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１．オーラルメディシン講座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

講 師 外木 守雄 顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究（Ａ９７‐０６２０‐１）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

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

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

木津 康博 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究

（Ａ９４‐０６２０‐１）

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

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

渡邊 裕 口腔癌検診におけるスクリーニングのための検査法（Ａ９８‐０６２０‐２）

原口 孝之 骨の再生に関する研究（Ａ０１‐０６２０‐２）

岡崎雄一郎 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

病院助手 武田 宇央 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究

（Ａ９４‐０６２０‐１）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

上野 正博 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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

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

武安 嘉大 顎変形症患者の形態および機能異常の評価と治療法に関する研究（Ａ９７‐０６２０‐１）

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

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

潮田 高志 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究

（Ａ９４‐０６２０‐１）

渋谷 昌幸 骨の再生に関する研究（Ａ０１‐０６２０‐２）

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

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

佐藤 一道 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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

大学院生 花上 伸明 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究

（Ａ９４‐０６２０‐１）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

上條 穂 骨の再生に関する研究（Ａ０１‐０６２０‐２）

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

―２１７―



（Ａ９８‐０６２０‐１）

渡邊 申也 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ００‐０６２０‐２）

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）

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

（Ａ９８‐０６２０‐１）

２．成果の概要

１）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 １０３，１４５～１５５，２００１．

２）下顎枝矢状分割法施行患者の除痛方法の検討

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５０mg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１０cm

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

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

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

―２１８―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

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

放射線医学総合研究所
重粒子センター

千葉市 溝江 純悦

渡邊 裕 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

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 長寿科学総合
研究事業

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

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

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）

受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会団体名

渡邊 裕 ２００３．１．３１ 優秀ポスター賞 口腔の器質的欠損が嚥下の中枢
制御におよぼす影響について

第２１回日本
口腔腫瘍学会

シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

山根 源之 ２００２．１２．１ オーラルメディシン 第５回日本歯科人間ドック学会 新潟市

い検討を行った．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

４．科研費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

受賞

シンポジスト
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氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考

山根 源之 ２００２．６．８
～９

第７回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

運営委員 千葉市

渡邊 裕 ２００２．１１．２
～３

第８回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

参加者 千葉市

森崎 重規 ２００２．１１．２
～３

第８回東京歯科大学カリキュラム
研修ワークショップ

参加者 千葉市

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

―２２０―



論 文

１．渡邊 裕，山根源之：介護保険制度における口腔保険ケア・サービス体制に関する調査研究，日歯医会誌

２１，６８～７３，２００２．原著

２．Takahashi, M.�, Haraguchi, T., Watanabe, Y. : Neuromagnetic analysis of hand precision movements us-

ing magnetoencephalography（MEG）, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１１５～１１７，２００２．原著 脳科学研
�市病・整外科

３．Nishina, M.�, Kato, M.�, Kato, Y.�, Nishida, J.�, Kuramoto, C., Haraguchi, T., Yamane, G. : The effect of-

dental therapy with dentures on visual and auditory cognitive function in elderly patients that often ac-

company neurodegenerative disorders, Bull Tokyo Dent Coll４３�，１２８～１２９，２００２．原著 �市病・内科，
�市病・精神・神経科，�市病・消化器科

４．外木守雄：頭頚部領域における炭素イオン治療後の後期皮膚・粘膜反応，日本医放会誌６２�，３００，２００２．
原著

５．山根源之：要介護高齢者の摂食障害発生要因に関する研究―第１報 在宅要介護高齢者の歯科的主訴発生時期，

口腔衛会誌５２�，２１３～２２０，２００２．原著

６．Watanabe, Y., Yamane, G. : Experimental device for detecting laryngeal movement during swallowing,

Bull Tokyo Dent Coll４３�，１９９～２０３，２００２．原著

７．山 根 源 之：第一線の実地医家のための高齢者医療実践ガイド 日常個別診療のすすめ方と注意点の全て 高齢者

における症候のとらえ方 老年症侯群の診断と治療・管理の方法咀嚼障害，Medical Practice１９（臨増），

１１２～１１５，２００２．総説

８．上野正博，清木洋子，原口孝之，森崎重規，蔵本千夏，渡邊 裕，木津康博，小澤靖弘，森本光明，福島大平，

外木守雄，山根源之：歯科・口腔外科領域における救急歯性感染症患者の実態，日外感染症研１４，８３～

８７，２００２．臨床

９．Satou, K., Okazaki, Y., Tonogi, M., Tanaka, Y.�, Yamane, G. : Expression of β－catenin in rat oral epithe-

lial dysplasia induced by４－nitroqunoline１－oxide, Oral Oncol３８�，７７２～７７８，２００２．原著 �市病・臨検

