9 であった。年齢、性別、重症度の分布に

は医療機関による差異はなかった。 

方法：質問票はMotor, ADL, Sleep, Autonomic, Cognitionに関する計31の質問からなり、回答率や

回答の分布、H&Y stageとの相関、各カテゴリに含まれる質問の内的妥当性等を評価した。 

結果：回答時間は平均16.5分 (分布: 5-75分)。有効回答率は、過半数で90%を超えた。ON/OFFそれ

ぞれについて回答する質問では、有効回答率が比較的低くなった。Motor, ADL, Sleep に関する

10個の質問で、H&Y stageとの相関が認められた。 

考察：今後、有効回答率を上げるために質問票レイアウトの改善を行い、更に多くの症例について検

討を行う予定である。 
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野川 茂 パーキンソン病のQOLの評価 順天堂大学 東京都 服部 信孝 

野川 茂 ウイルス動脈輪閉塞の病因・病

態に関する研究 

京都大学 京都市 橋本 信夫 

野川 茂 急性期脳梗塞における CT,MRI

検査の標準化に関する研究 

岩手医科大学 盛岡市 佐々木真理 

岡田 聡 Genetic Risk Factor of EMS N.I.H. Bethesda, 

U.S.A. 

Frederick Miller

 

 

  



4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

岡田 聡 The Role of Granulysin in Idiopathic 

Inflammatory Myopathies 
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 3. Morishita,T.: 共著 :Historia de la Asociacion Medica y Amistad Boliviano-Japonase y nipono-Boliviana , SantaCruz, 

Heidelberg, 2006. 

 

   



 4. Morishita,T.: 共著 :Atlas de Echografia Abdominal , Nueva Acropolis, Bruselas, 2006. 

 

 5. 小川健夫: 著分担 :内科研修マニュアル (改訂第 2 版) (a)主要症候 1 頁, 南江堂, 東京, 2006. 

 

 6. 森下鉄夫(a): 著分担 :図解消化器内科学テキスト (a)嚥下障害 50 頁, 中外医学社, 東京, 2006. 

 

 7. 森下鉄夫: 共著 :内科学, 医学書院, 東京, 2006. 

 

 8. 野川 茂, 傳法倫久(1), 本多 満(2), 山下哲男(1) : 共著 :キセノンCT 急性期脳梗塞画像診断実践ガイドライン

2007 , 南江堂, 東京, 2007. ASIST-Japan 実践ガイドライン策定委員会 興梠征典 渡邊嘉之 佐々木真理・編 脳科学研 

(1)慶大,(2)慶大・医 

 

プロシーディングス 

 

 1. 安田浩章(1), 野川 茂, 山下哲男(1), 浦川 学浦川 学(1), 傳法倫久(1), 本多 満(1) : キセノンCT. 脳血流検査にお

ける放射線被爆の現状と低減, 脳卒中 28, 77, 2006.(第 31 回日本脳卒中学会総会, 横浜) (1)慶大 

 

 2. Okada,S., Nishina,M.(1), Morishita,T. : The Role of Granulysin in Muscle Fiber Injury of Polymyositis, Annals of 

Neurology 60(S10), S40, 2006.(1996 Annual Meeting of American Neurological Association, Chicago) M-21 細形研,細生

研 (1)水病・内科 

 

 3. Okada,S., Neomoto,H.(1), Kurihara,T.(1), Nishina,M.(2), Morishita,T. : The Role of Granulysin in Muscle Fiber Injury 

in Polymyositis, 8th International Congress of Neuroimmunology, 203～208, 2006.(8th International Congress of 

Neuroimmunology, Nagoya) 細形研,細生研 (1)東邦・医・神内,(2)水病・内科 

 

その他 

 

 1. 森下鉄夫 編: 第 288 回日本消化器病学会関東支部例会プログラム及び抄録集, 第 288 回日本消化器病学会関

東支部例会プログラム及び抄録集, 2006. 第 288 回日本消化器病学会関東支部例会当番会長, 2005 年度分 

 

 2. 野川 茂 : 麦角系ドパミンアゴニストからプラミペキソールへの切り替え方法の検討, Pharma Med 24, 101～104, 

2006. 

 

 3. 野川 茂, 藤本健一(1), 武田 篤(2), 三輪英人(3), 柏原健一(4) : パーキンソン病治療の新たな選択肢 －ドパミンア

ゴストに期待すること－, Pharma Med 25, 77～82, 2006. (1)自治医大・医,(2)東北大学・医,(3)和歌山県立医科大,(4)岡

山旭東病院神経内科 

 

 4. 野川 茂 : 素顔のニューロサイエンティスト. Costantino Iadecola 先生, Clin Neurosci 25, 360～361, 2006. 

 

 5. 森下鉄夫 : 病院機能評価審査に合格, ふれあい；市川医療コミュニケーション誌(5), 15, 2006. 

 

 6. 野川 茂, 服部信孝(1), 高橋裕秀(2) : パーキンソン病患者自己評価スケール, 東海大学 神経内科パーキンソン病

治療チーム, 2006. on-line, available from(http://pd-tx.med.u-tokai.ac.jp/pd-masac.html) (1)順大・医,(2)東海大・医 

 

   



 7. 森下鉄夫, 岡田 聡, 野川 茂, 鈴木則宏(1), 仁科牧子(2), 古和久幸(3) : 麦角型アゴニストからプラミペキソールへ

の切換え方法の検討, 第 47 回日本神経学会総会報告, 2006. 脳科学研 (1)慶大・医,(2)水病・内科,(3)北里大･医 

 

 8. 森下鉄夫, 大原正志 : PEG の管理と偶発症予防の工夫, 第 71 回日本消化器内視鏡学会総会報告, 2006. 

 

 9. 森下鉄夫, 野口基視, 貝田将郷(1), 井口清香(1), 岸川 浩(1), 高安優香(1), 西田次郎(1) : 特発性食道粘膜下血腫

の 1 例., 第 31 回東葛地区消化器疾患研究会報告, 2006. (1)市病・消化器科 

 

10. 岸川 浩(1), 井口清香(1), 若林 徹(1), 貝田将郷(1), 高橋慎一(2), 西田次郎(1), 森下鉄夫 : サラゾスルファピリジンに

よると思われる薬剤性過敏症候群(DIHS)の 1 例, 第 290 回日本消化器病学会関東支部例会発表, 2006. (1)市

病・消化器科,(2)市病・皮膚科 

 

11. 森下鉄夫 : 潰瘍病態研究会第 15 回フォーラム当番世話人, 潰瘍病態研究会第 15 回フォーラム報告, 2006. 

 

12. 野川 茂 : 脳梗塞 tPA 適正使用講習会総括・報告会 講師報告, 脳卒中 28(3), 449～452, 2006. 

 

13. 柳澤里佳, 野川 茂, 薛 陸景(1), 岸川 浩(1), 寺嶋 毅, 西田次郎(1), 笠井弘子(1), 森下鉄夫 : 神経症状および

下血を呈したベーチェット病の 1 例, 第 14 回市川医学会発表, 2006. (1)市病・消化器科 

 

14. Morishita,T. : Es el H.pyroli un precursor del cancergastrico? Desde una observacion estructural cromosomal, IX 

Simposio Internacional Boliviano-Japones de Gastroenterologia Prof.Tetsuro Kajiwara, 2006. 

 

15. Morishita,T. : Is Helicobacter pylori apromortor for gastric cancer? From structural chromosomal observation, XXX 

Panamerican Congress of Gastroenterology, 2006. 

 

16. 森下鉄夫, 西田次郎(1), 岸川 浩(1), 井口清香(1), 貝田将郷(1), 辰野 聡(2) : 腸回転異常を伴わない小腸軸捻転の

1 成人例, 第 32 回東葛地区消化器疾患研究会発表, 2006. (1)市病・消化器科,(2)市病・放科 

 

17. 森下鉄夫, 薛 陸景(1), 貝田将郷(1), 高安優香(1), 井口清香(1), 岸川 浩(1), 西田次郎(1) : 特異な血行路を呈した食

道静脈瘤の一例, 第 83 回日本消化器内視鏡学会関東地方会発表, 2006. (1)市病・消化器科 

 

18. 大木宏一(1), 野川 茂, 星野晴彦(1), 鈴木則宏(1), 山口啓二(2) : モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)調査研究班デ

ータベース集計. 厚生科学研究費補助金特定疾患対策研事業, ウイリス動脈輪閉塞症の病因・病態に関する

研究 平成 18 年度総括・分担研究報告書, 19～25, 2007. (1)慶大・医,(2)慶大・医・神経内科 

 

19. 野川 茂, 大木宏一(1), 星野晴彦(1), 鈴木則宏(1) : もやもや病の頭痛について －頭痛型と無症状の比較－ 厚生

科学研究費補助金特定疾患対策研究事業, ウイリス動脈輪閉塞症の病因・病態に関する研究(主任研究者 吉

本 高志) 平成 18 年度総括・分担研究報告書, 26～30, 2007. (1)慶大・医 

 

学会抄録 

 

 1. 小川健夫, 広瀬 寛(1), 税所芳史(1), 矢島 賢(1), 井上貴文(2), 御子柴克彦(2) : 2-APBはマウスラ氏島において、グ

ルコース刺激によるインスリン分泌を低下させた, 糖尿病(suppl.1), S326, 2006.(第 49 回日本糖尿病学会年次学術集

会, 東京) (1)慶大・医・内科,(2)東大・医科学研 

 

   



 2. 小川健夫, 碓井真吾(1), 江口 高(1), 柿本綱之(1), 宮本和則(1), 伊従正博(1), 秋月正史(1), 樋山光教(2) : 低血糖昏

睡を契機に発見され、脳波異常が遷延したACTH単独欠損症の 1 例, 日本内科学関東地方会抄録(第 539 回演

題要旨), 19, 2006.(第 539 回日本内科学関東地方会, 東京) (1)横浜市立市民病院・内科,(2)横浜市立市民病院・精神神経 

 

 3. 森下鉄夫, 薛 陸景(1), 貝田将郷(1), 井口清香(1), 高安優香(1), 岸川 浩(1), 西田次郎(1) : 特異な血行路を呈した

食道静脈瘤の一例, 第 18 回千葉Critical Care Medicine研究会抄録, 2006.(第 18 回千葉Critical Care Medicine研

究会, 千葉) (1)市病・消化器科 

 

 4. 森下鉄夫, 薛 陸景(1), 貝田将郷(1), 高安優香(1), 井口清香(1), 岸川 浩(1), 西田次郎(1) : 特異な血行路を呈した

食道静脈瘤の一例, Progress of Digestive Endoscopy 70(1), 89, 2006.(第 83 回日本消化器内視鏡学会関東地方会, 

東京) (1)市病・消化器科 

 

 5. 森下鉄夫, 松崎 達, 西田次郎(1), 岸川 浩(1), 貝田将郷(1), 井口清香(1), 長島由佳(1), 岡本真一郎(2) : R-CHOP

による寛解導入療法中に小腸浸潤部位の狭窄によるイレウスを発症したfollicular lymphoma, 第 293 回日本消化

器病学会関東支部例会抄録, 2006.(第 293 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・消化器科,(2)慶大・医・

血液内科 

 

 6. 野口基視, 野川 茂, 山崎元靖(1), 大木貴博(2) : 柔道で押さえ込み直後に難治性心室細動を発症した 1 例, 日救

急医関東誌(27), 98～99, 2007.(第 56 回日本救急医学会関東地方会, つくば市) (1)慶大・医,(2)市病・循環器科 

 

 7. 森下鉄夫, 野川 茂, 岡田 聡, 片山正輝(1), 菅 貞郎(1) : 血栓溶解療法施行例における抗血栓薬後療法・エダラ

ボンの意義, 脳卒中 29(2), 318, 2007.(第 32 回日本脳卒中学会総会, 福岡市) (1)市病・脳外科 

 

 8. 小川健夫, 宮本和則(1), 伊従正博(1), 浅井昌樹(2), 平野資晴(1), 仲里朝周(1), 柿本綱之(1), 徳井幹也(3),        

福田いずみ(4) : 糖尿病治療経過中の低血糖昏睡を契機に発見されたNICTHの 1 例, 日本内科学会関東地方

会抄録(第 543 回演題要旨), 32, 2007.(第 543 回日本内科学会関東地方会, 東京) 59 (1)横浜市立市民病院・内,(2)慶大･

医・内,(3)神奈川県,(4)女子医科大・医・内 

 

 

 

   



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 

講  師  佐藤 道夫  TISSUE ENGINEERING法を用いた代用食道の研究 

   原田 裕久  移植血管の慢性拒絶による内膜降下の抑制に関する基礎的研究 

  小川 信二  胃癌の進展形式と間質（Ａ94-0650-6） 

助  手  青木 成史  大腸癌発癌におけるPBRの機構解析 

  宮田 量平  HBs抗原粒子をベクターとしたヒト肝細胞に対する遺伝子治療の開発 

  戸張 正一  ブタ阻血胃管血流モデルを用いたlipo-PGE1投与の有用性に関する研究 

 

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Ⅲ相ランダム化比較試験を中心に、StageⅠ食道がんや高度進行食道がんに対する化学放射線

併用療法の第Ⅱ相試験などを併行して行ってきた。安藤はグループ代表として以下の3試験を積極的に進行中

である。 

 

1)臨床病期Ⅱ期およびⅢ期胸部食道がんに対する 5FU＋シスプラチン術前補助化学療法と術後補助化学療

法のランダム化比較試験（第6次研究JCOG 9907） 

 

2)局所進行食道がんに対する Low dose CDDP/5‐FU・放射線同時併用療法と Standard dose CDDP/5‐FU・

放射線同時併用療法とのランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（JCOG 0303） 

 

3)StageⅠ（T1N0M0）食道がんに対する食道切除術と放射線化学療法同時併用療法（CDDP+5- FU＋RT）のラ

ンダム化比較試験（JCOG 0502） 

 

4) 臨床病期Ⅱ,Ⅲ期胸部食道がんを対象とした根治的化学放射線療法＋/— Salvage surgeryの第Ⅱ相試験 

 

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 

小川 信二 抗 TIMP‐１抗体を用いた胃がんの

浸潤増殖抑制効果の検討 

独立行政法人国立病院 

機構東京医療センター 

東京 窪地  淳

 

 



4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究 厚労省がん研究助成金 

安藤 暢敏 第IV期食道がんに対する標準的治療法の確立に関する研究 厚生労働科学研究費補助金 

（がん臨床研究） 

安藤 暢敏 ティッシュエンジニアリングを応用した組織再構築型人工

食道の開発 

文科省科研費・基盤研究(C) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

学会・研究会主催 

主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地 

安藤 暢敏 2007.2.03 第 12回千葉胸・腹腔鏡下手術手

技研究会 

三井ガーデンホテル千葉 千葉市 

安藤 暢敏 2007.3.22 第5回市川医療連携フォーラム 市川市医師会館 市川市 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

    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 

安藤 暢敏 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ  

Ⅲ 歯学部学生のための医学教育－総合病院の特色

を生かした歯科医学教育－ 

委員 千葉市 

 



論      文 

 

 1. Miyata,R., Tanimoto,A.(1), Wakabayashi,G.(2), Shimazu,M.(2), Nakatsuka,S.(3), Mukai,M.(4), Kitajima,M.(5) : Accurary of 

preoperative prediction of microinvasion of portal vein in hepatocellular carcinoma using superparamagnetic iron 

oxide-enhanced magnetic resonance image and computed tomography during hepatic angiography,         

J Gastroenterol 41, 987～995, 2006. 原著 (1)慶大・医・放診,(2)慶大・医・外,(3)慶大・医・放射線診断科,(4)慶大・医・病

理診断部,(5)慶大・医・外科 

 

 2. 青木成史, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 宮内 潤(1), 小野滋司, 安藤暢敏 : 腸閉塞を来した虫垂原発内分

泌細胞癌の 1 例, 日消外会誌 39(11), 1175～1179, 2006. 症例 (1)市病・臨検 

 

 3. 青木成史, 正村 滋, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 宮田量平, 戸張正一, 代永和秀, 宮内 潤 (1),      

田中陽一(1), 安藤暢敏 : Colonic Muco-Submucosal Elongated Polypの 1 例, 日臨外会誌 67(増), 899, 2006. 症

例 (1)市病・臨検 

 

 4. 窪地 淳(1), 島田 敦(1), 小川信二, 徳山 丞(1), 磯部 陽(1), 松本純夫(1) : 胃癌の増殖・転移への菌属プロテアー

ゼ・インヒビター(TIMP)の意義, G.I.Reserch 14(6), 572～580, 2006. 総説 (1)国立病院機構東京医療センター 外科 

 

解      説 

 

 1. 原田裕久, 安藤暢敏 : 上腸間膜動脈血栓症, 血管外科 25(1), 15～17, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 佐藤道夫, 戸張正一, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 正村 滋, 安藤暢敏 : tissue engineering 法

による再生食道を用いた頚部食道置換実験, 日本食道学会学術集会プログラム・抄録集, 167, 2006.(第 60 回日

本食道学会学術集会, 東京) 実動施設 

 