１０．佐藤一道，塚本裕介，渡邊 裕，外木守雄，山根源之，久納 浄�，浅香大也�，松脇由典�，中島庸也�：

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による治療の検討，歯科学報１０２�，４２～４９，２００２．臨床
�市病・耳鼻科

１１．渡邊 裕，佐藤一道，山根源之：顎関節症を見直す ６，高齢者と顎関節症，歯科学報１０２�，９２１～９２６，
２００２．臨床

１２．Abe, S.�, Watanabe, Y., Shintani, M.�, Hashimoto, M.�, Yamane, G., Ide, Y.�, Shimono, M.�, Ishikawa, T.� :

Experimentaldevice for detecting laryngeal movementduring swallowing, Bull Tokyo Dent Coll４３

�，１９９～２０３，２００３．臨床 �解剖，�脳科学研究施設，�法歯，�病理，�保存Ⅲ

―２２１―



１３．Abe, S.�, Watanabe, Y., Shintani, M.�, Tazaki, M.�, Takahashi, M.�, Yamane, G., Ide, Y.�, Yamada, Y.�,

Shimono, M.�, Ishikawa, T.� : Magnetoencephalographic study of the starting point of voluntary swal-

lowing, Cranio２１�，４６～４９，２００３．原著 脳科学研 �解剖，�脳科学研究施設，�生理，�市病・整外科，
�新潟大・大学院・顎機能学，�病理，�保存Ⅲ

１４．Haraguchi, T., Yamane, G., Shimono, M.�, Inoue, T.� : The effect of aging on the differentiation of rat os-

teoblast－like cells in vitro, Biomed Res２４�，１～８，２００３．原著 �病理

１５．Okazaki, Y., Tanaka, Y.�, Tonogi, M., Yamane, G. : Investigation of environmental factors for diagnosing

malignant potential in oral epithelial dysplasia, Oral Oncol３８�，５６２～５７３，２００３．原著 �市病・臨検

１６．山根源之：耳下腺腫瘍と鑑別を要した Intramusucular myxoma の１例，日臨細胞会誌，２００３．臨床

１７．山根源之：入院患者の口腔ケアに関する実態調査 第２報 口腔ケアに対する病院の意義，日公衛誌，２００３．

原著

１８．Takeda, I., Kizu, Y., Okamoto, Y.�, Saito, I.�, Yamane, G. : Possible role of nitric oxide in radiation－In-

duced salivary gland dysfunction, Radial Res１５９�，４６５～４７０，２００３．原著 �山梨医大・耳鼻咽喉科，
�鶴見大・歯・病理

単 行 図 書

１．山根源之：単著：歯科学生のための医療面接とカルテ記載（初版），砂書房，東京，２００２．

そ の 他

１．山根源之：第５６回アメリカ・オーラルメディシン学会（国際関連学会の報告），日本口腔粘膜学会誌 ８，４３

～４４，２００２．

２．蔵 本 千 夏：要注意！生まれてくる赤ちゃんのためにも安定期に治療しておきましょう―虫歯と妊娠性歯周炎，

たまごクラブ１０�，１２０～１２３，２００３．

学 会 抄 録

１．Okazaki, Y., Satou, K., Tonogi, M., Yamane, G. : Investigation for diagnosingmalignant potential in oral

epithelial dysplasia, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodont９３�，４２２，２００２．（Abstracts
of the５６th Annual Meeting of American Academy of Oral Medicine, St. Louis, USA）
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として発症した虫垂粘液嚢胞線腫による成人腸重積の１例，日消病会誌１００�，３２８～３３２，２００３．原著
�市病・消化器科，�市病・外科，�市病・臨検，�慶大・医・消化器科

解 説

１．仁科牧子：いわゆる不定愁訴の取り上げ方 医科の立場より，日全身咬合会誌 ８�，１２２～１２５，２００２．

単 行 図 書

１．森下鉄夫：単著：歯科外来診療における内科的メモ，ケープランニング，千葉，２００２．

そ の 他

１．笠谷知宏，武井 泉�：血糖とHbA１cが乖離した場合？，肥満と糖尿病 １�，３０～３１，２００２．�慶大・
医・腎内分泌代謝科

２．笠谷知宏，武井 泉�：糖尿病の新しい診断基準について，成人病と生活習慣病３２�，５５４～５５８，２００２．
�慶大・医・腎内分泌代謝科

３．森下鉄夫：ごあいさつ，市川市医師会会報９７，２６，２００２．

４．寺嶋 毅：体液酸塩基平衡の調節とその指標，臨床医２９�，２９９～３０１，２００３．

５．森下鉄夫：日本・ボリビア医療友好協会 W Waves，日本癌病態治療研究会誌 ９�，２６～２７，２００３．

学 会 抄 録

１．Terashima, T., Yamaguchi, K.� : Effect of pranlukast on health－related quality of life in patients with

moderate persistent asthma, Am J Res Crit Care１６５�，Ａ１８６，２００２．（２００２International Conference of the
American Thoracic Society, Atlanta, USA）�慶大・医・内科

―２２７―



２．Terashima, T., Yamaguchi, K.� : Effect of methanol extract of diesel exhaust particles on neutrophil func-

tion, Am J Res Crit Care１６５�，Ａ３０１，２００２．（２００２International Conference of the American Thoracic Soci-
ety,Atlanta, USA）�慶大・医・内科

３．岸川 浩�，西田次郎�，細江伸央�，中野 雅�，森下鉄夫，正村 滋�，安藤暢敏�：Dieulafoy 潰瘍型出血

を呈した胃癌の一例，Prog Dig Endosc 消内視鏡の進歩６１�，５２，２００２．（第７４回日本消化器内視鏡学会
関東地方会，宇都宮市）�市病・消化器科，�市病・外科

４．中野 雅�，岸川 浩�，平野江里香�，西田次郎�，森下鉄夫：NSAIDs の関与が疑われた多発性大腸潰瘍の

２例，第２７１回日本消化器病学会関東支部例会抄録集，４６，２００２．（第２７１回日本消化器病学会関東支部例会，

東京）�市病・消化器科

５．仁科牧子：咬合障害と全身症状内科的アプローチ，日全身咬合会１２回プログラム抄集，７４，２００２．（第１２回

日本全身咬合学会学術大会，大阪市）

６．森下鉄夫，中野 雅�，岸川 浩�，西田次郎�：内視鏡で止血し得た直腸Dieulafoy 型潰瘍の１例，Prog Dig

Endosc 消内視鏡の進歩６２�，８５，２００２．（第７５回日本消化器内視鏡学会関東地方会，横浜市）�市病・消化器科

７．寺嶋 毅，川田一郎，今井直彦，中村啓二郎�，齋木厚人�，仁科牧子，笠谷知宏，西田次郎�，森下鉄夫：

重篤な呼吸不全を呈したマイコプラズマ肺炎の１例，第１４回千葉Critical Care Medicine 研究会・抄録集，

２００２．（第１４回千葉Critical Care Medicine 研究会，千葉市）�市病・消化器科

８．中村啓二郎�，中野 雅�，岸川 浩�，西田次郎�，森下鉄夫：cap polyposis の一例，千葉医師会誌５５�，７９
～８０，２００３．（第２４回東葛地区消化器疾患研究会，柏市）�市病・消化器科

９．金澤英明�，森下鉄夫，飯塚秀子�，中村啓二郎�，平野江里香�，岸川 浩�，中野 雅�，西田次郎�，

関塚永一�，宮崎耕司�，永田博司�，石井裕正�：胆道内圧上昇にともなう肝微小循環変化，第２８回日本微小

循環学会総会プログラム・抄録集，５８，２００３．（第２８回日本微小循環学会総会，東京）脳科学研 �市病・消化器科，

�国立埼玉病院，�慶大・医・内科

１０．松崎 達�，寺嶋 毅，山口佳寿博�：ディーゼル排気微粒子暴露による好中球内 f－actin の発現亢進と好中球

からの IL－８，LTB４の産生亢進，日呼吸会誌４１（増刊），１６５，２００３．（第４３回日本呼吸学会総会，福岡市）

�慶大・医・呼吸循環器内科

―２２８―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

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

国立病院東京医療センター 東京 窪地 淳

３．外 科 学 講 座

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 安藤 暢敏 食道がんの集学的治療の研究

田中 豊治 T式シートによる癒着性イレウス，癌性腹膜炎の治療（Ａ８８‐０６５０‐４）

助 教 授 正村 滋 乳がん治療における Sentinel Node Navigation Surgery の検討とくに Sentinel

Node 内の微小転移巣の検出法に関する検討

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

小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ９４‐０６５０‐６）

原田 裕久 食道扁平上皮癌における血管新生（Ａ９８‐０６５０‐２）

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

浅原 史卓

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

に遂行，計画中である．

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 JCOG９９０７）

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

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

３．学外共同研究

―２２９―



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 食道がんに対する術後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