 2. 和多田 晋(1), 原田裕久, 小野滋司(1), 服部俊昭(1), 松原健太郎(1), 尾原秀明(1), 松本賢治(1), 安藤暢敏,     

北島政樹(1) : 移植片動脈内膜肥厚における塩酸サルポグレラートの効果に関する基礎的検討, 第 36 回日本心

臓血管外科学会学術総会プログラム, 198, 2006.(第 36 回日本心臓血管外科学会学術総会, 盛岡市) (1)慶大・医・外科 

 

 3. 松原健太郎(1), 原田裕久, 和多田 晋(1), 服部俊昭(1), 小野滋司(1), 尾原秀明(1), 松本賢治(1), 安藤暢敏,    

北島政樹(1) : マウス重症虚血肢モデルの血管新生における性差の影響, 日血管外会誌 15(2), 222, 2006.(第 34

回日本血管外科学会学術総会, 東京) (1)慶大・医・外科 

 

 4. 原田裕久, 安藤暢敏 : 当院における下肢骨折手術後肺血栓塞栓症予防対策症例の検討, 日本静脈学会総会

抄録集, 43, 2006.(第 26 回日本静脈学会総会, 旭川市) 

 

 5. 小川信二 : 胃癌の内視鏡治療 -変遷と現況および今後の展望-, 市川市医療連携フォーラムプログラム, 1, 

2006.(第 4 回市川市医療連携フォーラム, 市川市) 

 

 6. 代永和秀, 青木成史 : まれな直腸腫瘍の 1 治療例, 市川市医療連携フォーラムプログラム, 1, 2006.(第 4 回市川

市医療連携フォーラム, 市川市) 

 

  
  



 7. 戸張正一, 佐藤道夫 : 治療に難渋した全膿胸を合併した食道癌の1 例, 市川市医療連携フォーラムプログラム, 1, 

2006.(第 4 回市川市医療連携フォーラム, 市川市) 

 

 8. Miyata,R., Ogawa,S., Yonaga,K., Tobari,S., Aoki,S., Harada,H., Sato,M., Masamura,S., Ando,N. : Amoebic liver 

abcess with panperitonitis successfully treated by intravenous injection of metranidazole, The Second Scientific 

Meeting of the Japan-Hungarian Surgical Society Program & Abstracts, 62, 2006.(The Second Scientific Meeting of 

the Japan-Hungarian Surgical Society, Tokyo) 

 

 9. 松原健太郎(1), 原田裕久, 和多田 晋(1), 服部俊昭(1), 尾原秀明(1), 松本賢治(1), 安藤暢敏, 北島政樹(1) : マウス

重症虚血肢モデルの血管新生におけるエストロゲンの影響, 日本脈管学会総会抄録集, 149, 2006.(第 47 回日本

脈管学会総会, 神戸市) (1)慶大・医・外科 

 

10. 宮田量平, 小川信二, 代永和秀, 戸張正一, 青木成史, 原田裕久, 佐藤道夫, 正村 滋, 安藤暢敏 : メトロニダ

ゾール投与により寛解したアメーバー肝膿瘍の 2 例, 市川医学会プログラム, 6, 2006.(第 14 回市川医学会, 市川

市) 

 

11. 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 青木成史, 宮田量平, 戸張正一, 代永和秀, 安藤暢敏 : 血管外科領域への

内視鏡下手術導入の試み, 千葉胸・腹腔鏡下手術研究会プログラム・抄録集, 15, 2007.(第 12 回千葉胸・腹腔鏡下

手術研究会, 千葉市) 

 

 

 

  
  



4．循 環 器 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

講 師  大木 貴博  冠動脈疾患 

助 手  板橋 裕史  心機能 

     吉澤 彰宏  再生医学 

 

 2．成果の概要 

①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継続的に 

行っている。具体的には冠動脈内に留置するステントの種類による慢性期再狭窄発生率を検討し、それぞれ

における急性期再閉塞，慢性期心筋梗塞発生率，および心不全発症などの予後の差異を検討した。その結果

薬剤溶出性ステントと通常型ステントでは急性期成功率に差はないが、薬剤溶出性ステントは通常型ステン

トに比して慢性期再狭窄率が低いことが確認された。また冠動脈内超音波検査を行った場合や大動脈内バル

ーンパンピングを行った場合は亜急性期血栓性閉塞の発生が少なくなることが判明した。 

 

②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心エコーや心筋アイ 

ソトープを用いて臨床的検討を行っている。具体的には冠動脈バイパス手術後には左室の収縮能のみならず、

左室の拡張能の改善も認められることが明らかになりつつある。 

 



5．心 臓 血 管 外 科 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授  申  範圭  重症虚血性心疾患患者の予後改善のための手術法の開発 

 胸部大動脈手術におけるNIROモニター下での一側脳分離体外循環に関する臨床研 

究 

助 手  森   光晴  体外循環における送血カニューラの特性に関する臨床研究 
     鈴木  亮  虚血性心筋症に対する心筋細胞シート移植に関する研究 

     笠原 啓史  （留学中） 
 

2．成果の概要 

 当科提案により作成された小口径送血カニューラが優れた流量圧特性を有することが証明され、第1報とし

て、第14回日本体外循環技術医学会関東甲信越地方大会に発表した。 



学会抄録 

 

 1. 森 光晴, 申 範圭, 笠原啓史, 大木貴博(1), 板橋裕史(1) : PTMC後Iatrogenic Lutenbacher's syndromeの一例,   

第 139 回日本胸部外科学科関東甲信越地方会要旨集, 24, 2006.(第 139 回日本胸部外科学科関東甲信越地方会要

旨集, 横浜市) (1)市病・循環器科 

 

 2. 田中玲均(1), 樋口 毅(1), 申 範圭, 森 光晴, 田野敦子 : 新開発のALN送血カニューラの臨床評価, 第 14 回日

本体外循環技術医学会関東甲信越地方大会抄録集, 24, 2007.(第 14 回日本体外循環技術医学会関東甲信越地方

大会, 栃木県塩谷郡) (1)市病・臨床工学部門 

 

 

 

 - 1 -  



6．消 化 器 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教 授  西田 次郎  エンドトキシン処理機構におけるKupffer細胞と肝細胞の役割 

             (A95-0775-1)  

講 師  岸川  浩  小腸における粘膜防御機構の解明(A05-0775-3) 

助 手 貝田 将郷  上部消化管疾患に対する内視鏡的治療 

    井口 清香  肝細胞の分化および癌化に関する基礎的研究 

 

 2．成果の概要 

１）小腸における粘膜防御機構の解明(A05-0775-3) 

 小腸粘膜は食餌抗原に常時暴露されている器官であり、消化吸収に関与しているのみならず体内で最も活発

な免疫応答が行われている臓器の１つでもある。これまで我々は小腸上皮細胞を用いて、アルコールあるいは

腸炎ビブリオの耐熱性溶血毒の投与に伴う炎症性サイトカイン、特にCXCケモカインの放出の変化について報

告してきた。 

 現在、我々は腸管においてはこれまであまり注目されていない抗菌ペプチドについて検討を行っている。抗

菌ペプチドは、粘膜防御機構に深く関わっている可能性が示唆されつつあるが、特にadrenomedullinという

抗菌ペプチドに注目し、小腸上皮細胞(IEC-18)においてLPS投与後にこのadrenomedullinの放出が増加する

かどうか、あるいはいかなるシグナル伝達機構がその放出に関与しているのか、そのメカニズムについて検討

している。 

 
3．教育講演等教育に関する業績、活動 

 教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

西田次郎 2006.11.22 ウイルス性肝炎の診断と治療 船橋薬剤師会講演会 船橋市 
 
  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 

西田次郎 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅲ 「歯学部学生のための医学教育－ 総合病院の

特色を生かした歯科医学教育 －」 

委員長 千葉市 

 



論      文 

 

1. Saito,H.(1), Tada,S.(1), Ebinuma,H.(1), Ishii,H.(1), Kashiwazaki,K.(1), Nishida,J., Yoshida,T.(1), Zeki,S.(1), Yoshida,H.(1), 

Yoshioka,M.(1), Inagaki,Y., Kumagai,N.(1), Hibi,T.(1) : Induction therapy with twicw-daily interferon-beta dose not 

improve the therapeutic efficacy of consensus interferon monotherapy for chronic hepatitis C, Keio J Med 55(3), 

111～117, 2006. 原著 (1)慶大・医・内科 

 

2. 坂本好昭, 岸川 浩, 長村愛作, 西田次郎, 貝田将郷, 井口清香, 荒川幸喜 (1), 川島淳子(2), 高橋慎一(2),

森下鉄夫(1) : 急性腹症として発症したSchonlein-Henoch紫斑病の 1 成人例, 日腹部救急医会誌 26(7), 867～

871, 2006. 原著 (1)市病・内科,(2)市病・皮膚科 

 

3. Saito,H.(1), Tada,S.(1), Ebinuma,H.(1), Ishii,H.(1), Kashiwazaki,K.(1), Takahashi,M.(1), Tsukada,N.(1), Nishida,J., 

Tanaka,S.(1), Shiozaki,H.(1), Hibi,T.(1) : Role of erythrocytes as a reservoir for ribavirin and relationship with 

adverse reactions in the early phase on interferon combination therapy for chronic hepatitis C virus infections,  

J Clin Microbiol 44(10), 3562～3568, 2006. 原著 (1)慶大・医・内科 

 

学会抄録 

 

 1. 若林 徹, 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 西田次郎, 高橋慎一(1), 森下鉄夫(2) : サラゾスルファピリジンによると

思われる薬剤過敏症症候群(DIHS)の一例, 潰瘍病態研究会第 15 回フォーラム・抄録集, 10, 2006.(潰瘍病態研

究会第 15 回フォーラム, 東京) (1)市病・皮膚科,(2)市病・内科 

 

 2. 岸川 浩, 貝田将郷, 井口清香, 西田次郎, 三浦総一郎(1), 森下鉄夫(2) : 小腸上皮細胞障害とアルコール：アル

コール投与に伴うCXCケモカインの動態と細胞透過性について, 潰瘍病態研究会第 15 回フォーラム・抄録集, 

32, 2006.(潰瘍病態研究会第 15 回フォーラム, 東京) (1)防衛医大・医・内科,(2)市病・内科 

 

 3. 笠井弘子, 柳澤里佳, 野川 茂, 薛 陸景, 岸川 浩, 寺嶋 毅(1), 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 精神症状および下血

を呈したベーチェット病の 1 例, 第 14 回市川医学会抄録集, 7, 2006.(第 14 回市川医学会, 市川市) (1)市病・内科 

 

 4. 薛 陸景, 貝田将郷, 高安優香, 井口清香, 岸川 浩, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 特異な血行路を呈した食道静脈

瘤の一例, Progress of Digestive Endoscopy 70(1), 89, 2006.(第 82 回日本消化器内視鏡学会関東地方会, 東京)   

(1)市病・内科 

 

 5. 長島由佳, 井口清香, 貝田将郷, 岸川 浩, 西田次郎, 松崎 達(1), 森下鉄夫(1), 岡本真一郎(2) : R-CHOPによる

寛解導入療法中に小腸浸潤部位の狭窄によるイレウスを発症したfollicular lymphomaの 1 例, 第 293 回日本消

化器病学会関東支部例会抄録集, 18, 2007.(第 293 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内

科,(2)慶大・医・内科 

  



7．小 児 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教 授   田中 葉子 男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ02-0640-4）  

講 師   川口 裕之 

 

 

悪性リンパ腫発症におけるNipa(Nuclear interacting partner with ALK)の異

常の寄与について  

 

2．成果の概要 

1）男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ02-0640-4） 

 「男性不妊をきたす遺伝的機序の解明」研究を継続中である。多岐に亘る男性不妊症の原因のうちＹ染

色体の異常はかなりの頻度を占める．コントロール男性におけるAZFの多型パターンとその頻度の算出を

終了し、Ｙ染色体に関する日本人の基準データの作成し論文作成中である。またリプロダクションセンタ

ーを受診した男性不妊症患者15症例におけるＹ染色体微細欠失・AZFの解析データを集計し論文作成中で

ある。  

     

  2) 悪性リンパ腫発症におけるNipa(Nuclear interacting partner with ALK)の異常の寄与について 

 Nipa (Nuclear Interaction Partner with ALK)のノックアウトマウスにおいて、生殖細胞にサイクリ

ンBの過剰な蓄積を認め、これが原因と思われる細胞分裂の阻害が観察された為、現在共同研究している

米独のグループとともに英文誌に投稿準備中である。(2) 急性骨髄性白血病および TAM、および白血病由

来に細胞株で遺伝子 MKL1 と RBM15 の変異について行ったスクリーニングの結果を第109回小児科学会

学術集会（金沢）において発表した。 

 今後は、(a) 細胞株において siRNA で Nipa を silence させた場合の細胞の増殖態度の評価 (b) と

くに神経芽細胞腫における細胞増殖・腫瘍化のメカニズムにおいて Nipa の果たす役割の検討(c) Nipa 

ノックアウトマウス・Nipa-KO MEF (mouse embryonic fibroblast) の分析の継続による Nipa の機能の

解析等の課題について引き続き研究を進める予定である。 

 

  3) 平成10～12年の研究テーマ（田中葉子：ビオプテリン(BH4)欠損症における前頭葉機能障害）に関する

論文が掲載された。 

  Dev Med Child Neurol 49(5), 372～376, 2007 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

   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 

田中 葉子 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ 

Ⅲ「歯学部学生のための医学教育－ 総合病院の特

色を生かした歯科医学教育 －」 

委員 千葉市 

 

 



論      文 

 

 1. Kosaki,K.(1), Takahashi,D.(1), Udaka,T.(1), Kosaki,R.(1), Matsumoto,M.(2), Ibe,S.(2), Isobe,T.(3), Tanaka,Y., 

Takahashi,T.(1) : Molecular pathology of Shprintzen-Goldberg syndrome, Am J Med Genet A 140(1), 104～108, 

2006. 原著 (1)慶大・医・小児科,(2)慶大・医・整形外科,(3)茨城県立こども福祉医療センター 

 

 2. 小林靖幸(1), 石原博道(1), 大野京子(1), 藤田宏夫(1), 滝沢直樹(1), 土橋正彦(1), 杉原茂孝(2), 田中葉子 : 平成 17

年度市川市小児生活習慣病予防検診(すこやか検診)まとめ その 1, 千葉医師会誌 58(6), 18～26, 2006. 原著 

(1)市川市医師会小児生活習慣病検診委員会,(2)東京女子医科大学東医療センター小児科 

 

 3. 小林靖幸(1), 石原博道(1), 大野京子(1), 藤田宏夫(1), 滝沢直樹(1), 土橋正彦(1), 杉原茂孝(2), 田中葉子 : 平成 17

年度市川市小児生活習慣病予防検診(すこやか検診)まとめ その 2, 千葉医師会誌 58(7), 33～37, 2006. 原著 

(1)市川市医師会小児生活習慣病検診委員会,(2)東京女子医科大学東医療センター小児科 

 

 4. 小林靖幸(1), 石原博道(1), 大野京子(1), 滝沢直樹(1), 藤田宏夫(1), 土橋正彦(1), 杉原茂孝(2), 田中葉子 : 平成 17

年度市川市小児生活習慣病予防検診(すこやか検診)まとめ その 3, 千葉医師会誌 58(8), 28～34, 2006. 原著 

(1)市川市医師会小児生活習慣病検診委員会,(2)東京女子医科大学東医療センター小児科 

 

 5. Tanaka,Y., Kato,M.(1), Muramatsu,T.(1), Saito,F.(1), Sato,S.(2), Matsuo,N.(2), Shintaku,H.(3), Okano,Y.(3), Kondo,H.(4), 

Nukazawa,T.(5) : Early initiation of L-dopa therapy enables stable development of excutive function in 

tetrahydrobiopterin (BH4) deficiency, Dev Med Child Neurol 49(5), 372～376, 2007. 原著 (1)慶大・医・精神神経

科,(2)慶大・医・小児科,(3)大阪市立大学・医・小児科,(4)新潟大学・医・神経内科,(5)神奈川リハビリテーションセンター・精神神

経科 

 

学会抄録 

 

 1. 川口裕之 : ダウン症の TAM/AMKL 症例における RBM15 遺伝子と MKL1 遺伝子の変異スクリーニング,   

日小児会誌 110(2), 150, 2006.(第 109 回日本小児科学会学術総会, 金沢市) 

 

 2. Kawaguchi,H. : Control of Meiotic and Mitotic Progression by the F-Box Protein NIPA in Vivo, Blood 108(11), 332a

～333a, 2006.(American Society of Hematology, 48th annual meeting, , Orlando, USA. Dec. 9-12, 2006 ) 

 

 3. 田中葉子 : 地域連携 NST に対する当院の取り組み, 第 6 回 日本医療マネジメント学会千葉地方会学術集会  

プログラム抄録集, 23, 2007.(第 6 回 日本医療マネジメント学会千葉地方会学術集会, 市川) 

 

 4. 小林靖幸(1), 石原博道(1), 大野京子(1), 藤田宏夫(1), 滝沢直樹(1), 土橋正彦(1), 杉原茂孝(2), 田中葉子 : 小児生

活習慣病検診における腹囲/身長比測定の有用性について, 市川市医師会 会報 116(冬), 6～7, 2007.(第 14

回 市川医学会, 市川) (1)市川市医師会小児生活習慣病検診委員会,(2)東京女子医科大学東医療センター小児科 

 

 

 

  



8．脳 神 経 外 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 菅  貞郎 急性期進行卒中の病態解明（Ａ05-0760-2） 

助教授 島本 佳憲 三叉神経痛の自然経過ならびに治療法に関する臨床研究 

良性脳腫瘍に対する手術、ガンマナイフ治療併用に関する臨床研究 

助 手 片山 正輝 脳血管内手術を併用した脳血管障害、脳腫瘍治療の臨床研究（A07-0760-1） 

  

2．成果の概要 

1） 急性期進行卒中の病態解明（Ａ05-0760-2） 

平成17年5月より東京歯科大学市川総合病院に脳卒中センターが開設された。それにともない脳卒中急性 

期患者が増加した。その中の脳梗塞急性期患者を対象とし、進行卒中患者とそうでない患者において、病型、

発症様式、急性期MRI、超音波、脳血流、各種血液学的パラメータを検討し、進行卒中患者の危険因子を検討

している。さらに、血栓溶解剤、抗血小板療法、抗凝固療法、脳保護療法、外科療法の有効性を検討している。 

慶應医学 84(1), 17～23, 2007 

Brain Res 17(1089), 179～185, 2006 

 

2)  三叉神経痛の自然経過ならびに治療法に関する臨床研究 

外来を受診する三叉神経痛患者を検討対象とする。テグレトール内服から開始し、症状が消失した場合には投

薬を中止し再燃時には投薬を再開する。投薬の効果が消失した場合には手術あるいはガンマナイフ治療を患者

の希望に会わせて実施し、その後の経過を追跡する。研究対象は市川総合病院のみならず、千葉病院、水道橋

病院にも拡大することも今後の検討課題である。 

 

3) 良性脳腫瘍に対する手術、ガンマナイフ治療併用に関する臨床研究 

良性脳腫瘍に対しては全摘出が理想的であるが、重要な神経、血管に癒着した部分の摘出には後遺症発生の危

険が常に伴う。ガンマナイフにて治療可能な大きさ、すなわち長径２ｃｍ以下に後遺症の出現なく縮小させ、

残存腫瘍に対してはガンマナイフ治療を併用することで腫瘍のコントロールを試みる 

 

4) 脳血管内手術を併用した脳血管障害、脳腫瘍治療の臨床研究（A07-0760-1） 

マイクロカテーテル、バルーンカテーテル、塞栓物質としてのプラチナコイルの進歩によりこれまでは血管の

内部からアプローチすることが難しかった脳血管病変へ到達することが可能になってきた。脳血管内手術の技

術を利用して、脳血管障害や脳腫瘍に対する従来の治療方法を改変することが目的である。概要は、１）脳動

脈瘤治療に対するコイル塞栓術の利用 ２）脳腫瘍に対する開頭術前栄養動脈塞栓術 である。脳動脈瘤治療

について、コイル塞栓術が可能であると判断した場合には積極的に行っている。プラチナコイルに塞栓率を向

上させるコーティングや素材を使用した塞栓材料を使用する。脳動脈瘤治療にはコイル塞栓術を、水頭症や脳

浮腫治療には引き続き開頭術を追加するなど柔軟に対応して治療成績の向上に努めている。２）脳腫瘍術前に、

腫瘍栄養動脈の開頭術前塞栓術を積極的に行っている。術中の出血量の減少、手術時間の短縮といった効果を

認めている。 

 



3．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

菅  貞郎 2006.9.5 脳卒中診療の最近の話題 市川集中治療セミナー2006 市川市 

菅  貞郎 2007.1.20 脳卒中とは？         

－その病型、発生頻度と予防－ 

市病フォーラム第11回公開

講演 

市川市 

菅  貞郎 2007.2.3 頸動脈エコーによる動脈硬化の評価 臨床血管障害フォーラム市川 市川市 

菅  貞郎 2007.3.30 脳神経外科と医用工学 第510回理工懇談会 東京 

片山 正輝 006.9.5 眼症状と脳血管障害 市川集中治療セミナー2006 市川市 

片山 正輝 2007.1.20 脳卒中急性期の外科的治療 市病フォーラム第11回公開

講演会 

市川市 

片山 正輝 2007.2.3 頸動脈病変における血行再建術 臨床血管障害フォーラム市

川 

市川市 

 



論      文 

 

 1. Nakagawa,T.(1), Suga,S., Kawase,T.(1) : Intracarotid injection of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

induces neuroprotection in a rat transient middle cerebral artery occlusion model, Brain Res 1089(17), 179～185, 

2006. 原著 A05-0760-2 (1)慶大・医・脳外科 

 

 2. 菅 貞郎 : 脳卒中診療の最近の動向, 慶應医学 84(1), 17～23, 2007. 原著 A05-0760-2 

 

単行図書 

 

 1. 大泉太郎(a): 著分担 :脳神経外科体系 15 インフォームドコンセント (a)2 章 インフォームドコンセントの実践  

脳血管障害 204～207 頁, 中山書店, 東京, 2006. A05 

 

学会抄録 

 

 1. 片山正輝 : 未破裂脳動静脈奇形の経過観察中に発生した de novo 脳動脈瘤破裂 

の 1 例, 第 3 回日本脳神経血管内治療学会関東地方会誌, 7, 2006.(第 3 回日本脳神経血管内治療学会関東地方

会, 東京) 

 

 2. 片山正輝 : 未破裂脳動静脈奇形の経過観察中に発生した de novo 脳動脈瘤破裂の 1 例, 第 22 回日本脳神経血

管内治療学会総会抄録集, 217, 2006.(第 22 回日本脳神経血管内治療学会総会, 徳島市) 

 

 3. 野川 茂(1) : 血栓溶解療法施行例における抗血栓薬後療法・エダラボンの意義, 脳卒中 29(2), 318, 2007.(第 32

回日本脳卒中学会, 福岡市) A05-0760-2 (1)市病・内科 

 

 4. 森下鉄夫(1), 野川 茂(1), 岡田 聡(1), 片山正輝, 菅 貞郎 : 血栓溶解療法施行例における抗血栓薬後療法・エダ

ラボンの意義, 脳卒中 29(2), 318, 2007.(第 32 回日本脳卒中学会総会, 福岡市) A05-0760-2 (1)市病・内科 

 

 5. 赤路和則(1) : PercuSurge GuardWireを用いた頸動脈stent留置術～頸動脈内膜剥離術との比較～, 第36回日本脳

卒中の外科学会抄録集, 180, 2007.(第 36 回日本脳卒中の外科学会, 福岡市) (1)美原記念病院・群馬 

 

 

 

  



9．整 形 外 科 
 

プロフィール 
1. 教室員と主研究テーマ 

教 授  白石  建   脊椎外科 

             最小侵襲脊椎手術の臨床的研究 

     高橋 正憲   手の外科の臨床的研究 

（リハビリテーション科） 骨形成促進の実験的研究 

講 師  穴澤 卯圭   骨軟部腫瘍治療の臨床的研究 

     堀田  拓   下肢の関節外科・小児整形外科における臨床的研究 

助 手  栩木 弘和   手の外科の臨床的研究 

     海苔  聡   一般整形外科の臨床的研究 

 

 

2. 成果の概要 

1）最小侵襲脊椎外科の臨床的研究 

本邦のみならず海外に先駆けての最小侵襲脊椎手術で、専門医の間でも極めて高い評価を受けている。

その臨床データは、日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会などの国内の学会をはじめ、多くの国際

学会でも発表してきた。また海外、国内からの講演依頼も多く、可能な範囲で講演もこなしている。 

 

2）悪性骨軟部腫瘍に対する治療 

臨床的研究として、県内でも数少ない悪性骨軟部腫瘍に対する治療を積極的に行っており、各方面か

ら多く患者さんが紹介されてくる。患肢温存手術も数多く手がけており、その良好な成績は、日本整

形外科学会を中心に各学会で報告している。 

 

3）Navigation systemを用いた人工股関節手術 

臨床的研究としての computer assist surgery の一環として，navigation system を導入して人工股

関節置換術を行っており、その正確な関節設置にもとづく良好な術後成績で患者さんの満足度も非常

に高い。その成果は日本人工関節学会をはじめ各学会で報告している。 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 

穴澤 卯圭 Clear cell sarcoma of tendons and aoneuroses   

（JMOG明細胞肉腫共同研究） 

当院ほか 千葉 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地 

白石 建 2006. 4. 21 頸椎一般演題 第35回日本脊椎脊髄病学会 東京 

白石 建 2006. 5. 18 頸椎演題 第79回日本整形外科学会学術総会 横浜市 

  



 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

白石 建 2006. 4. 15 低侵襲脊椎後方アプローチと

その応用 

第35回北海道脊椎疾患研究会 札幌市 

白石 建 2006. 5. 22 高齢者に多い腰痛・下肢痛に

ついて— 腰部脊柱管狭窄症の

病態と治療 

市川市医師会学術研修会 市川市 

白石 建 2006. 6. 9 脊椎・脊髄の低侵襲手術につ

いて 

東北海道脳神経外科研究会 釧路市 

Tateru 

Shiraishi 

2006. 9. 8 Skip laminectomy The 13th advanced dechnique 

in cervical spine 

decompression and 

stabilization 

St. Louis, 

USA 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

白石 建 2006. 6. 3 低侵襲頸椎後方手術 AO Spine 東京 

白石 建 

谷戸 祥之 

上田 誠司 

2006. 9. 22 頸椎手術における低侵襲手術

の現状と展望 

第13回日本脊椎・脊髄神経手

術手技学会 

東京 

白石 建 2006. 9. 30 新しい後方アプローチによる

頸椎低侵襲手術 

第26回脊椎外科を学ぶ会 大阪市 

白石 建 2006. 11. 11 脊椎後方低侵襲手術 第66回東海脊椎外科研究会 名古屋市 

白石 建 2007. 2. 10 新しいアプローチを用いた低

侵襲脊椎手術 

第262回東京都臨床整形外科

医会総合研修会 

東京 

穴澤 卯圭 2006. 11. 27 骨・軟部腫瘍の診断と治療 市川市整形外科医会 市川市 

 

  



論      文 

 

 1. 高橋正憲 : 腰痛の整形外科から見た考え方, 日本咬合学会会誌, 35～42, 2006. 総説 日本咬合学会学術大会第

10 回記念大会 

 

 2. Anazawa,U., Hanaoka,H.(1), Shiraishi,T., Morioka,H.(2), Morii,T.(2), Toyama,Y.(2) : Similarities between giant cell 

tumor of bone, giant cell tumor of tendon sheath, and pigmented villonodular synovitis concerning ultrastructural 

cytochemical features of multinucleated giant cells and mononuclear stromal cells, Ultrastruct Pathol 30(3), 151

～158, 2006. 原著 (1)井上記念病院・整形,(2)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine 

 

 3. Miyake,A.(1), Morioka,H.(1), Yabe,H.(1), Anazawa,U.(1), Morii,K., Miura,K., Mukai,M.(2), Takayama,S.(2), Toyama,Y.(1) : 

A cese of metacarpal chondrosarcoma of the thumb, Arth Orthop Trauma Surg 126(6), 406～410, 2006. 症例 

(1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine,(2)Dept. of Pathology. Keio Univ. School of Medicine 

 

 4. Nagoshi,N.(1), Anazawa,U., Morioka,H.(1), Mukai,M.(2), Yabe,H.(1), Toyama,Y.(1) : Epithelioid sarcoma arising on the 

forearm of a 6-year-old boy: case report and review of the literature, Pediatr Surg Int 22(9), 771～773, 2006.   

原著 (1)Dept. of Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine,(2)Dept. of Pathology. Keio Univ. School of Medicine 

 

 5. 海苔 聡, 中村雅也(1), 石井 賢(1), 小川祐人(1), 高石官成(1), 松本守雄(2), 千葉一裕(1), 戸山芳昭(1) : 髄内上衣

腫と髄外髄膜腫を併発したneurofibromatosisの 1 例, 関東整災誌 37(5), 225～230, 2006. 症例 (1)慶大・医・整

形,(2)慶大・医・運動機能再建・再生学 

 

 6. 森岡秀夫(1), 矢部啓夫(1), 穴澤卯圭, 鈴木禎寿(2), 竹内克仁(1), 須佐美知郎(1), 吉山 晶(1), 戸山芳昭(1) : 悪性骨

腫瘍切除後の骨移植による再建のコツと落とし穴, 骨・関節・靭帯 19(12), 1111～1119, 2006. 総説 (1)慶大・医・

整形,(2)国立病院東京医療センター・整形 

 

 7. 志津直行(1), 谷戸祥之(2), 白石 建 : 腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除圧術－MERx Micro 

Discectomy Systemを用いて－, 脊椎脊髄 19(4), 289～294, 2006. 原著 (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)防衛医大・

整形 

 

 8. 谷戸祥之(1), 白石 建, 中井定明(2), 志津直行(2), 花村俊太郎(2), 山田治基(2) : 頸椎後方手術における筋肉温存

術式の考え方と成績, MB Orthopaedics 19, 1836～5, 2006. 原著 (1)防衛医大・整形,(2)藤田保健衛生大・医・整形 

 

 9. 白石 建 : 脊柱の発生, 臨麻 30(12), 1836～1842, 2006. 総説 

 

10. 小林龍生(1), 山田治基(2), 堀田 拓, 吉原愛雄(1) : コンドロカルシン, リウマチ科 35(6), 525～531, 2006. 原著   

(1)防衛医大・整形,(2)藤田保健衛生大・医・整形 

 

11. 谷戸祥之(1), 白石 建 : 臨床上需要な頸椎の機能解剖, MB Med Rehabili 74, 1～7, 2006. 原著 (1)防衛医大・整形 

 

12. Takao,E.(1), Morioka,H.(2), Yabe,H.(2), Anazawa,U., Morii,K., Mukai,M.(3), Toyama,Y.(2) : Chondromyxoid fibroma of 

the sternum., J Thorac Cardiovasc Surg 132(2), 430～431, 2006. 原著 (1) Keio Univ. School of Medicine,(2)Dept. of 

Orthop. Surg. Keio Univ. School of Medicine,(3)Dept. of Pathology. Keio Univ. School of Medicine 

 

 

   



単行図書 

 

 1. 白石 建(a),堀田 拓(b): 著分担 :講義録 運動器学 (a)頚椎症性神経根症・脊髄症 622～626 頁,(b)大腿骨頭壊

死症 360～364 頁, メディカルビュー社, 東京, 2006. 

 

 2. 白石 建: 著分担 :最新整形外科学大系 胸腰椎・腰椎・仙椎 (a)腰椎後方除圧術 136～143 頁,(b)腰椎後方固定 

144～148 頁, 中山書店, 東京, 2006. 

 

プロシーディングス 

 

 1. 柳本 繁(1), 堀田 拓, 金子博範(1), 山口健治(1), 武田健太郎(1), 城本雄一郎(1), 岡本重雄(1), 陣崎雅弘(2),      

片桐尚子(3), 島田かおり(3), 川合陽子(3) : 股関節手術後の静脈血栓塞栓症(PE, DVT)の診断(MD-CT画像と凝

固線溶系血液分子マーカーによる評価), 日整会誌 80(3), S295, 2006.(第 79 回日本整形外科学会学術総会, 横浜

市) (1)慶大・医・整形,(2)慶大・医・放,(3)慶大・医・中検 

 

 2. 高橋正憲, 堂前 伸(1), 宮本奈央(1), 加藤麻衣子(1), 中村智代子(1) : 東京歯科大学市川総合病院への電子カルテ

導入後 1 年でのリハビリテーション科における検証, 歯科学報 106(5), 433, 2006.(第 282 回東京歯科大学学会(総

会), 千葉市) (1)東歯市病・リハビリ 

 

その他 

 

 1. 白石 建 : 間欠跛行の鑑別診断をめぐって-最近の動向とその治療-, Nikkei Medical 座談会 6 月号千葉版, 1～

4, 2006. 

 

 2. 白石 建 : 筋肉を傷つけない頸椎の新しい手術法, きょうの健康, 100～103, 2006. 