安藤 暢敏 食道がんに対する術後標準的治療法の確立に関する研究
（臨床研究実施チームの整備）

厚生労働科学研究費補助金

安藤 暢敏 食道がんに対する術後標準的治療法の確立に関する研究
（臨床研究実施チームの整備）

ヒューマンサイエンス振興財団
治験体制整備支援事業

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

安藤 暢敏 ２００２．９．６ 食道癌の集学的治療―国内国外
の現況―

第１２回筑後放射線腫瘍談話会 久留米市

安藤 暢敏 ２００２．１１．２０ 食道癌集学的治療の多施設共同
研究

第８回上部消化管疾患研究会 大阪市

安藤 暢敏 ２００２．１１．３０ 食道癌集学的治療の国内外の現況 第５３回神奈川食道疾患懇話会 横浜市

４．科研費補助金・各種補助金

５．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２３０―



論 文

１．Kitagawa, Y.�, Fujii, H.�, Mukai, M.�, Kubota, T.�, Ando, N., Ozawa, S.�, Otani, Y.�, Furukawa, T.�, Masaki, K.�

: Intreoperative lymphatic mapping and sentinel lymph node sampling in esophageal and gastric can-

cer, Surgical Oncol Clin N Am１１�，２９３～３０４，２００２．原著 �慶大・医・外科，�慶大・医・放射線，�慶大・
医・病理

解 説

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

２．石 志紘，安藤暢敏：食道器械吻合法，手術５６�，１６５５～１６６０，２００２．

３．佐藤道夫，安藤暢敏：食道空腸吻合，外科治療８８（増刊号），１２０～１２５，２００３．

単 行 図 書

１．安藤暢敏�：著分担：食道癌治療ガイドライン �術前補助療法，術後補助療法，化学療法，化学放射線療法
１５～２４頁，金原出版，東京，２００２．

学 会 抄 録

１．安藤暢敏：食道癌の集学的治療，日外会誌１０３（臨時増刊号），６９，２００２．（第１０２回日本外科学会定期学術集会，

京都市）

２．田中豊治，安藤暢敏，正村 滋，小川信二，石 志紘：Stage Ⅵ型胃癌に対する腸管癒着防止シート（Ｔ式

リザーバー・シート）による補助療法，日外会誌１０３（臨時増刊号），１３３，２００２．（第１０２回日本外科学会定期

学術集会，京都市）

３．安藤暢敏：２１世紀に継承する食道癌手術，第５６回日本食道疾患研究会プログラム・抄録集，１，２００２．

（第５６回日本食道疾患研究会，広島市）

４．田中豊治，安藤暢敏，正村 滋，小川信二，石井良幸，石 志紘，小熊潤也：腹腔内化学療法による胃癌腹膜

播種の治療，日消外会誌３５�，２８９，２００２．（第５７回日本消化器外科学会総会，京都市）

５．安藤暢敏：食道癌の集学的治療―国内国外の現況―，第１２回筑後放射線腫瘍懇話会プログラム，２００２．

（第１２回筑後放射線腫瘍懇話会プログラム，久留米市）

６．安藤暢敏：食道癌集学的治療の国内外の現況，第５３回神奈川食道疾患懇話会抄録集，２００２．（第５３回神奈川

食道疾患懇話会，横浜市）

７．浅原史卓，小川信二，石井良幸，佐藤道夫，正村 滋，田中豊治，安藤暢敏，田中陽一�：術前診断可能で

あった胃GIST の２例，Prog Dig Endosc６２�，１０６，２００２．（第７５回日本消化器内視鏡学会関東地方会，横浜市）
�市病・臨検

８．佐藤道夫，安藤暢敏：Tissue engineering 法による人工食道の開発，第３２回日本創傷治癒学会プログラム・

抄録集，５３，２００２．（第３２回日本創傷治癒学会，福岡市）

―２３１―



９．浅原史卓，石井良幸，小川信二，佐藤道夫，正村 滋，田中豊治，安藤暢敏：腹腔鏡下処置が有効であった

外傷性脾損傷の一例，第１４回千葉Critical CareMedicine 研究会プログラム，２００３．（第１４回千葉Critical Care

Medicine 研究会プログラム，千葉市）

―２３２―



４．循 環 器 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

講 師 大木 貴博 冠動脈疾患

助 手 岡田 豊 不整脈

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．

―２３３―



５．消 化 器 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

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

岸川 浩 腸上皮細胞増殖に関する研究

平野江利香 ヘリコバクター・ピロリ感染症と上部消化管疾患に関する研究

２．成果の概要

１）大腸癌転移機構におけるRac１遺伝子の機能解析（Ａ０２‐０７７５‐２）

プラスミドベクター pcDNA３．１を用いて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，１２

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

NCI－H７１６，LoVo，HT２９N２，T８４）とHuman Glioblastoma HTB２６，Mouse 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Rac１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 transloca-

tion を惹起するかを検討していきたい．

Clin Exp Immunol １２９，８６～９１，２００２．

―２３４―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

中野 雅 大腸癌細胞の転移能形質獲得過程におけるRac１遺伝子の
機能解析

科学研究費・基盤（C）

３．科学研究費補助金・各種補助金
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論 文

１．岸川 浩，西田次郎，中野 雅，細江伸央，井口豊崇�，田中豊治�，寺山清美�，田中陽一�，石井裕正�：

著明な脾腫と血小板減少をきたした特発性脾静脈血栓症の１例，日消病会誌９９�，８４３～８４７，２００２．
症例 �市病・内科，�市病・外科，�市病・臨検，�慶大・医・内科