 

学会抄録 
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10．産 婦 人 科 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教 授 高松  潔 体外受精における細胞質内精子注入（A98-0670-1） 

助教授 吉田 丈児 胚の染色体異常について（A03-0670-1） 

講 師 兼子  智 DNA損傷ヒト精子の排除法確立（A03-0670-1） 

助 手 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） 

 石川 光也 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） 

 谷垣 伸治 体外受精・胚移植における排卵誘発（A97-0670-1） 

 

2． 成果の概要 

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 

 

 HIV感染夫、非感染妻間において、夫精液からHIVを除去して挙児を図る。HIV感染男性の精液から、フィル

ター濾過（20μmメッシュ）、Percoll沈降速度差遠心分離法、修正swim up法を用いて運動精子分画を調製した。

RT-PCR法（検出限界:1 copy/ml）を用いて洗浄精子懸濁液に残存するHIV数を観察した結果、全ての検体にお

いて陰性であった。挙児を希望するHIV陽性男性・HIV陰性女性夫婦に対して、本法により調製した精子を用い

てARTを施行した。37例に妊娠が成立し、全例で母児ともHIV陰性であることが確認された。 

 

Kato S, Hanabusa H, Kaneko S, Takakuwa K, Suzuki M, Kuji N, Jinno M, Kojima K, Iwashita M, Yoshimura 

Y, Tanaka K., Complete removal of HIV-1 RNA and proviral DNA from semen by the swim-up method: assisted 

reproduction technique using spermatozoa free from HIV-1. AIDS, 20, 967～973, 2006 

 

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 
HIV 陽性男性・HIV 陰性女性夫婦に対する

体外受精・胚移植の臨床応用に関する研究
新潟大学医 産婦 新潟市 田中憲一 

兼子 智 
生殖腺・配偶子を中心とした悪性腫瘍患者

の妊孕性温存 
慶応義塾大学医 産婦 東京 久慈直昭 

兼子 智 
感染リスクの排除、同一性の確保、免疫反

応、がん化等の抑制に関する研究 
国立医薬品・食品研究所 東京 山本利江 

兼子 智 
次世代医療機器評価指標作成検討会

再生医療審査ワーキンググループ 
国立医薬品・食品研究所 東京 山本利江 
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4． 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

兼子 智 ICSI におけるヒト精子の質的保証-DNA2 重鎖切断、片側開裂を

有する精子の排除 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

高松 潔 2006.2.10 更年期障害におけるパラダイム

シフト－日本における更年期障

害のいま－ 

第4回性差医療・医学研究会学術

集会シンポジウム「更年期障害と

骨粗鬆症」 

東京 

Takamatsu, K 

Ushiroyama, T 

Honjo, H 

2006.8.31 Female climacteric medicine 

and psychotherapy inclusive of 

Buddhist psychology  

In: Symposium "Characteristic 

Features of Female 

Psychosomatic Disorders in 

Japan", 2006 Inter-national 

Congress of Psycho-therapy in 

Japan 

Tokyo 

Takamatsu, K 2007.2.22 Physical and psychological 

changes after gynecological 

surgery 

In: Symposium "Physiological 

Changes and QOL of Cancer 

Patients after Radical 

Surgery", The 20th 

International Symposium of 

Foundation for Promotion of 

Cancer Research 

Tokyo 

高松 潔 2007.3.24 不定愁訴・更年期障害 第12回日本更年期医学会ワーク

ショップ 「これからの更年期診

療Q&A」 

青森 

 

教育講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

高松 潔 2006.5.27 更年期障害にどう対応するか？

－最新情報と治療のトレンド－ 

船橋地区産婦人科医会学術研修

会 

千葉 

高松 潔 2006.8.24 更年期障害治療のトレンド

－愁訴の実態と治療法の選択 

第 10 回女性の加齢と健康医学研

究会 

徳島 

高松 潔 2006.9.30 更年期障害に対する漢方療法の有

用性－当帰芍薬散・加味逍遥散・

桂枝茯苓散による効果の比較― 

漢方学術講演会シリーズ 現代

医療における漢方薬の役割 

岩手 

高松 潔 2006.10.14 更年期外来受診者におけるメン

タルストレスの実際とその対応 

第 21 回日本更年期医学会学術集

会ランチョンセミナー3 

京都 



講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

高松 潔 2006.10.22 更年期外来受診者におけるメン

タルストレスの実際とその対応 

性差医療情報ネットワーク千葉

支部学術講演会「更年期とうつ」 

千葉 

高松 潔 2006.12.6 婦人科悪性腫瘍の診断と治療

（2）卵巣癌・乳癌更年期以降の

こころとからだの健康をめざし

て-. 

東京薬科大学卒後教育講座「女性

の健康支援ができる薬剤師にな

るための産婦人科領域の基礎履

修コース」 

東京 

 

 



論      文 

 

 1. 高松 潔 : 月経周期と心身におけるコンディショニング－心理的変化－, 日臨スポーツ医学誌 14(2), 182～189, 

2006. 総説 

 

 2. Kato,S.(1), Hanabusa,S.(2), Kaneko,S., Takakuwa,K.(3), Suzuki,M.(3), Kuji,N.(4), Jinno,M.(5), Kojima,K.(2), Iwashita,M.(5), 

Yoshimura,Y.(4), Tanaka,K.(3) : Complete removal of HIV-1 RNA and proviral DNA from semen by the swim-up 

method: assisted reproduction technique using spermatozoa free from HIV-1, AIDS 20(7), 967～973, 2006. 原著 

(1)慶大・医・微生物,(2)荻窪病院・血液,(3)新潟大・医・産婦,(4)慶大・医・産婦,(5)杏林大・医・産婦 

 

 3. Ozawa,N.(1), Takamatsu,K., Fujii,E.(2), Saito,H.(3) : Pregnancy implanted in the fibromuscular layer of the cervix.,    

J Reprod Med 51(4), 325～328, 2006. 症例 (1)成育医療センター・不育治療,(2)成育医療センター・婦,(3)成育医療センタ

ー・不妊治療 

 

 4. 高松 潔, 中川博之, 北岡芳久, 岸 郁子, 冨永英一郎, 谷垣伸治, 下川理世 : 女性のライフサイクルと漢方, 

産婦治療 92(増刊), 488～494, 2006. 総説 

 

 5. 高松 潔 : 更年期障害における漢方療法の有効性－三大漢方婦人薬の無作為投与による効果の比較－, 産婦

人科漢方研究のあゆみ(23), 35～42, 2006. 原著 

 

 6. Ushioda,M.(1), Makita,K.(2), Takamatsu,K., Horiguchi,F.(2), Aoki,D.(2) : Serum lipoprotein(a) dynamics before/after 

menopause and long-term effects of hormone replacement therapy on lipoprotein(a) levels in middle-aged and 

older Japanese women, Horm Metab Res 38, 581～586, 2006. 症例 (1)稲城市民病院・産婦,(2)慶大・医・産婦 

 

 7. 高松 潔 : HRT は危険なのか?, 県母医報(230), 16～20, 2006. 総説 

 

 8. 高松 潔 : まだまだ知られていない更年期と女性ホルモン, 更年期と加齢のヘルスケア 5(1), 84～91, 2006. 総説 

 

 9. Ktayama,M.(1), Matsuda,Y.(1), Kobayashi,K.(1), Kaneko,S., Ishikawa,H.(2) : Simultaneous determination of 

glucose,1,5-anhydro-D-glucitol and related sugar alcohols in serum by high-performance liquid chromatography 

with benzoic acid derivation, Biomed Chromatogr 20, 440～445, 2006. 原著 (1)明薬大・薬,(2)市病・泌尿科 

 

10. 石川光也, 藤井多久磨(1), 大野暁子(1), 仲村 勝(1), 平尾薫丸(1), 中川博之(1), 塚崎克己(1), 青木大輔(1) : HPVと子

宮頸部病変, 産婦の実際 55(10), 1491～1497, 2006. 総説 (1)慶大・医・産婦 

 

11. Takamatsu,K., Satoh,T.(1), Horikawa,N.(2) : Preoperative anxiety and depression rekated to surgery for uterine 

cervical carcinoma in situ : comparison with benign gynecological conditions, J Jp Soc Psychosom Obstet Gynecol 

11(3), 250～257, 2006. 原著 (1)北里大・医・公衆衛生,(2)埼医大・医・精神 

 

12. 高松 潔, 杉山重里, 下川理世, 石川光也, 谷垣伸治, 冨永英一郎, 岸 郁子, 中川博之 : 不正性器出血があ

ったら 閉経前後, 産と婦 73(11), 162～168, 2006. 原著 

 

 

 

 

  



単行図書 

 

 1. 高松 潔(a),宇田川康博(1)(a), 野澤志朗(2)(a): 著分担 :検査値のみかた 改訂第 3 版 (a)191. CA602 686～690 頁, 

中外出版社, 東京, 2006. (1)藤保衛大・医・産婦,(2)慶大・医・産婦 

 

 2. 高松 潔(a): 著分担 :TEXT BOOK 女性心身医学 (a)婦人科手術のメンタルケア 305～315 頁, 永井書店, 大阪

市, 2006. 

 

 3. 入江美代子(1)(a), 石島純夫(2)(a), 兼子 智(a),(b),松宮清美(3)(a), 岩本晃明(4)(a): 著分担 :男性不妊症の臨床   

(a)精子の尾部微細構造 108～115 頁,(b)精液自動分析装置 94～99 頁, メジカルビュー, 東京, 2007. (1)東理

大・薬・衛生化学,(2)東工大・理工・生命プロセス,(3)大阪府,(4)聖マリ医大・泌 

 

その他 

 

 1. 高松 潔 : 更年期障害にどう対応するか－最新情報と治療のトレンド－, 船橋地区産婦人科医会雑誌, 2006. 

 

 2. 吉村泰典(1), 久保春海(2), 兼子 智 : ARTの現状と限界, Clinical Ob-Gyne 10(2), 3～7, 2006. (1)慶大・医・産婦,  

(2)東邦大・医・産婦 

 

 3. 高松 潔 : 更年期障害に対する漢方療法の有用性－当帰芍薬散・加味逍遥散・桂枝茯苓丸による効果の比較－, 

漢方学術講演会シリーズ 現代医療における漢方薬の役割, 2006. 

 

 4. 高松 潔 : 婦人科悪性腫瘍の診断と治療(2), 東京薬科大学卒後教育講座 プログラム, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 冨永英一郎, 北岡芳久, 高松 潔, 福田雅美(1), 宜保一夫(1), 田中陽一(1), 宮内 潤(1) : 血尿により発見された転

移性卵巣癌の 1 例, 日臨細胞会誌 45(Suppl), 233, 2006.(第 47 回日本臨床細胞学会総会, 横浜市) (1)市病・臨検 

 

 2. 岸 郁子, 谷垣伸治, 杉山重里, 下川理世, 石川光也, 冨永英一郎, 北岡芳久, 中川博之, 高松 潔 : 腹腔鏡

用超音波プローべを併用し診断・治療を行った重複子宮の一例, 日産婦内視鏡会誌 22(1), 163, 2006.(第 46 回 

日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会, 東京) 

 

 3. 谷垣伸治, 岸 郁子, 佐藤幸男, 杉山重里, 下川理世, 冨永英一郎, 北岡芳久, 中川博之, 山本賢司(1),      

高松 潔 : 腹腔鏡下の術中超音波断層法が有用であった重複子宮の一例, 日本超音波医学会雑誌 

33(Suppl), 474, 2006.(日本超音波医学会第 79 回学術集会, 大阪市) (1)市病・放科 

 

 4. 新澤恭子(1), 川島淳子(1), 高橋慎一(1), 冨永英一郎, 高松 潔, 川瀬健二(2) : 性転換術後の尖圭コンジロームの一

例, 日皮会誌 116(5), 838, 2006.(第 105 回日本皮膚科学会総会, 京都市) (1)市病・皮膚科,(2)千葉県 

 

 5. 谷垣伸治 : 産科開業医における胎児初期超音波スクリーニング導入の有用性, 日本周産期・新生児医学会雑誌 

42(2), 563, 2006.(第 42 回日本周産期・新生児医学会総会, 宮崎市) 

 

  



 6. 鈴木美奈 (1), 竹山 智 (1), 加嶋克則 (1), 藤田和之 (1), 高桑好一 (1), 田中憲一 (1), 花房秀次 (2), 兼子 智,       

加藤真吾(3) : HIV感染男性－非感染女性におけるswim-up変法を用いた体外受精の臨床成績について, 日本

受精着床学会総会・学出講演会 プログラム・講演抄録集, 114, 2006.(第 24 回 日本受精着床学会総会・学出講演会, 

長野県北佐久郡) (1)新潟大・医・産婦,(2)荻窪病院・血液,(3)慶大・医・微生物 

 

 7. 岸郁子, 岡崎雅子, 杉山重里, 下川理世, 石川光也, 谷垣伸治, 冨永英一郎, 中川博之, 兼子 智, 吉田丈児, 

高松 潔 : 卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術の体外受精採卵数に及ぼす影響, 日本受精着床学会総会・学出講

演会 プログラム・講演抄録集, 124, 2006.(第 24 回 日本受精着床学会総会・学出講演会, 長野県北佐久郡) 

 

 8. 牧田和也(1), 小久保靖子(2), 張簡珮怡(2), 高松 潔, 堀口 文(2), 青木大輔(2) : 月経時の頭痛対応に苦慮している

重傷子宮内膜症の 1 例, 女性心身医学 11(2), 133, 2006.(第 35 回日本女性心身医学会学術集会, さいたま市) (1)埼

玉県,(2)慶大・医・産婦 

 

 9. 石川博通(1), 宮地系典(1), 中川博之, 谷垣伸治, 岡崎雅子, 吉田丈児, 兼子 智, 遠山裕一(2), 高松 潔,    

丸茂 健(1) : 治療前精子凍結保存における問題点, 第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講演会 プログラム, 

1, 2006.(第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講演会, 千葉市) (1)市病・泌尿科,(2)千葉県 

 

10. 郡山純子(1), 郡山 智(1), 兼子 智, 中川博之, 宮地系典(2), 谷垣伸治, 岡崎雅子, 吉田丈児, 石川博通(2),

丸茂 健(2), 高松 潔 : ヒト精子DNA断片化のパターンと精液所見, 第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講

演会 プログラム, 1, 2006.(第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講演会, 千葉市) (1)栃木県,(2)市病・泌尿科 

 

11. 兼子 智, 中川博之, 宮地系典 (1), 谷垣伸治, 岡崎雅子, 吉田丈児, 遠山裕一 (2), 丸茂 健 (1), 高松 潔,

石川博通(1) : ICSIに供する精子のquality control, 第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講演会 プログラム, 1, 

2006.(第 7 回千葉リプロダクション研究会・学術講演会, 千葉市) (1)市病・泌尿科,(2)千葉県 

 

12. 高松 潔 : 更年期障害治療のトレンド－愁訴の実態と治療法の選択, 第 10 回女性の加齢と健康医学研究会 プロ

グラム, 2006.(第 10 回女性の加齢と健康医学研究会, 徳島市) 

 

13. 高松 潔, 牧田和也(1), 飯岡由紀子(2), 野口裕子(3), 下川理世, 谷垣伸治, 冨永英一郎, 岸 郁子, 中川博之 : 

更年期障害患者における不安と抑うつに対する漢方療法の有効性の検討, 第 35 回日本女性心身医学会学術

集会 プログラム・抄録集, 135, 2006.(第 35 回日本女性心身医学会学術集会, さいたま市) (1)埼玉県,(2)聖路加看護

大,(3)市病・看護部 

 

14. 谷垣伸治, 前田千賀子(1), 入生田順子(1), 一原清子(1), 響谷順子(1), 高松 潔, 芝野勝成(2) : 清拭タオルの管理に

おける精油導入の効果, 日本アロマセラピー学会誌 5(2), 73, 2006.(第 9 回日本アロマセラピー学会総会, さいたま

市) (1)市病・看護部,(2)ハイパープランツ 

 

15. Takamatsu,K., Ushiroyama,T.(1), Honjyo,H.(2) : Female climacteric medicine and psychotherapy inclusive of Buddhist 

psychology., 2006 International Congress of Psychotherapy in Japan Progrum & Abstracts, 84, 2006.(2006 

International Congress of Psychotherapy in Japan, Tokyo,Japan) (1)藍野短大・看,(2)京都府立医大・医・女性生涯医科 

 

16. 谷垣伸治 : 腹部超音波検査；専門医に聞きたいポイント 2006, 日本超音波医学会 関東甲信越地方会 第 18 回

学術集会 抄録集, 12, 2006.(日本超音波医学会 関東甲信越地方会 第 18 回学術集会, 東京) 

 

  



17. 杉山重里, 谷垣伸治, 高橋香織, 小林佑介, 下川理世, 石川光也, 冨永英一郎, 中川博之, 吉田丈児,

山本賢司(1), 高松 潔 : 産科開業医における胎児初期超音波スクリーニング検査の有用性, 日本超音波医学

会 関東甲信越地方会 第 18 回学術集会 抄録集, 67, 2006.(日本超音波医学会 関東甲信越地方会 第 18 回学術集

会, 東京) (1)市病・放科 

 

18. 石川博通(1), 宮地系典(1), 中川博之, 高松 潔, 谷垣伸治, 岡崎雅子, 吉田丈児, 兼子 智, 丸茂 健(1) : 治療前

精子凍結保存とその問題点, 日生殖医会誌 51(4), 195, 2006.(第 51 回日本生殖医学会総会・学術講演会, 大阪市) 

(1)市病・泌尿科 

 

19. 黒田優佳子(1), 兼子 智, 高松 潔 : 運動精子の回収率向上を目的としたswim side arrayの開発, 日生殖医会誌 

51(4), 196, 2006.(第 51 回日本生殖医学会総会・学術講演会, 大阪市) (1)東京都 

 

20. 兼子 智, 中川博之, 宮地系典 (1), 谷垣伸治, 岡崎雅子, 石川博通 (1), 吉田丈児, 丸茂 健 (1), 高松 潔,

斉藤 優(2) : 配偶子のquality control-ICSI における穿刺精子の選択, 日生殖医会誌 51(4), 196, 2006.(第 51 回

日本生殖医学会総会・学術講演会, 大阪市) (1)市病・泌尿科,(2)神奈川県 

 

21. 郡山純子(1), 兼子 智, 中川博之, 宮地系典(2), 谷垣伸治, 岡崎雅子, 吉田丈児, 郡山 智(1), 石川博通(2),

丸茂 健(2), 高松 潔 : ヒト精子核に見いだされるDNA断片のパターン解析, 日生殖医会誌 51(4), 197, 

2006.(第 51 回日本生殖医学会総会・学術講演会, 大阪市) (1)栃木県,(2)市病・泌尿科 
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11．眼 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教   授 島崎  潤 眼表面疾患の治療，角膜移植，ドライアイ，再生角膜 

講  師 川北 哲也 眼表面疾患の治療，角膜移植，人工角膜 

 佐竹 良之 眼表面疾患の治療，角膜移植，眼アレルギー 

助  手 田  聖花 ドライアイ，角膜移植 

 川島 素子 眼表面疾患の治療，ドライアイ，角膜移植 

 井之川宗右 角膜手術 

病院助手  富田真智子 角膜手術 

臨床専修医  山本 祐介 角膜手術 

 重安 千花 角膜手術 

  

2．成果の概要 

1)ドライアイの病因検索 

 ドライアイの病因と眼表面ムチンの発現との関連を検討した。本年度は目標であった、ドライアイ患

者から採取した角結膜上皮中に発現するMUC5AC と MUC4 蛋白の免疫染色と蛋白量の測定をおこなうこと

ができた。ドライアイを以下の4型に分けて検討した。①涙液減少（-）かつ角結膜上皮障害（-）（n=14）、

②涙液減少（-）かつ角結膜上皮障害（＋）（n=５）、③涙液減少（＋）かつ角結膜上皮障害（-）(n=７)、

④涙液減少（＋）かつ角結膜上皮障害（＋）（n=14）。①～④群のすべてでコントロール群と比べて、結

膜上皮中の杯細胞密度の低下と角化細胞の増加がみられた。免疫染色でMUC5ACがみられなかった例は40

眼中11眼あり、④＞③＞①＞②の順に多かった。MUC4 は 5眼で染色されなかった。RT-PCR による蛋白

量はMUC5ACが①7.5μｇ、②83.6、③29.8、④8.0、MUC4が①88.6、②137.2μｇ、③94.3、④60.7であ

り各群でばらついたが、いずれもコントロール群より少なかった。これらの結果により蒸発亢進型ドラ

イアイでは少なくともMUC5ACとMUC4の分泌が正常人にくらべて減少していることが示唆された。 

 

2)角膜再生の基礎および臨床研究 

（１）新しい角膜上皮シートの開発 

 従来の羊膜を基質とする上皮シートに加え、基質を持たないフィブリンシートを用いた細胞シートを

作成し、従来のシートとの比較検討を行った。また、カイコ由来のフィブロインを用いた上皮シートの

開発にも着手している。 

（２）角膜上皮幹細胞ニッチに関する研究 

 N-cadherinが、輪部幹細胞の性質を維持する上でのニッチとして働いている可能性について検討した。

さらに、輪部に多く存在することが知られているメラノサイトについての同様の検討を行っている。 

（３）培養上皮シート移植後の病理学的検討 

 培養上皮シート移植を行った後に角膜移植を行った症例について、免疫組織学的検討を行い、半数以

上の例で、ドナー由来の上皮細胞が生存していることを確認した。 

（４）自己培養口腔粘膜上皮移植後の組織変化とバリアー機能 

 培養口腔粘膜上皮移植後の症例において、インプレッションサイトロジーによる口腔粘膜上皮細胞の



生存の確認を行うと共に、フルオレセインに対するバリアー機能の測定を経時的に行った。その結果、

口腔粘膜上皮の多くは、周辺よりホスト結膜上皮を混じり合う所見が見られ、そのバリアー機能は、正

常角結膜上皮に比べて不良であることが示された。 

（５）培養輪部上皮移植の予後と培養条件の関係 

 2種類の培養条件によって、培養輪部上皮移植の予後がどのように左右されるかを、当院で行った手術

例に対しレトロスペクティブに検討した。その結果、上皮細胞をある程度分化させて組織学的な

integrityを高めた上皮シートを用いた方が、角膜潰瘍や穿孔などの重篤な合併症を招きにくいことが明

らかとなった。 

 

3)角膜移植に関する臨床研究 

（１）ハイリスク角膜移植例に対する全身サイクロスポリン内服の有用性 

 再移植症例を中心に、術後に全身的サイクロスポリン内服が、拒絶反応抑制に効果があるかをプロス

ペクティブ、ランダマイズドスタディで検討した。現在のところ2群間で大きな差は認められておらず、

さらに経過観察中である。 

（２）角膜移植後の治療用ソフトコンタクトレンズの有用性 

 移植直後に治療用ソフトコンタクトレンズを装着させることが、疼痛の軽減、上皮化の促進の面で有

用であるかをプロスペクティブ、ランダマイズドスタディで検討中である。 

 

4)重症アレルギー性結膜炎における石垣状乳頭形成の解明 

   アレルギー炎症が遷延化すると眼瞼結膜に石垣状乳頭増殖を認め、高頻度に角膜上皮障害を併発する。 

この乳頭増殖形成の初期段階に乳白色の隆起病変「milky spot」を認めることから組織学的検討を行った。

その結果、石垣状乳頭と同様に多数の炎症細胞（マスト細胞、好酸球、T細胞、B細胞、抗原提示細胞）

の浸潤を認めたが、細胞外基質の増加ならびに線維芽細胞の増殖はほとんど認めなかった。このことから、

milky spot は眼瞼結膜のリモデルリングが起こる前段替えであることが示唆され、臨床的にこの所見を

確認された時点で積極的な治療を開始すべきと考えられる。 

 

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

佐竹 良之 再生表層角膜移植片の性状およびバリアー機能解析 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

田  聖花 非侵襲ムチン定量による眼表面評価法の確立 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

川北 哲也 シングルセルからの角膜培養上皮シートの作成 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

川北 哲也 角膜上皮細胞の生体外での未分化能維持の研究 厚生労働省 

 

4．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

島﨑  潤 2007.1.26 基本手技編：表層角膜移植（含む深層

表層角膜移植） 

第30回日本角膜手術学会 京都市 

島﨑  潤 2007.1.26 羊膜移植－疾患別治療戦略- 第30回日本角膜手術学会 京都市 



シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

島﨑  潤 2007.2.9 ケーススタディ 角膜移植の創傷治癒 第31回角膜カンファランス, 

第23回日本角膜移植学会 

宮崎市 

島﨑  潤 2007.2.17 角結膜小手術とドライアイ Ocular Surface Symposium 

in Tokyo 2006-2007 Step 

Over Vol.2 

東京 

川北 哲也 2006.7.11 角膜上皮幹細胞の表現型維持メカニズ

ムの解明と上皮細胞シートの臨床応用 

第27回炎症・再生医学会 東京 

佐竹 良之 2007.1.26 角膜穿孔と羊膜 第30回日本眼科手術学会 

シンポジウム 

京都市 

 

学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

島﨑  潤 2006.5.28 Layer-by-layer 

transplantation of the 

cornea.  

International symposium of 

advanced ophthalmology, Chung 

Gung Memorial Hospital 30th 

year anniversary 

Taipei, 

Taiwan 

島﨑  潤 2006.6.24 Recent advancement on ocular 

surface reconstruction. 

中華医学界九十五年度会員大会

学術検討会 

Taipei, 

Taiwan 

川北 哲也 2006.10.29 Epithelial Sheet Generated 

from Single Murine Corneal 

Epithelial Cell. 

XVII International Congress 

of Eye Research 

Buenos 

Aires, 

Argentina

川北 哲也 2007.2. 9 ケラトサイトがin vitro で表

現系を維持し、増殖するメカニ

ズムの解明 

第31回角膜カンファランス, 

第23回日本角膜移植学会 （第

4回日本角膜学会学術奨励賞受

賞記念講演） 

宮崎市 

 

5．教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

島﨑  潤 2006.4.8 日常よく遭遇する角結膜疾患の

診断と治療 

第3回熊本眼疾患研究会.   

第1回熊本眼疾患フォーラム 

熊本市 

島﨑  潤 2006.7.28 日常よく遭遇する角結膜疾患の

診断と治療 

第2回武庫川眼科アカデミー 西宮市 

島﨑  潤 2006.7.30 ドライアイアップデート～ドラ

イアイ治療の進め方. 角結膜疾

患の新しい治療法～マイボーム

腺機能不全. 羊膜移植. 

ドライアイ研究会主催講習会 

クオリティアップセミナー2006 

in Tokyo 

東京 

島﨑  潤 2006.8.5 ドライアイとその類縁疾患 第2回弘前大学眼科セミナー 弘前市 



講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

島﨑  潤 2006.10.12 日常診療に役立つ角結膜疾患の

知識 

第7回神奈川県眼科学術講演会 横浜市 

島﨑  潤 2006.10.22 ドライアイとその類縁疾患 山形県眼科医会集談会 山形市 

島﨑  潤 2006.11.4 オキュラーサーフェス 近の

進歩 

東海Ocular Surface Symposium 名古屋市

島﨑  潤 2006.11.7 身近なオキュラーサーフェス疾患 千代田区眼科医会11月例会 東京 

島﨑  潤 2007.1.13 ドライアイと類縁疾患 第１回横浜 Ocular Surface 

Symposium 

横浜市 

島﨑  潤 2007.1.21 ドライアイと類縁疾患 茨城県眼科医会学術講演会 水戸市 

島﨑  潤 2007.2.9 ケーススタディ 角膜移植の創

傷治癒 

第 31 回角膜カンファランス 

ランチョンセミナー 

宮崎市 

佐竹 良之 2006.9.10 アレルギー牲結膜炎の発症機序

とその治療 

埼玉県眼科医会学術講演会 さいたま

市 

佐竹 良之 2006.10.5 インストラクションコース：ア

トピー性角結膜炎の治療 

第60回日本臨床眼科学会 京都市 

佐竹 良之 2006.11.6 アレルギーのメカニズムとその

治療法 

南房総地区学術講演会 市原市 

佐竹 良之 2007.1.25 眼アレルギー、その症状と治療 葛南地区眼科勉強会 浦安市 

田  聖花 2006.10.5 インストラクションコース：涙点プ

ラグの実際「涙点プラグの合併症」 

第60回日本臨床眼科学会 京都市 

 



論      文 

 

 1. 伊藤志奈, 村戸ドール, 島崎 潤 : 角結膜上皮内癌における治療法選択とその効果, あたらしい眼科 23(7), 937

～942, 2006. 原著 脳科学研 

 

 2. Suzuki,S., Goto,E.(1), Dogru,M.(2), Kato,N., Matsumoto,Y.(2), Hara,Y.(3), Fujishima,H.(4), Tsubota,K.(2) : Tear film lipid 

layer alterations in allergic conjunctivitis, Cornea 25(3), 277～280, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi 

Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(3)栃木県,(4)Dept. of Ophthalmology. Mita Hospital 

 

 3. Shimmura, S.(1), Miyashita,H.(1), Higa,K., Yoshida,S., Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Proteomic analysis of soluble 

factors secreted by limbal fibroblasts, Mol Vis 11(12), 478～484, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 4. Maruyama-Hosoi,F.(1), Shimazaki,J., Shimmura, S.(2), Tsubota,K.(2) : Changes observed in keratolimbal allograft, 

Cornea 25(4), 377～382, 2006. 原著 脳科学研 (1)杏林大・眼,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 5. Ishida,K.(1), Matsumoto,Y.(2), Goto,E.(3), Ishioka,M.(4), Kojima,T.(5), Saiki,M.(2), Tsubota,K.(2) : Strip meniscometry:  

a new and simple method of tear meniscus evaluation, Invest Ophthalmol Vis Sci 47(5), 1895～1901, 2006. 原著 

(1)Maruishi Kasei Research (E ， P),(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(3)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi 

Univ.,(4)Ryogoku Eye Clinic,(5)慶大・医・眼 

 

 6. Uchino,Y., Goto,E.(1), Takano,Y.(2), Dogru,M.(2), Shinozaki,N.(3), Shimmura, S.(2), Yagi,Y., Tsubota,K.(2) : Long-term 

bullous keratopathy is associated with peripheral conjunctivalization and limbal deficiency, Ophthalmology 113(7), 

1098～1101, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(3)市病・角膜セ

ンター 

 

 7. Matsumoto,Y.(1), Dogru,M.(1), Goto,E.(2), Ishida,R.(3), Kojima,T.(4), Onguchi,T., Yagi,Y., Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : 

Efficacy of a new warm moist air device on tear functions of patients with simple meibomian gland dysfunction, 

Cornea 25(6), 644～650, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi 

Univ.,(3)静岡県,(4)社保中京病院・眼 

 

 8. Higa,K., Shimmura, S.(1), Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Ocular surface epithelial cells up-regulate HLA-G when 

expanded in vitro on amniotic membrane substrates, Cornea 25(6), 715～721, 2006. 原著 脳科学研 (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 9. Den,S., Shimizu,K.(1), Ikeda,T.(1), Tsubota,K.(2), Shimmura,S.(2), Shimazaki,J. : Association between meibomian gland 

changes and aging, sex, or tear function, Cornea 25(7), 651～655, 2006. 原著 (1)大阪医大・眼,(2)慶大・医・眼 

 

10. Den,S., Murat,D.(1), Kato,N.(1), Shimmura,S.(1), Shimazaki,J. : Disseminated keratoconjunctival epitheliopathy in a 

patient with systemic lupus erythematosus, Ophthalmology 90(8), 1068～1070, 2006. 原著 (1)慶大・医・眼 

 

11. Goto,E.(1), Dogru,M.(2), Fukagawa,K., Uchino,M.(3), Matsumoto,Y.(2), Saiki,M.(2), Tsubota,K.(2) : Successful tear lipid 

layer treatment for refractory dry eye in office workers by low-dose lipid application on the full-length eyelid 

margin, Am J Ophthalmol 142(2), 264～270, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ.,(2)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ.,(3)慶大・医・眼 

 

  



12. Kawashima,M., Kawakita,T., Den,S., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Comparison of deep lamellar 

keratoplasty and penetrating keratoplasty for lattice and macular corneal dystrophies, Am J Opthalmol 142(8), 

304～309, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

13. Tomita,M., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Dacryoadenitis associated with acanthamoeba keratitis, 

Arch Ophthalmol 124(9), 1239～1242, 2006. 原著 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

14. Yoshida,S., Shimmura, S.(1), Kawakita,T., Miyashita,H.(1), Den,S., Shimazaki,J., Tsubota,K.(1) : Cytokeratin 15 can be 

used to identify the limbal phenotype in normal and diseased ocular surfaces., Invest Ophthalmol Vis Sci 47(11), 

4780～4786, 2006. 原著 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

15. Higa,K., Shimmura, S.(1), Kato,N., Miyashita,H.(1), Kawakita,T., Itabashi,Y.(2), Fukuda,K.(3), Shimazaki,J., 

Tsubota,K.(1) : Proliferation and differentiation of transplantable rabbit epithelial sheets engineered with or 

without an amniotic membrane carrier, Invest Ophthalmol Vis Sci 48(2), 597～604, 2007. 原著 (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ.,(2)市病・循環器科,(3)慶大・医・循環器 

 

16. 坪田一男(1), 吉田悟(2), 比嘉一成, 川北哲也, 佐竹良之, 田聖花, 冨田真智子, 島崎 潤 : 角結膜上皮内癌に

おける治療法選択とその効果, 日眼会誌 111(3), 193～205, 2007. 原著 (1)慶応大・医・眼,(2)市病・角膜センター 

 

解      説 

 

 1. Shimmura, S.(1), Kawakita,T. : Accessory cell populations in the cornea, Ocul Surf 4(2), 74～80, 2006. (1)Dept. of 

Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 2. 田 聖花 : ヘルペス眼瞼炎, あたらしい眼科 23(7), 885～886, 2006. 

 

 3. 川北哲也, 榛村重人(1) : ステムセルはエイジングする, あたらしい眼科 23(10), 1251～1254, 2006. (1)慶應大・医・眼

科 

 

 4. 御宮知達也, 島崎 潤 : 角膜輪部移植術の適応と術後管理, 臨床眼科 60(11), 210～215, 2006. 

 

 5. 冨田真智子 : 白内障同時手術の適応と術式選択, 臨床眼科 60(11), 250～253, 2006. 

 

 6. 川島素子, 島崎 潤 : 角膜移植術後眼の白内障手術における屈折度数の決定, IOL&RS 20(4), 338～339, 2006. 

 

 7. 大本雅弘, 榛村重人(1) : 角膜移植の新しい術式, 日本の眼科 77(10), 1251～18, 2006. (1)慶大・医・眼 

 

 8. 島崎 潤 : 臨床各領域の動向 2006-2007, 治療 89(1), 116～120, 2007. 

 

 9. 島崎 潤 : 2006 年ドライアイ診断基準, あたらしい眼科 24(2), 181～184, 2007. 

 

10. 山本祐介, 島崎 潤 : マイボーム腺機能不全について教えてください, あたらしい眼科 23, 23～25, 2007. 

 

 

 

  



単行図書 

 

 1. 佐竹良之(a), 川北哲也(b): 著分担 :Q&A でわかるアレルギー疾患 (a)アトピー性角結膜炎と春季カタルはちがう

のですか？ 107～108 頁,(b)アトピー性眼瞼炎の治療とは？ 124～125 頁, 丹水社, 東京, 2006. 

 

 2. 島崎 潤(a),佐竹良之(b): 著分担 :眼科プラクティス 屈折矯正完全版 (a)角膜移植術後の屈折矯正 148～151

頁,(b)角膜移植トリプル手術の眼内レンズの度数決定法 156 頁, 文光堂, 東京, 2006. 