２．岸川 浩，西田次郎，中野 雅，平野江里香，森下鉄夫�，小川信二�，安藤暢敏�，小出 紀�，石井裕正�：

急性腹症として発症した虫垂粘液嚢胞腺種による成人腸重積の１例，日消病会誌１００�，３２８～
３３２，２００３．症例 �市病・内科，�市病・外科，�市病・臨検，�慶大・医・内科

学 会 抄 録

１．今井直彦�，岸川 浩，中野 雅，細江伸央，西田次郎，森下鉄夫�：急性腹症で発症した解離性大動脈瘤の

１例，第２６９回日本消化器病学会関東支部例会抄録集，２８，２００２．（第２６９回日本消化器病学会関東支部例会，

東京）�市病・内科

２．岸川 浩，西田次郎，細江伸央，中野 雅，森下鉄夫�，正村 滋�，安藤暢敏�：Dieulafoy 潰瘍型出血を呈

した胃癌の一例，第７４回日本消化器内視鏡学会関東地方会抄録集，５２，２００２．（第７４回日本消化器内視鏡学会

関東地方会，宇都宮市）�市病・内科，�市病・外科

３．西田次郎，岸川 浩，平野江里香，中野 雅，森下鉄夫�：HBV genotype A の急性感染が遷延した成人例

の検討，第１１回東葛肝疾患症例検討会抄録集，２００２．（第１１回東葛肝疾患症例検討会，東京）�市病・内科

４．中野 雅，岸川 浩，平野江里香，西田次郎，森下鉄夫�：NSAIDs の関与が疑われた多発性大腸潰瘍の

２例，第２７１回日本消化器病学会関東支部例会抄録集，４６，２００２．（第２７１回日本消化器病学会関東支部例会，

東京）�市病・内科

５．中村啓二郎，中野 雅，岸川 浩，平野江里香，西田次郎，森下鉄夫�：cap polyposis の一例，第２４回東葛

地区消化器疾患研究会抄録集，３，２００２．（第２４回東葛地区消化器疾患研究会，柏市）�市病・内科

６．宮崎耕司�，関塚永一�，西田次郎，大塩 力�，鈴木和男�，織田正也�：Kupffer cell 貪食能に対する LECT２

の関連についての検討，第１６回肝類洞壁細胞研究会学術集会プログラム・抄録集，５４，２００２．（第１６回

肝類洞壁細胞研究会学術集会，東京）�国立埼玉病院，�慶大・医・内科

７．飯塚秀子，平野江里香，岸川 浩，中野 雅，西田次郎，森下鉄夫�：直腸Dieulafoy 潰瘍型出血の一例，

第７５回日本消化器内視鏡学会関東地方会抄録集，８５，２００２．（第７５回日本消化器内視鏡学会関東地方会，横浜市）

�市病・内科

８．金澤英明，森下鉄夫�，飯塚秀子，中村啓二郎，平野江里香，岸川 浩，中野 雅，西田次郎，関塚永一�，

宮崎耕司�，永田博司�，石井裕正�：胆道内圧上昇にともなう肝微小循環変化，第２８回日本微小循環学会

総会プログラム・抄録集，５８，２００３．（第２８回日本微小循環学会総会，東京）脳科学研 �市病・内科，�国立

埼玉病院，�慶大・医・内科
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６．小 児 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 田中 葉子 男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ‐０２‐０６４０‐４）

助 教 授 杉田記代子 MEGによる年齢依存性てんかん症候群の病態解析（Ａ‐００‐０６４０‐４）

講 師 室谷 浩二 性分化異常症における包括的遺伝子診療システムの開発（Ａ‐０２‐０６４０‐３）

講 師 和田 雅樹 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）（Ａ‐０３‐０６４０‐７）

助 手 森 裕美 新生児未熟児医療一般

助 手 碓氷 樹理 小児科全般

研 修 医 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

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」研究を開始した．

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た．

今年度の主な成果は，１）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を集

積したこと，２）日本人標準 STSマーカーセットを構築した（現在，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

症患者約１０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

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）に分類されることが提唱された．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．平成１４年度われわれ

は，Panayiotopoulos 症候群と臨牀的に診断した症例につき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．本症例のMEG所見からの病巣の局在確定は本症候群と従来の後