 

 3. 川北哲也(a),坪田一男(1): 著分担 :アンチエイジング医学 (a)眼の老化 100～104 頁, 診断と治療社, 東京, 2006. 

(1)慶応大・医・眼 

 

 4. 重安千花: 著分担 :眼科のくすりまるわかりブック (a)かび感染の治療に使う薬 122～136 頁, メディカ出版, 東京, 

2006. 

 

 5. 島崎 潤(a), 田 聖花(b), 冨田真智子, 佐竹良之, 川島素子 : 著分担 :眼科プラクティス 角膜外科のエッセンス 

(a)翼状片手術 68～75 頁,(b)角膜抜糸 36～39 頁,(c)眼球摘出からドナープレパレーションまで 98～103 頁, 

(d)全層角膜移植術後のステロイドは継続すべきか？ １）YES 104～105 頁,(e)スリットランプによる角膜基本調査 

256～250 頁, 文光堂, 東京, 2007. RI 研 脳科学研 

 

 6. 島崎 潤(a): 著分担 :今日の治療指針 私はこう治療している (a)ドライアイ 1014～1015 頁, 医学書院, 東京, 

2007. 

 

調査報告 

 

 1. 島崎 潤(a): ポピドンヨード製剤研究班 研究成果報告書 (a)眼科手術 83～85 頁, NPO 法人バイオメディカルサイ

エンス研究会（バムサ） ポピドンヨード製剤研究班, 2007. 

 

その他 

 

 1. 坪田一男 : バイオベンチャー研究開発拠点整備事業による再生角膜の作製および移植に関する研究, 歯科学

報 106(3), 8～9, 2006. 

 

 2. 石 川 達 也 (1) , 榛 村 重 人 , 島 崎  潤 , 比 嘉 一 成 , 宮 下 英 之 , 篠 崎 尚 史 (2) , 深 川 和 己 , 吉 田 悟 ,   

斉藤一郎(3),藤島浩, 高野洋之, 川口竜二(4), 坪田一男 : 人工角膜の構築と免疫学的研究, 歯科学報 106(3), 

8～9, 2006. (1)東歯大・口腔科学研究センター,(2)市病・角膜センター,(3)鶴見大・歯・口腔病理,(4)㈱エスアールエル 

 

 3. 島崎 潤, 松久保 隆(1), 眞木吉信(1), 坪田一男(2), 樋口明弘, 山根源之(3) : 生理的物質を応用したドライマウス治

療薬の開発, 歯科学報 106(3), 43～45, 2006. 脳科学研 (1)衛生,(2)慶大・医・眼,(3)市病・オーラルメディシン 

 

学会抄録 

 

 1. 川北哲也, S.Tseng(1), 比嘉一成, 宮下英之(2), 榛村重人(2), 坪田一男(2), 島崎 潤 : マウス角膜上皮未分化細胞

分離培養法の確立, 日眼会誌 110(臨増), 156, 2006.(第 110 回日本眼科学会総会, 大阪市) (1)オキュラーサーフェス

センター、マイアミ,(2)慶大・医・眼 

 

  



 2. 内野裕一, 島崎 潤, 内野美樹(1) : Laser Iridotomy後に生じた水疱性角膜症に対する全層角膜移植術の成績,  

日眼会誌 110(臨増), 158, 2006.(第 110 回日本眼科学会総会, 大阪市) 脳科学研 (1)慶大・医・眼 

 

 3. 榛村重人(1), 比嘉一成, 吉田悟, 川北哲也, 島崎 潤, 坪田一男(1) : 角膜上皮未分化細胞を用いたマウス培養上

皮シート移植実験系の開発, 日眼会誌 110(臨増), 161, 2006.(第 110 回日本眼科学会総会, 大阪市) (1)慶大・医・眼 

 

 4. 大本雅弘, 田聖花, 榛村重人(1), 坪田一男(1), 島崎 潤 : 角膜移植ハイリスク症例に対するシクロスポリン全身投

与の効果, 日眼会誌 110(臨増), 213, 2006.(第 110 回日本眼科学会総会, 大阪市) (1)慶大・医・眼 

 

 5. Hara,S.(1), Kojima,T.(1), Shimazaki,J., Ichikawa,K.(1), Goto,E.(2), Dogru,M.(3), Tsubota,K.(3) : The evaluation of efficacy 

of surgery for conjunctivochalasis using “tear stability analysis system (TSAS)”, Program Summary Book 2006 

ARVO Annual Meeting, 11, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, 

U.S.A.) (1)社保中京病院・眼,(2)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ.,(3)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 6. Onguchi,T., Kobayashi, J.(1), Adan Sato,E.(2), Kawakita,T., Goto,E.(3), Uchino,M.(2), Uchino,Y., Dogru,M.(4), 

Shimazaki,J., Tsubota,K.(4) : Tear film alterations with a new eyewarmer device “the orgahexafiber mask”: 

implications for the treatment of meibomian gland dysfunction (MGD), Program Summary Book 2006 ARVO 

Annual Meeting, 13, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.)  

(1)慶大･医・眼,(2)慶大・医・眼,(3)Dept. of Ophthalmology. Tsurumi Univ.,(4)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 7. Kawakita,T., Hornia,A., Shimmura, S.(1), Higa,K., Miyashita,H.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J., Tseng,S.C.(2) : Corneal 

epithelial sheet equivalent generated from a single murine corneal/limbal epithelial progenitor cell, Program 

Summary Book 2006 ARVO Annual Meeting, 53, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort 

Lauderdale, Florida, U.S.A.) 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)Tissue Tech， and Ocular Surface Center 

 

 8. Den,S., Omoto,M., Ishioka,M.(1), Shimmura, S.(2), Tsubota,K.(2), Shimazaki,J. : Prospective, randomized study on 

efficacy of systemic cyclosporine A in high-risk corneal transplantation, Program Summary Book 2006 ARVO 

Annual Meeting, 61, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) 

(1)Ryogoku Eye Clinic,(2)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

 9. Shimmura, S.(1), Miyashita,H.(1), Yoshida,S., Shimazaki,J., Tsubota,K. : The use of keratocyte progenitors as feeder 

cells for epithelial sheet cultivation, Program Summary Book 2006 ARVO Annual Meeting, 129, 2006.(The 

Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. 

Keio Univ. 

 

10. Yoshida,S., Shimmura, S.(1), Matasuzaki,Y.(2), Shimazaki,J., Okano,H.(2), Tsubota,K.(1) : Multipotent cornea stromal 

precursors are of neural crest origin and not the bone marrow, Program Summary Book 2006 ARVO Annual 

Meeting, 144, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) 脳科学

研 (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ.,(2)慶大・医・眼 

 

11. Tomita,M., Shimmura, S.(1), Satake,Y., Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Post-keratoplasty atopic sclerokeratitis, 

Program Summary Book 2006 ARVO Annual Meeting, 171, 2006.(The Associated for Research in Vision and 

Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

  



12. Shimazaki,J., Satake,Y., Kawashima,M., Higa,K., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1) : Outcome of cultivated oral mucosal 

epithelial transplantation in severe bilateral ocular surface disorders., Program Summary Book 2006 ARVO 

Annual Meeting, 186, 2006.(The Associated for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.) 

(1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

13. 川島素子, 望月弘嗣(1), 羽藤 晋(2), 島崎 潤, 山田昌和(2) : ALTK後に実質型拒絶反応を生じた 1 例, 第 40 回日

本眼炎症学会 総会プログラム, 2006.(第 40 回日本眼炎症学会, 米子市) (1)東京都,(2)東京医療センター・眼 

 

14. 佐竹良之, 比嘉一成, 榛村重人(1), 坪田一男(1), 島崎 潤 : 培養口腔粘膜上皮シートを用いた眼表面再建の術

後成績, 第 27 回日本炎症・再生医学会 抄録集, 2006.(第 27 回日本炎症・再生医学会, 東京) (1)慶大・医・眼 

 

15. 宮下英之(1), 榛村重人(1), 比嘉一成, 吉田 悟, 坪田一男(1) : マウス角膜実質組織幹細胞のフィーダー細胞として

の応用, 第 27 回日本炎症・再生医学会 抄録集, 2006.(第 27 回日本炎症・再生医学会, 東京) (1)慶大・医・眼 

 

16. 井之川宗右, 冨田真智子, 島崎 潤 : 角膜ぶどう腫に対する治療的強角膜全層移植, 第 248 回千葉県眼科集談

会 プログラム・抄録集, 2, 2006.(第 248 回千葉県眼科集談会, 千葉市) 

 

17. 冨田真智子, 井之川宗右, 島崎 潤 : 化学実験中の爆発事故による角膜アルカリ外傷の 1 例, 第 248 回千葉県

眼科集談会 プログラム・抄録集, 2, 2006.(第 248 回千葉県眼科集談会, 千葉市) 

 

18. 冨田真智子, 田聖花, 井之川宗右, 川島素子, 島崎 潤 : 重症淋菌性角結膜炎による角膜穿孔に対する治療的

角膜移植術, 第 60 回日本臨床眼科学会, 53, 2006.(第 60 回日本臨床眼科学会, 京都市) 

 

19. 川北哲也, 榛村重人(1), 吉田悟, 宮下英之(1), 田聖花, 坪田一男(1), 島崎 潤 : ザルツマン角膜変性症の上皮表

現型の解析, 第 60 回日本臨床眼科学会, 56, 2006.(第 60 回日本臨床眼科学会, 京都市) (1)慶大・医・眼 

 

20. 川島素子, 川北哲也, 田 聖花, 榛村重人(1), 島崎 潤 : 角膜移植後白内障手術の屈折ずれの原因, 第 60 回日

本臨床眼科学会, 82, 2006.(第 60 回日本臨床眼科学会, 京都市) (1)慶大・医・眼 

 

21. Kawakita,T., Kawashima,M., Satake,Y., Higa,K., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Optical Keratoplasty 

following Cultivated Limbal Epithelial Transplantation:clinical outcome and phenotypic study, AAO APAO 2006 

LAS VEGAS Final Program , 119, 2006.(110th American Academy of Ophthalmology Annual Meeting 2006, Buenos Aires, 

Argentina) (1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

22. Kawashima,M., Kawakita,T., Satake,Y., Higa,K., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Clinical outcome and 

Phenotype of Epithelium after Cultivated Limbal Epithelial Transplantation, XVII International Congress of Eye 

Research Program & Abstract Book, 106, 2006.(XVII International Congress of Eye Research, Buenos Aires, Argentina) 

(1)Dept. of Ophthalmology. Keio Univ. 

 

23. Tomita,M., Shimmura, S.(1), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Sclerokeratitis following keratoplasty in keratoconus 

patients with severe atopic dermatitis, XVII International Congress of Eye Research Program & Abstract Book, 

119, 2006.(XVII International Congress of Eye Research, Buenos Aires, Argentina) 脳科学研 (1)Dept. of Ophthalmology. 

Keio Univ. 

 

  



24. 冨田真智子, 井之川宗右, 榛村重人(1), 島崎 潤 : 角膜内皮移植術の工夫～DLEK用剪刀の試作と前房メインテ

ナー使用下の移植片挿入, 眼科手術 20, 117, 2007.(第 30 回日本眼科手術学会総会, 京都市) (1)慶大・医・眼 

 

25. 川島素子, 田 聖花, 重安千花, 井之川宗右, 島崎 潤 : 角膜移植術後の外傷性創離開, 第 31 回角膜カンファ

ランス, 第 23 回日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 62, 2007.(第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移

植学会, 宮崎市) 

 

26. 川北哲也, 榛村重人(1), 坪田一男(1), 島崎 潤, ツェンシェファー(2) : マウス角膜上皮由来細胞における上皮間葉

系移行のメカニズムの解析, 第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 72, 

2007.(第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会, 宮崎市) 脳科学研 (1)慶大・医・眼,(2)オキュラーサーフェス

センター 

 

27. 佐竹良之, 五十嵐安弥子, 鯨 昭子, 岡田直子 (1) , 田中まり(1) , 高野洋之 (1) , 深川和己 (1) , 村戸ドール(2) ,

島崎 潤, 藤島 浩(3) : アトピー性角結膜炎/春季カタル患者における「milky spot」の組織学的検討, 第 31 回角

膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 91, 2007.(第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回

日本角膜移植学会, 宮崎市) (1)慶大・医・眼,(2)慶大・医・眼光学,(3)国際医療福祉大・眼 

 

28. 冨田真智子, 榛村重人(1), 井之川宗右, 坪田一男(1), 島崎 潤 : 深層表層角膜移植術と全層角膜移植術の術後

屈折, 第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 109, 2007.(第 31 回角膜カン

ファランス, 第 23 回日本角膜移植学会, 宮崎市) 脳科学研 (1)慶大・医・眼 

 

29. 山本祐介, 浅水健志(1), 松岡博司(2), 篠崎尚史(1), 島崎 潤 : 海外ドナー角膜の手術当日における角膜内皮細胞

密度の検討, 第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 112, 2007.(第 31 回

角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会, 宮崎市) 脳科学研 (1)市病・角膜センター,(2)角膜センター 

 

30. 重安千花, 井之川宗右, 島崎 潤 : 高濃度消毒薬による角膜障害の 3 例, 第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回

日本角膜移植学会 プログラム・抄録集, 115, 2007.(第 31 回角膜カンファランス, 第 23 回日本角膜移植学会, 宮崎市) 

脳科学研 

 

31. 川北哲也, 榛村重人(1), 比嘉一成, 吉田 悟, 坪田一男(1), 島崎 潤 : マウス角膜/輪部上皮細胞株からの移植可

能な上皮シート作成, 再生医療 6, 198, 2007.(第 6 回日本再生医療学会総会, 横浜市) (1)慶大・医・眼 

 

32. 重安千花, 川島素子, 島崎 潤 : 良好な経過が得られた竹による角膜深層異物の一例, 第 249 回千葉県眼科集

談会 プログラム・抄録集, 2, 2007.(第 248 回千葉県眼科集談会, 千葉市) 

 

33. 井之川宗右, 重安千花, 島崎 潤 : 角膜ブドウ腫に対する治療的強角膜全層移植, 第 249 回千葉県眼科集談会 

プログラム・抄録集, 2, 2007.(第 248 回千葉県眼科集談会, 千葉市) 脳科学研 

 

 

 

  



12．耳 鼻 咽 喉 科 
 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授  中島 庸也   慢性副鼻腔炎の病態と治療について（A98-0690-1） 

             睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（A99-0690-1） 

助 手  大櫛 哲史   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、嗅覚に対するMEGおよびEEG応答（A00-0690-1） 

     吉田 正弘   慢性副鼻腔炎の病態と治療について（A98-0690-1） 

 

2. 成果の概要 

１) 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（A98-0690-1） 

 当院ではアレルギー性副鼻腔真菌症（Allergic Fungal Sinusitis、以下AFSと略す）、慢性副鼻腔

炎の再手術例、内視鏡下鼻内手術による眼窩底骨折整復術および好酸球性副鼻腔炎に対する内服治療

および手術加療などについて検討を行っている。副鼻腔真菌症はその感染型や進展速度により１）急

性浸潤型副鼻腔真菌症、２）亜急性浸潤型副鼻腔真菌症、３）慢性副鼻腔真菌症、４）AFS に分類

できる。このうちAFS は 1983年に Katzensteinらにより新しいタイプの真菌症として報告されて以

来、欧米を中心に近年注目を浴びている。AFS は従来の感染型の副鼻腔炎とは異なり、真菌に対する

Ⅰ型アレルギーを病態とするといわれている。一般的に難治性の慢性副鼻腔炎であり、手術後も再発

例は多く、ステロイド依存性に鼻ポリープは縮小する傾向にある。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Oral Appliance(OA)、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OA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OA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、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。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

 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 

中島 庸也 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ

Ⅲ「歯学部学生のための医学教育－総合病院の

-特色を生かした歯科医学教育－」 

委員 千葉市 

 

  



論      文 

 

 1. 長友真理子(1), 大櫛哲史, 中島庸也 : インフルエンザ流行期に喉頭浮腫を呈した 10 症例, 日耳鼻感染症研会誌 

24(1), 152～156, 2006. 原著 (1)東京慈恵医大・附属柏病院・耳鼻咽喉科 

 

 2. 塚本裕介(1), 山根源之(1), 中島庸也, 大櫛哲史 : 当院における睡眠時無呼吸低呼吸症候群に対する口腔内装

置による治療の現状, 歯科学報 106(3), 236～242, 2006. 原著 A99－0690-1 (1)市病・オーラルメディシン 

 

解      説 

 

 1. 豊田圭子(1), 中島庸也 : 【頭頸部の解剖と病変】 下咽頭・喉頭, 臨放 51(4), 497～513, 2006. (1)亀田メディカルセ

ンター 放射線科 

 

 2. 中島庸也, 大櫛哲史, 吉田正弘 : 【耳科画像診断マニュアル】 壊死性外耳道炎, ENTONI(61), 13～19, 2006. 

 

その他 

 

 1. 大櫛哲史, 中島庸也 : CASE 3 慢性副鼻腔炎, ENTer 2, 8～9, 2007. 

 

学会抄録 

 

 1. 大櫛哲史, 中島庸也, 松脇由典(1), 飯村慈郎(1), 新谷益朗(2), 外池光雄(3), 三分一史和(3) : ヒト聴覚誘発MEGおよ

び嗅覚誘発MEGの検討, 平成 18 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, 12～13, 2007.(平成 18 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) HRC6A05 脳科学研 (1)

慈恵医大・耳鼻科,(2)脳科学研究施設,(3)千葉大・工・メディカルシステム工学 

 

 

 

  



13．皮 膚 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 高橋 慎一 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）

助教授 田中 一郎 コンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析システムの開発と臨床応

用 (文科省科研費17591877, A07-0710-2, A07-0710-3, A07-0710-4) 
顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

（A07-0710-6, A07-0710-3） 

頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証

（A07-0710-8） 

講 師 川島 淳子 イオンスチーマーによるアンチエイジング効果の客観的評価、判定 

ソノフォレシスを用いたビタミンC導入による美白効果 

老人性色素斑無反射画像の自動定量ならびに治療と化粧によるQOL評価改善 

  

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） 

 歯科治療に使用される補綴物の成分金属に対するアレルギーにより各種皮膚粘膜疾患が誘発される。こ

れを歯科金属疹とも呼ぶ。これまでの研究により、ニッケル、コバルト、クロムの他にパラジウム、金、

水銀などで異汗性湿疹、扁平苔癬、掌蹠膿疱症、偽アトピー性皮膚炎などが誘発されることがあると報告

されている。これまで、我々は、歯科金属疹が疑われる症例において、金属シリーズパッチテスト、リン

パ球幼若化試験、歯科金属分析を行ってきた。アレルギー検査で強陽性の場合（両者が）、アレルギーの金

属が補綴物に含まれる場合は、歯科金属除去で高率に軽快させることができる。また歯科治療中の発症や

パッチテストによる皮疹増悪（flare up）は歯科金属疹であることを強く示唆する。逆に、弱陽性の場合

は歯科金属疹である可能性が低い。従って、パッチテスト陽性でも必ずしも原因金属とは限ら無いことを

患者さんにあらかじめ注意する必要がある。 

皮膚診療 28(Suppl)，69～74, 2006. 

  

  2）コンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析システムの開発と臨床応用(文科省科研費17591877, 

A07-0710-2, A07-0710-3, A07-0710-4) 

顔面神経麻痺などの表情運動障害に対する診断や筋移植術などの治療効果の評価を目的として、ビデオ

撮影画像をもとに、Optical Flow を利用したコンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析システム

を慶応大学工学部と共同で開発してきたが、三次元的な定量的評価法として本システムを改良し、臨床応

用や検証を行なった。 

顔表情マルチビュー解析による顔面神経麻痺の診断、Facial Nerve Research 26, 61-63 , 2006  

Computer based three-dimensional analysis of facial movement by optical flow , 16th Japan China 

Joint Meeting of Plastic and Reconstructive Surgery, (Invited lecture) , Abstract, 26,2006 

「顔表情マルチビユー解析による顔面神経麻痺治療の三次元的・定量的評価」第13回日本形成外科学会

基礎集会 学会抄録, 93,2006 

歯科学報106(5), 441, 2006. 



3）顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証（A07-0710-6, A07-0710-3） 

Ａ）２分割腹直筋を利用した、神経血管柄付き筋肉移植による口唇の動的再建術式の開発 

陳旧性顔面神経麻痺に対して神経血管柄付き筋肉移植による口唇の動的再建などが行なわれているが、

従来の方法では移植筋は口唇の挙上を目的として、患側口唇・鼻唇溝部と頬骨弓や側頭部間の頬部皮下に

移植されており、本手術のみでは麻痺側の下口唇が口唇運動時に健側に引かれる状態は残存し、対称性の

ある口唇運動は獲得できず、また複雑な口唇運動に対しては単一方向の運動しか望めない。そこで、各々

の筋体に健側顔面神経の別の分枝による神経支配をさせた２分割腹直筋を利用して、口唇挙上と口唇下制

の異なった２方向への運動を、同時期・一期的に動的再建を行なう術式を考案し臨床応用を行なった。本

術式の有用性や問題点などにつき、術後の筋電図検査や、開発した表情運動の定量的動的解析システムを

利用して検討を行なった。 

形成外科49(4), 383～391, 2006.  

日マイクロ会誌 19(1),13～26, 2006  

 

Ｂ）顔面神経麻痺による「鰐の涙」に対するボツリヌストキシン治療 

 顔面神経麻痺の回復過程における神経の過誤支配による摂食時の流涙は「鰐の涙」として知られ、患者

の訴えは強いものの治療が難しい合併症の一つである。この合併症に対して、従来本邦では行なわれてい

ない、涙腺へのボツリヌストキシン局注により涙液分泌を抑制する治療法を行ない、良好な治療効果を得

た。治療法の有用性や問題点などにつき、涙液分泌量などの客観的評価を行い検討した。 

 Facial N Res Jpn 26,156～158, 2006． 

 

4）頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証（A07-0710-8） 

Ａ)パスツール処理自家骨と新鮮海綿骨を利用した下顎再建法の開発 

 パスツール処理自家骨移植術は、60-70℃の温熱処理により腫瘍細胞は死滅させるが骨誘導能は保持させ

るという骨移植法であるが、本法を下顎再建に応用し、遊離皮弁にパスツール処理自家骨と新鮮海綿骨を

利用した下顎再建法を考案して臨床応用を行ない、有用性や問題点などにつき検討した。 

 歯科学報106(5), 437, 2006. 

「パスツール処理自家骨と新鮮海綿骨を利用した下顎再建」, 第33日本マイクロサージャリー学会    

学会抄録，121, 2006 

Ｂ)下咽頭・頸部食道再建後の咽頭皮膚瘻,食道狭窄に対するシリコン製咽頭チューブを利用した管理

法の開発 

下咽頭・頸部食道再建後に縫合不全あるいは減圧の為に咽頭皮膚瘻を形成した症例に於いては、漏出す 

る唾液による創部汚染や瘻孔周囲の皮膚炎、頻繁なガーゼ交換の必要性、気管孔への漏出唾液の流入、上

部食道括約筋の機能不全による胃内容物の逆流による誤嚥性肺炎などの管理上の問題点を抱えている。こ

れらの問題に対する対策として、シリコン製咽頭チューブを使用する管理法を考案し臨床応用を行ない良

好な結果を得た。有用性や問題点などにつき検討した。 

 日本頭蓋顎顔面外科学会誌 22(2),137, 2006． 

 

5）イオンスチーマーによるアンチエイジング効果の客観的評価、判定 

人肌に最適な湿度は 50～70％とされる。冬に進行する肌の老化に対し、入浴、スチーマなどでの加湿が

有効であることは、経験的には明らかであったが、まだ実証されていなかった。 



動物実験ではイオンスチーマでの加湿により、コラーゲン産生能、角質水分量の上昇が確認されているが、 

人での客観的な効果判定は今のところなされていない。 

健常人女性12人のハーフフェイステストにより、角質水分量、表皮脂質量、皮膚弾性、顔皮膚画像解析、 

表皮形態の観察などの指標によりその客観的評価、判定を行い、アンチエイジングに有効であることを立証

する。現在、実験進行中。 

松下電工(株) スチーム式美顔器で加齢による肌の衰えの改善効果を皮膚科医と検証，News release ，

2005年9月13日，入手先(http://www.mew.co.jp/corp/news/0509/0509-8.htm) 

 

6）ソノフォレシスを用いたビタミンC導入による美白効果 

ソノフォレシスを用いたビタミンC導入による美白効果を、雀卵斑、肝斑、日光黒子を主訴とする女性 

64名のハーフフェイステストで検証。2ヶ月間、連日使用し、0, 2, 4および8週で計測。視診、患者満足

度と、ダーモスコピー・メラニンインデックスなどの機器で評価した。視診による改善は20/64で認められ、

他覚的にも改善効果が認められた。特に肝斑では12名中7名に有効であった。 

 日皮会誌116(9), 1350，2006. 

First congress of the International dermoscopy society April 27～29, 2006. 

 

7）老人性色素斑無反射画像の自動定量ならびに治療と化粧によるQOL評価改善 

女性の顔面に生じる老人性色素斑を，治療や化粧によって，その QOL の回復を図ることは社会的なニー

ズの高い重要な課題である。本研究では，定量的評価方法として、無反射画像をコンピュータで自動定量

し，また，QOLの指標としてSkindex16やDLQI（dermatological life quality index）などを用いて，患

者サイドの主観的病変評価を併せて行い，両者を比較検討する。 

治療は，ピーリング、液体窒素，レーザー、ハイドロキノンなどから選択。治療期間は３ヵ月内とし、

コンピュータによる客観的評価、患者による主観的評価、および医師による目視評価を比較。評価方法に

よる結果の違いを明確にすることを目的とする。モニター目標数60名。 
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14．泌 尿 器 科 
プロフィール 
１． 教室員と主研究テーマ 

教 授 畠   亮 

丸茂  健 

 

ホルモン治療施行中の前立腺癌患者における骨代謝の検討 

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

講 師 宮地 系典 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム（Ａ99-0730-1） 

助 手 松本真由子 

 

畠  憲一 

腎細胞癌におけるFTY720によるMitogen-activated protein kinase(MAPK)の

活性化と抗腫瘍効果 

経直腸的前立腺針生検における硬度計の応用 

  

2．成果の概要 

1) ホルモン治療施行中の前立腺癌患者における骨代謝の検討 

 前立腺癌に対する内分泌治療は、治療がもたらす慢性的なアンドロゲンの抑制は骨粗鬆症の原因となる

ことが知られている。ホルモン治療による前立腺癌患者の骨密度の変化を測定し、骨代謝に与える内分泌

治療の種類、治療期間、患者年齢、栄養状態との相関を求める。得られた結果を基に、骨粗鬆症の危険因

子をさぐるとともに、予防と治療の方法を確立して、前立腺癌患者のQOL維持と改善の方法を検討する。 

 

2) 男性不妊における凍結保存精液の応用（Ａ94-0730-2） 

     配偶者間人工授精の目的で精子凍結保存を行った29例を分析してその有用性を検討した。その結果、不

妊症例では凍結不適例が多く、また融解後の精液所見が良好であった症例においてもIVF、IUIを数周期行

った症例では妊娠が成立しなかったことから、凍結精子を用いる授精の実施方法などに関しても十分考慮

する必要があると考えられた。また癌化学療法例における精子凍結保存は児を得るための唯一の方法であ

り極めて有用性は高いが、実施にあたって原疾患の主治医及び患者と関係を緊密にすることが重要と考え

られた。 

 

3) 精子中のCPK活性とCPKアイソザイム（Ａ99-0730-1） 

 精子内CPK 濃度の測定；精液中の精漿と精子を完全に分離するためキャピラール攪拌密度勾配法、Swim up

法、Cushion法を施行し精子を分離し、その後0.1％Triton X-100を添加後超音波破砕機に約10分かけ精

子の細胞膜を破壊してイアトロセット CK-S キットで CPK 活性を測定した。但し精子懸濁液に精漿が混合

していないことを確認するためには acid phosphatase が検出されないことを指標とした。精漿中 CPK 濃

度の測定；精液を3000×10min.遠心分離後上清である精漿を採取して前記同様にCPK活性を測定した。精

子内および精漿中CPKアイソザイムの同定；上記と同様の手法で精子と精漿を完全に分離し、DEAEセファ

デックスを用いたイオン交換クロマトグラフィーでアイソザイムを同定した。以上により、精子内の CPK

アイソザイムはＭＭであり、精漿中CPKアイソザイムはＢＢであることがわかった。 

 

4) 腎細胞癌におけるFTY720によるMitogen-activated protein kinase(MAPK)の活性化と抗腫瘍効果 

 4種類の腎癌細胞株（ACHN,Caki-1,786O,769P)を用いて、FTY720によるMAPKの活性化と抗腫瘍効果を検

討した。Alamar blue法による細胞障害試験、TUNEL法、annexin-V法によるアポトーシスの検出、Western 

blot法によるシグナル伝達経路の解析を行い、FTY720は4種類の腎癌細胞株において殺細胞効果を認め、



MAPK pathwayのうちp38を活性化し、腎細胞癌にアポトーシスを誘導していることが分かった。 

 

5) 経直腸的前立腺針生検における硬度計の応用 

   前立腺癌の確定診断は前立腺組織を経直腸的にランダム生検し、病理組織学的検査でおこなっている。比 

較的侵襲的な検査であるにも関わらず、PSA 4.0～10.0ng/mlのグレーゾーンでは癌的中率が20～30%と低 

値である。的中率を高めるために生検部位、本数、PSA free/total、PSA density、PSA velocity、PSA doubling 

timeの検討などが行われているが、いまだ臨床上統一された基準は存在しない。前立腺癌一次的スクリー 

ニング検査でもある直腸診において、癌疑いとされるものは石様硬と表現されるように正常前立腺組織よ 

り硬度が高い。これを経直腸用超音波プローベに硬度計を設置し超音波検査と硬度を同時に測定する。硬 

度を数値化、癌の特異的硬度規準を設定し癌的中率の上昇を図る。これにより不必要な生検を減少させる 

ことを検討する。 
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15．放 射 線 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 青柳  裕 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ99-0700-1） 

Microwave組織内加温の基礎的研究および臨床応用（Ａ00-0700-1） 

助教授 

 

助 手   

辰野  聡 

 

三井田和夫  

頭頚部領域におけるMRIの撮像法の最適化（Ａ03-0700-1） 

早期関節リウマチのMRI診断（Ａ03-0700-1） 

早期関節リウマチのMRI診断（Ａ03-0700-1） 

 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26例，食道癌12例，婦人科腫瘍39例，乳癌1例，転移性腫瘍1例、のべ266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。当院で開発した、デンチャー型3次元モールド・アプ

リケターによる3例も良好な結果を示している。 

J Jpn Soc Radiol Oncol 18(Supplement), 178, 2006 

 

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。根治的治療として4例を経験した。 

4例とも加温部位の再発は無く、1例は他部位の再発で死亡、1例は他病死したが他の2例は3年および4年

の観察期間で無病生存である。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。 

  Jpn.J.Hyperthermic Oncol 22(Suplement), 116, 2006 

 

3）頭頚部領域におけるMRIの撮像法の最適化 （Ａ03-0700-1） 

頭頸部は小さな領域内に微細な組織及び血流をもち複雑な構造を呈するので、画像診断においては高い空 

間分解能が要求される。この領域における画像診断はMRIとCTが主たるものであるが、それぞれの方法で頭

頸部に特有なアーチファクトを生じやすく、良好な画像をえるには難しい領域である。濃度分解能はMRIの方

が優れているが、腫瘤性病変においては良悪の鑑別がMRIでも困難である例がある。この研究の目的は当科に

設置されているMRIにて、空間分解能向上の検討、脂肪抑制法の検討、腫瘤性病変における良悪の鑑別を検討

し、臨床的撮像法の工夫をすることである。現在は拡散強調画像などを用い良悪性の鑑別を検討予定である。

また、顎関節に関しても動態画像を含め撮像法を探求する予定である。 

 

 

 

 



4）早期関節リウマチのMRI診断（Ａ03-0700-1） 

強力な抗リウマチ剤の導入によって、慢性関節リウマチ（RA）を骨破壊性変化が生じる以前に治癒せしめる 

ことが可能となってきたが、ARAの診断基準では6週間の経過観察が必要なため、RAの早期診断には役立たない

ことが多い。RA以外の関節症の除外も臨床的にはしばしば困難であり、信頼性の高いRAの早期診断法が期待さ

れている。脂肪抑制法併用造影MRIはこの目的に適した画像診断法と考えられているが、手技が煩雑で広く普及

するには至っていない。RAは非常に頻度の高い疾患であり、対象となる患者数が多いため、MRIスループットを

圧迫しないように画像の撮像法の簡略化、検査時間の短縮もはかる必要がある。このたび新型MRIの導入に伴い

撮像方法の大幅な変更が必要となった。検討項目は選択する脂肪抑制パルスシーケンスの検討、造影剤投与タイ

ミングと造影剤量、負荷する他のシーケンス（T1、T2強調像など）の組み合わせ方などである。 

 

3．学外共同研究 

学外研究施設 
担当者 研究課題 

研究施設 所在地 責任者 

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

辰野 聡 早期関節リウマチのMRI診断 慈恵医大放射線医学講座 東京 福田 国彦 

 

4.教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

辰野 聡 2006.4.7 頚部リンパ節 第65回日本医学放射線学会 横浜市 

辰野 聡 2006.7.23 MRIでわかってきた新しい知見  

2)脊椎変性疾患 

2006年度日本放射線科専門医会医会主催

ミッドサマーセミナー 

神戸市 

辰野 聡 2006.8.4 骨腫瘍・腫瘍類似病変の画像診断 第17回骨軟部放射線診断セミナー 福岡市 

 

 



 

解      説 

 

 1. 辰野 聡 : The imaging cases case3 腱鞘巨細胞腫, case4 Sinding-Larsen-Johansson 病, 日独医報 51(1), 153～

168, 2006. 

 

 2. 辰野 聡 : The imaging cases case3 筋肉内粘液腫, case4 第 2 中足骨疲労骨折, 日独医報 51(3), 182～194, 

2006. 

 

 3. 辰野 聡 : 骨軟部画像診断の新たなる展開 MSCT による骨軟部疾患の診断, 日独医報 51(4), 641～648, 2007. 