頭葉てんかんとの相違を示唆するものであった．今後，症例を重ね詳細な検討をして行く予定である．

平成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，p５～６

J Child Neurol，１７，８５１～８５２，２００２

３）性分化異常症における包括的遺伝子診療システムの開発

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

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

今年度の主な成果は以下のとおりである．（A）男性外性器異常（尿道下裂，矮小陰茎，停留精巣など）

―２３７―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

室谷 浩二 ２００２．４．１９ 成長を規定する遺伝子 第１０５回日本小児科学会学術
集会サテライトシンポジウム
「成長障害の遺伝的背景」

名古屋市

を有する患者におけるアンドロゲン受容体（AR）遺伝子解析（変異解析およびCAGリピート多型解析）

について総括した．（B）２１番環状染色体 r（２１）と矮小埋没陰茎を有する患者の分子遺伝学的解析を行っ

た．患者の母は，臨床的に無症状であったが，派生２１番染色体 der（２１）を有していた．FISH およびマイ

クロサテライト解析の結果，１）r（２１）の欠失は母親に由来すること，２）der（２１）にはその両末端に重

複して存在する相同領域が存在すること，３）der（２１）において存在する重複領域が r（２１）において欠

失していること，を確認した．以上から，母親の減数分裂時に，der（２１）染色体両末端に重複して存在す

る相同領域間でU－type exchange がおこり，ring（２１）を持つ配偶子が形成されたと考えられる．このよ

うな機序によるmonocentric ring の形成は，本例が世界初である．（C）生後２日に完全女性型外性器を有

するXY female を見いだした（当院出生）．SRY，AR，５－alpha reductase 遺伝子に変異を認めず，これ

までに報告のないタイプのXY female と考えられる．現在，さらなる分子遺伝学的検討を行っている．

（D）無精子症患者３０数例において，エストロゲン受容体アルファ（ERα）遺伝子のエクソン４に存在する

一塩基置換多型を解析した．その結果，無精子症患者においては正常男性と比較して，C／C genotype の

割合が低く，C／GもしくはG／G genotype の割合が高いことが証明された（統計学的有意差あり）．

Fertil Steril ７８，１３４１～１３４３，２００２．

Arch Androl ４８，４６１～４６６，２００２．

Am J Med Genet １１０，３３２～３３７，２００２．

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１４年度は１３C－phenylalanine 呼気テストを

フェニルケトン尿症の患者およびその家族に行い，患者における phenylalanine 代謝能を in vivo において

評価するとともに，保因者においても代謝能が低下していることを報告した．さらに，健常児における phen-

ylalanine 代謝能の年齢による発達を評価し，phenylalanine 代謝能は年少児では未熟であるものの，年齢に

より変化することを報告した．今後は他の標識化合物（１３C－erythromycine，１３C－中鎖脂肪酸）により薬剤

代謝能，消化吸収能等を評価していく予定である．

日小児会誌 １０６，２７０，４０９～４１０，２００２

３．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

―２３８―



論 文

１．和田雅樹，菊池 透�，松永雅道�，和田有子�，岡野善行�，西 泰明�，内山 聖�：１３Ｃ呼気テストによる

フェニルケトン尿症患児および保因者のフェニルアラニン代謝能の検討，日小児会誌１０６�，４０９～
４１０，２００２．原著 �新潟大・医・小児科，�大阪市立大・医・発達小児科

２．Muroya, K., Yamamoto, K.�, Fukushima, Y.�, Ogata, T.� : Ring chromosome２１in a boy and a derivative

chromosome ２１ in the mother : Implication for ring chromosome formation, Am J Med Genet１１０

�，３３２～３３７，２００２．原著 �慶大・医・小児科，�信州大・医・衛生，�国立成育医療研究センター

３．Kosaki, K.�, Suzuki, T.�, Muroya, K., Hasegawa, T.�, Sato, S.�, Matsuo, N.�, Kosaki, R.�, Nagai, T.�,

Hasegawa, Y.�, Ogata, T.� : PTPN１１（Protein－tyrosine phosphatase, nonreceptor－type１１）mutations

in seven Japanese patients with Noonan syndrome, J Clin Endocrinol Metab８７�，３５２９～３５３３，２００２．
原著 �慶大・医・小児科，�獨協医大越谷病院・小児科，�都立清瀬小児病院・内分泌代謝科，�国立成育医療研究

センター

４．Sugita, K., Kato, Y.�, Sugita, K.�, Kato, M.�, Tanaka, Y. : Magnetoencephalographic analysis in a case of

early－onset benign childhood occipital seizures, J Child Neurol １７�，８５１～８５２，２００２．症例脳科学研
�慶大・医・精神神経科，�千葉大・教育・基礎医科学

５．Sasagawa, I.�, Suzuki, Y.�, Muroya, K., Ogata, T.� : Androgen receptor gene and male genital anomaly,

Arch Androl４８�，４６１～４６６，２００２．原著 �山形大・医・泌尿器科，�国立成育医療センター研究所

６．和田雅樹，梶原正宏�，高取和彦�，仁志田博史�，内山 聖�：胆道閉鎖症術後患者への１３Ｃ呼気テストの

応用，１３Ｃ医学１２�，１４～１５，２００２．原著 �明治薬科大・薬剤・薬品化学，�東京女子医大・母子総合医療
センター・新生児，�新潟大・医・小児科

７．室谷浩二：HDR症候群９家系におけるGATA３遺伝子解析と臨床像の検討，ホルモンと臨５０�，９１～
９９，２００２．原著

８．Sato, T.�, Takahashi, N.�, Komatsu, Y.�, Wada, M., Matsunaga, M.�, Ito, K.�, Uchiyama, M.�, Nishida, H.� :

Urinary acidification in extremely low birth weight infants, Early Hum Dev７０�，１５～２４，２００２．原著
�新潟大・医・小児科，�東京女子医大・母子総合医療センター，�聖路加国際病院・内科，�東京女子医大・腎臓病

センター

９．Suzuki, Y.�, Sasagawa, I.�, Itoh, K.�, Ashida, J.�, Muroya, K., Ogata, T.� : Estrogen receptor alpha gene

polymorphism is associatedwith idiopathic azoospermia, Fertil Steril７８�，１３４１～１３４３，２００２．原著
�山形大・医・泌尿器科，�国立成育医療センター研究所

１０．Norio, I.�, Tanaka, T.�, Hashimoto, K.�, Wada, M. : A case of Turner syndromewith congenital hypothy-

roidism untreated until age３８years, Horm Res５９�，５０～５４，２００３．原著 �新潟大・医・小児科，�国立
成育医療センター病院

１１．Sugita, K., Suga, S.�, Tanaka, Y. : A juvenile case of cerebellar arteriovenous malformation（AVN）with

gradual onset of headache and atxia, Bull Tokyo Dent Coll４４�，１７～１９，２００３．症例 �市病・脳神経外科

―２３９―



解 説

１．室谷浩二：９ｐ上の性腺形成遺伝子：性腺形成不全を伴う９ｐ遠位部モノソミ―８例の臨床的および分子

遺伝学的検討，Medical Courts（オンライン），２００１．

２．田中葉子：尿素サイクル異常症，小児科診療Ｑ＆Ａ３５，６２９，２００２．

３．和田雅樹：「呼気ガス診断広がる臨床応用」―３―肝機能検査と呼気ガス診断―逸脱酵素診断から代謝

機能へ―，Medical Academy News，７，２００２．

４．室谷浩二：副甲状腺機能低下症，ホルモンと臨５０�，６５～７４，２００２．

５．室谷浩二：Gonadoblastoma およびその関連疾患，小児科診療６５�，１６０５～１６０８，２００２．

６．室谷浩二，松尾宣武�：Ｘ連鎖性非特異的精神発達遅滞，脳の科学２４�，１１３７～１１４５，２００２．�国立成育
医療センター

７．仁志田博史�，中野玲二�，和田雅樹，星 順�，大石昌也�，山田多佳子�：小児医療における１３Ｃ－呼気

テスト，１３Ｃ－呼気試験の実際基礎と実践的応用，７０～８６，２００２．�東京女子医大・母子総合医療センター，

�帝京大・医・小児科

学 会 抄 録

１．和田雅樹，仁志田博司�，内山 聖�：１３Ｃ－phenylalanine呼気テストによる小児肝代謝能の評価―第３報―，

日小児会誌１０６�，２７０，２００２．（第１０５回日本小児科学会学術集会，名古屋市）�東京女子医大・新生児科，
�新潟大・医・小児科

２．室谷浩二：成長を規定する遺伝子，第１０５回日本小児科学会学術集会サテライトシンポジウム抄録集，１０～

１１，２００２．（第１０５回日本小児科学会学術集会サテライトシンポジウム「成長障害の遺伝的背景」，名古屋市）

３．室谷浩二：性分化異常症を招く遺伝的機序の解明―性逆転患者（XX男性およびXY女性）における候補

遺伝子の変異解析―，神澤医学研究振興財団第４回講演会プログラム・抄録集，１８，２００２．（神澤医学研究

振興財団第４回講演会，東京）

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

の発症機序の解明，第６回小児分子内分泌研究会プログラム・抄録集，１９，２００２．（第６回小児分子内分泌

研究会，大沼）�国立成育医療センター研究所，�千葉県こども病院・整形外科，�国立ガンセンター研究所・

病理部，�那須中央病院・放射線科

５．緒方 勤�，室谷浩二，古庄知己�：Refined mapping of the gene for oto－palato－digital syndrome type Ⅰ，