 

単行図書 

 

 1. 辰野 聡: 共著 :3D ボリュームデータ ―やさしく臨床に直結― , 金原出版, 東京, 2006. 

 

 2. 辰野 聡, 福田国彦(1) : 共著 :月刊新医療別冊・データブック 医療機器システム白書 2006～2007 マルチスライス

CTの現状と将来 , エム・イー振興協会, 東京, 2006. 脳科学研 (1)東京慈恵会医科大・放射線医学 

 

 3. 辰野 聡: 共著 :骨軟部画像診断の勘どころ , メジカルビュー社, 東京, 2006. 

 

 4. 辰野 聡: 共著 :骨軟部画像診断のここがポイント , 羊土社, 東京, 2007. 

 

学会抄録 

 

 1. Kikuchi,S.(1), Saito,K.(2), Takahashi,M.(2), Itou,K.(2), Aoyagi,Y., Horita,H. : Effectiveness of the interstitial microwave 

hyperthermia by use of coaxial-slot antenas, Abstract book of the Bioelectromagnetics Society 28th Annual 

meeting , 554～557, 2006.(Bioelectromagnetics Society 28th Annual meeting , Mexico) (1)Graduate School of Science and 

Technology， Chiba Univ,(2)Research Center for Frontier Medical Engineering. Chiba Univ. 

 

 2. Saito,K.(1), Kikuchi,S.(2), Takahashi,M.(3), Itou,K.(1), Aoyagi,Y.(4), Horita,H. : Clinical trials of the interstitial 

microwave hyperthermia by coaxial-slot antennas, Progress in Electomagnetics Research Symposium Absracts, 

207, 2006.(Progress in Electomagnetics Research Symposium , Tokyo) (1)Research Center for Frontier Medical Engineering. 

Chiba Univ.,(2)Graduate School of Science and Technology,(3) Chiba Univ,(4)千葉大学フロンティアメディカル工業研究開発セ

ンター 

 

 3. Aoyagi,Y. : Interstitial microwave hyperthermia -Four cases treated with intention of cure-, Jpn J Hyperthermic 

Oncol 22(Suppl), 116, 2006.(The 4th Asian Congress of Hyperthermic oncology & The 23th Japanese Congress of 

Hyperthermic Oncology, Nara) 

 

 4. 青柳 裕 : 口腔内腫瘍のためのデンチャー型 3 次元モールド・アプリケータの開発と治療経験, J Jpn Soc Radiol 

Oncol 18(Suppl), 178, 2006.(日本放射線腫瘍学会第 19 回学術大会, 仙台市) 

 

 

 

  



16．麻 酔 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 

講  師 

 小板橋俊哉 

 縣   秀栄 

強制温風式患者加温システムによる全身麻酔中の低体温予防効果 

口腔外科患者の術後痛および頻脈に対するβブロッカーの効果 

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（Ａ02-0740-2） 

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 

亜酸化窒素の有無が覚醒の質，術後疼痛とおよび悪心・嘔吐に及ぼす影響

 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。 



5）亜酸化窒素の有無が覚醒の質，術後疼痛とおよび悪心・嘔吐に及ぼす影響 

 乳癌手術を対象に、フェンタニルの間欠的投与を併用した上で、空気—酸素—セボフルラン麻酔と亜酸化窒

素—酸素—セボフルラン麻酔で比較を行った。その結果、両麻酔方法間で、術後疼痛について差はなかった。

しかし、亜酸化窒素を使用しないことで、麻酔からの覚醒の質は改善し、また術後悪心・嘔吐の発症頻度は低

下しその度合いも軽減されることが解った。 
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17．精 神 ・ 神 経 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

      講 師   吉野 文浩  アルツハイマー型認知症と選択的意味記憶障害例における 

      意味記憶障害構造の分析と比較（A02-0750-1） 

           大川原 浩  軽度認知障害の精神症候学的研究 

      病院助手     森  秀和  （臨床精神医学） 

 

 2．成果の概要 

１）アルツハイマー型認知症と選択的意味記憶障害例における意味記憶障害構造の分析と比較 

 （Ａ02-0750-1） 

   視覚性表象および言語性表象と、視覚性意味記憶との間のマッチング課題が少ないという当研究室で作成 

  した意味記憶検査（慶應医学 77：185-199，2000）の欠点を改善するため、主に健常被験者を対象として、 

  非言語性の意味記憶課題の開発を試みている。 

 

２) 軽度認知障害の精神症候学的研究 

    軽度認知障害は全般的知的機能は正常であり、本人もしくは周囲の者からの認知機能低下の訴えを診断的 

   根拠にしており、他覚的に診断を確定する所見に欠けている。このことを踏まえ精神症候学的に診断的要素  

   となりうる症候の抽出を試みている。 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

    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 

吉野 文浩 2006.7.14 東京歯科大学 平成18年度教育ワークショップ  

Ⅲ 歯学部学生のための医学教育－総合病院の特色

を生かした歯科医学教育－ 

委員 千葉市 

 



単行図書 

 

 1. 吉野文浩(a): 著分担 :言語聴覚士のための基礎知識 臨床神経学・高次脳機能障害学 (a)意識障害と認知症（痴

呆） 229～235 頁, 医学書院, 東京, 2006. 

 

 2. 吉野文浩(a-l),大川原浩(m-x): 著分担 :精神科ポケット辞典[新訂版] (a)アルツハイマー型認知症 9 頁,(b)インスリ

ノーマ 24 頁,(c)緩徐進行性失語 60 頁,(d)クッシング症候群 83 頁,(e)シモンズ症候群 155 頁,(f)水頭症 195

頁,(g)対鏡症状 243～244 頁,(h)治療可能な認知症 263 頁,(i)脳死 297 頁,(j)脳浮腫 301 頁,(k)皮質下認知症 

318 頁,(l)マイナー・アノマリー 348 頁,(m)アディソン病 4 頁,(n)エイズ 31 頁,(o)甲状腺機能障害 104 頁,(p)シナ

プス 151 頁,(q)生殖精神病 206 頁,(r)ダウン症候群 248 頁,(s)頭蓋咽頭種 276 頁,(t)ニューロン 291 頁,(u)フェ

ニルケトン尿症 329 頁,(v)副甲状腺機能障害 330 頁,(w)副腎機能障害 331 頁,(x)マタニティー・ブルー 349 頁, 

弘文堂, 東京, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. Wydell,T.N.(1), Uno,A.(2), Kato,M.(3), Itoh,K.(4), Yoshino,F. : A case study of a Japanese-English bilingual girl with 

specific language impairment , Program and abstracts of the Experimental Psychology Society 2006, 31～32, 

2006.(the Experimental Psychology Society meeting 2006, Birmingham, England) RI研 (1)Brunel University ,(2)University of 

Tsukuba,(3)慶大・医・精神神経科,(4)国立精神保健研究所 

 

 

 

  



18．臨 床 検 査 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 
 教  授  宮内  潤  白血病および小児がんの発症機序と増殖・分化調節機構の解明 

  田中 陽一  舌早期癌の病理学的研究 ― 免疫組織化学およびパノラマ連続写真を用い 

                 た上皮内伸展癌について（Ａ97-0780-1） 

                口腔癌の病理組織学的研究  

                ― 特に病理学的検索と予後との関係について ―（Ａ97-0780-2） 

 

2．成果の概要 

 1) ダウン症新生児に見られる一過性骨髄増殖症の自然治癒機構の解析 

小児期には成人のがんにみられない特異な細胞生物学的性格を有する腫瘍がある。無治療で自然治癒をきたす現

象は小児がんのユニークな特徴の一つであるが、この機序は現在まで推測の域を出ない。自然治癒をきたす小児

がんの一つである、ダウン症新生児における一過性骨髄増殖症(Transient myeloproliferative disorder; TMD)

に関して、細胞生物学的ならびに分子生物学的方法を用いて自然治癒機構に関する研究を行った。TMD細胞は各

種造血因子に依存した増殖と分化を起こすこと、好塩基球とともに肥満細胞にも分化しうることを証明した。ま

た胎児肝および骨髄の造血微小環境を構成する細胞もTMD細胞の増殖・分化の支持能を有することを示し、自然

治癒に関与する可能性を示した。 

 

 2) 小児腫瘍組織分類アトラスの作成  

小児がんは通常の医療施設ではきわめて稀な疾患であり、その病理組織分類や生物学的悪性度を予測するための

組織学的評価方法などが、一般の病理医には知られていない面が少なくない。病理診断におけるこれらの要点を

明快な図譜とともに解説するための小児腫瘍組織分類アトラス作成に関わっている。本年度は腎腫瘍に関するア

トラスの原稿および写真選定の作成作業を進め、出版のための準備を行った。 

 

 3) 舌早期癌および口腔癌の病理学的研究  
舌癌のBread loaf step sectioning(BLSS)による検索法を含めた、舌癌取扱い指針 WG案（第1版）（日本口腔

腫瘍学会誌17(1), 13～85）は順次改訂され、第3者的な委員会による内容の検証が行われている。舌癌治療ガ

イドラインWGと協同作業もほぼ終了、現在印刷中である。また下顎歯肉癌取扱い指針が終了、校正中である。

さらに他の部位の取扱い指針WGが発足、活動を開始した。また 

口腔外科学会と合同で、口腔癌取扱いガイドラインの作成を急いでいる。上皮内伸展癌診断基準については日本

口腔病理学会診断基準作業員会（第2段階）での討議が終了し、Oral CIS Catalog, histological variations, 

2005-2007 effort reportとして発表、現在評価審査中である。 

 

 
 
 
  
 



3．学外共同研究 
学外研究施設 

担当者 研究課題 
研究施設 所在地 責任者 

宮内 潤 小児固形腫瘍の生物学的特

異性の解明と新たな病理組

織分類アトラスの作成 

国立成育医療センター 東京都世田谷区 秦 順一 

田中 陽一 早期食道癌の臨床・病理組織

学的検討 
国立療養所久里浜病院 横須賀市 横山 顕 

 
4．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 
宮内 潤 ダウン症児における一過性骨髄増殖症の自然治癒の機序に関す

る細胞生物学的研究 
文部科学省 平成18年度科

学研究費（萌芽研究） 
宮内 潤 ダウン症児における一過性白血病の自然治癒機構に関する研究 東京歯科大学 

学長奨励研究助成 
秦 順一 小児固形腫瘍の生物学的特異性の解明と新たな病理組織分類ア

トラスの作成 
がんの子供を守る会治療研

究助成金 
横山 顕 早期食道癌の臨床・病理組織学的検討 班研究費 
 

5．研究活動の特記すべき事項 
  学会・研究会主催 
主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地 

宮内 潤  2006.10.28  第26回日本病理学会関東支部・千葉地区集会  市川総合病院 市川市 

 
シンポジウム 
シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 
田中 陽一 2007.03.15 ワークショップ1-4（人体病理特別企画—病態診断

と治療—細胞診 口腔、唾液腺疾患における細胞診

の応用と限界 

第96回日本病理学会 大阪市

 学会招待講演 
講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

田中 陽一 2006.10.28 悪性腫瘍のマクロ病理 日本歯科放射線学会  
第11回臨床画像大会 

福岡市 

 
 
 
 
 
 



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 開催地 

宮内 潤 2006.6.3 小児の特殊な白血病：ダウン症新生児

における一過性白血病と若年性骨髄

単球性白血病の最近の知見 

第281回東京歯科大学学会例会 千葉市 

宮内 潤 2006.7.31 Recent insights into the 
pathogenesis of transient leukemia 
in patients with Down syndrome 

上海小児医療センター講演会 上海市 

田中 陽一 2006. 8. 17 スライドセミナー 口腔癌 第17回日本口腔病理学会 新潟市 

田中 陽一 2006.10.21 口腔細胞診 千葉県北西部病理細胞研究会 市川市 

田中 陽一 2007.03.09 口腔細胞診断学 細胞診講習会 多摩市 
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19．口腔がんセンター 
 
 プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授・センター長 山根 源之 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

      講 師 山内 智博 ＨＡ薄膜インプラントに関する研究（Ａ03-0470-1） 

            助 手 岡崎雄一郎 口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

  （Ａ02-0620-1） 

 

2. 成果の概要 

1) ＨＡ薄膜インプラントに関する研究 

インプラント治療において、早期に確実な骨結合を獲得することが、植立したインプラントの予

後を左右する因子として大きな比率を占めている。現在歯科治療で使用されているインプラント材

料としてチタンが一般的であるが、チタンは生体不活性な材料であり結晶レベルでの骨との結合は

望めない。この欠点を補うため、表面処理を施したりＨＡコーティングを行うなどの様々な試みが

されてきた。なかでも生体活性材料であるＨＡのインプラントへの応用は、化学的な骨結合が期待

できるため有用である。しかしＨＡコーティング層の剥離・破折など問題点も報告されている。 

今回私たちは、ＨＡインプラントの欠点を改善するために開発された超薄膜ＨＡコーティングイ

ンプラント（プラトンⅣ）の、骨形成過程を観察するために実験を行った。実験方法として、イヌ

下顎骨に適正な大きさよりも直径として0.7mm大きなインプラント床を形成し、不良な母床の状態

を作り、プラトンⅣとチタンインプラントを埋入した。観察は光学顕微鏡的および電子顕微鏡的に、

インプラント周囲の骨形成過程およびＨＡ薄膜の状態を観察し、プラトンⅣの有用性が示唆された

ので報告した。 実験結果より、このプラトンⅣは初期にはHA薄膜によりバイオインテグレーショ

ンが起こり、HA薄膜の吸収後にはオッセオインテグレーションを獲得していることが示唆された。 

     日本顎顔面インプラント学会誌 1(1), 11～16, 2002 

 

2) 早期舌癌切除断端における上皮性異形成の評価 ―上皮性異形成再発症例の免疫組織化学的検 

  討― 

口腔癌の切除断端における上皮性異形成の診断は,予後の評価に重要な意味を持っており,特に  

その取り扱いは,十分に留意する必要がある.上皮性異形成は無症状で経過するものが多いが, 

中には再発,癌化を繰り返すものもある. 

今回われわれは, 切除断端に腫瘍細胞を認めない早期舌癌症例に対して,p53 ならびに Ki-67 の

免疫組織化学的検討を行い,上皮性異形成の検索と予後の評価を行った.対象症例の１４例中,癌の

再発はなく,上皮性異形成の再発を２例に認め,両者ともに初回手術時の切除断端は p53,Ki-67 と

もに陽性所見を示しており,また再発時の切除物においても同様な陽性所見が認められた. 
以上より, p53およびKi-67陽性を認める上皮性異形成は,形態学的変化を伴いやすく,将来的に

上皮性異形成の再発,もしくは癌化する可能性を有していることが考えられ,病変の局所再発に留

意し慎重な経過観察が必要であると思われた.予後の評価にあたり,本検索は有用と思われる. 
     Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 19(2), 2007.  in prees 

 

 

  



3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

山内 智博 頭頸部放射線性口腔乾燥症に対するサラ

ジェン投与の検討（使用成績調査） 

(株)キッセイ薬品工

業 

東 京 大森 康弘 

岡崎雄一郎 頭頸部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助

化学療法の検討（多施設共同臨床試験）

先端医療振興財団臨

床情報研究センター 

神戸市 佃 守   

横浜市立大学

耳鼻咽喉科 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

岡崎雄一郎 口腔上皮異形成の癌化過程における発癌遺伝子について 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

課題番号：16791257 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

岡崎雄一郎 2006.11.5 「歯周病を有したインプラン

ト症例のリスクについて」 

第 282 回東京歯科大学学会

（総会）インプラントシンポ

ジウム 

東 京 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

山内 智博 2008.3.20 栄養調整剤「インパクト」の臨

床における評価 

味の素（株） 市川市 

岡崎雄一郎 2007.2.17 頭頸部扁平上皮癌根治治療後の

TS-1補助化学療法の検討 

―代表施設からの治験報告― 

頭頸部癌化学療法研究会

ACTS-HNC 

東 京 

 

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 

岡崎雄一郎 2006.12.22～23 プログラム責任者・副プログラム責任者のためのワ

ークショップ（日本歯科医学教育学会主催） 

参加者 東 京 
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東京歯科大学口腔がんセンターの開設と今後の展望, 歯科学報 106(5), 435, 2006.(第 282 回 東京歯科大学学会

(総会), 千葉市) (1)口健臨・口外科,(2)口外 
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5. 岡崎雄一郎, 奥井沙織, 高田篤史 (1) , 山内智博, 渡邊 裕 (1) , 小澤靖弘 (1) , 森本光明 (1) , 外木守雄 (1) ,

山根源之 : 「口腔がん・口腔粘膜疾患検診」から考える早期発見、早期診断の重要性について, 日本歯科人

間ドック学会誌, 2006.(第 9 回 日本歯科人間ドック学会, 東京) (1)市病・オーラルメディシン 

 

 6. 奥井沙織, 伊多波怜子(1), 馬場里奈(1), 藤平弘子(1), 石綿裕美, 岡崎雄一郎, 山内智博, 山根源之 : 口腔がん

患者に対する歯科衛生士による専門的口腔ケアについて, 有病者歯科医療, 2007.(第 16 回 日本有病者歯科医療

学会総会, 東京) (1)市病・オーラルメディシン 
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