第６回小児分子内分泌研究会プログラム・抄録集，２５，２００２．（第６回小児分子内分泌研究会，大沼）

�国立成育医療センター研究所，�慶大・医・小児科

―２４０―



６．深見真紀�，室谷浩二，鬼形和道�，長谷川奉延�，篠原 治�，緒方 勤�：特発性低身長患者９００例における

SHOX半量不全の頻度，第３６回日本小児内分泌学会プログラム・抄録集，Ｃ－７，２００２．（第３６回日本小児

内分泌学会，広島市）�国立成育医療センター研究所，�群大・医・小児科，�慶大・医・小児科，�東海大・医・

小児科

７．緒方 勤�，室谷浩二，長谷川奉延�，佐藤清二�，堀川玲子�，松尾宣武�，篠原 治�，小川英伸�，依藤 亨�，

中込美子�，皆川真規�，五十嵐 登	，野瀬 宰
，羽二生邦彦�，小川正道�，相川 務，長谷川行洋�，

会津克哉�，安達昌功�，立花克彦�，西 美和�：ターナー症候群とＸ染色体短腕欠失：４７例における遺伝子

型・表現型解析，第３６回日本小児内分泌学会プログラム・抄録集，Ｏ－１３，２００２．（第３６回日本小児内分泌

学会，広島市）�国立成育医療センター研究所，�慶大・医・小児科，�国立成育医療センター病院，�東海大・

医・小児科，�東北大・医・小児科，�京大・医・小児科，�山梨大・医・小児科，�千葉大・医・小児科，	富山県立

中央病院・小児科，
大阪府，�宮城県，�愛知県，新潟県，�都立清瀬小児病院，�埼玉県立小児医療センター，

�神奈川県立こども医療センター，�広島日赤病院・小児科

８．室谷浩二，田中葉子，長谷川奉延�，佐々木悟郎�，緒方 勤�：SHOXヌリソミーとハプロ不全を有する

１家系：ターナー骨格徴候発現機序に関する一考察，第３６回日本小児内分泌学会プログラム・抄録集，

Ｏ－１４，２００２．（第３６回日本小児内分泌学会，広島市）�慶大・医・小児科，�国立成育医療センター研究所

９．佐々木理恵�，長谷川奉延�，室谷浩二，上牧 務�，依藤 亨�，稲毛康司�，木下英一�，緒方 勤�：先天性

副腎低形成と知能障害：IL１RAPL遺伝子解析の意義，第３６回日本小児内分泌学会プログラム・抄録集，

Ｏ－２０，２００２．（第３６回日本小児内分泌学会，広島市）�慶大・医・小児科，�京大・医・小児科，�日大光ケ丘

病院・小児科，�長崎大・医・小児科，�国立成育医療センター研究所

１０．杉田記代子，田中葉子，加藤 隆�，加藤元一郎�，杉田克生�，野口博史�，眞山和徳�：後頭葉に突発波を

もつ早期発症型良性小児てんかん（Panayiotopoulos type）の１例―脳磁図による病態生理解析―，日小児

会誌１０６
，１５１０，２００２．（第１６２回日本小児科学会千葉地方会，千葉市）脳科学研 �慶大・医・精神神経科，

�千葉大・教育・基礎医科学，�成田赤十字病院・小児科

１１．田中葉子：出生前診断と遺伝カウンセリング―生殖医療と生命倫理―，市病フォーラム２００２プログラム・

抄録集，９，２００２．（市病フォーラム２００２「こんな病院で働きたい」―生殖医療の最先端にて―，市川市）

１２．室谷浩二：遺伝カウンセリングの実際，市病フォーラム２００２プログラム・抄録集，１０，２００２．（市病フォーラム

２００２「こんな病院で働きたい」―生殖医療の最先端にて―，市川市）

１３．和田雅樹：生殖医療と未熟児，市病フォーラム２００２プログラム・抄録集，１２，２００２．（市病フォーラム２００２

「こんな病院で働きたい」―生殖医療の最先端にて―，市川市）

１４．室谷浩二，山本敬一�，福嶋義光�，緒方 勤�：Der�の母親から生まれた ring�の男児例：リング染色体
形成に関する考察，第４７回日本人類遺伝学会プログラム・抄録集，Ｄ２８，２００２．（第４７回日本人類遺伝学会，

名古屋市）�慶大・医・小児科，�信州大・医・衛生学，�国立成育医療センター研究所

１５．緒方 勤�，室谷浩二，深見真紀�：ターナー症候群とＸ染色体短腕欠失：４７例における臨床的および分子

遺伝学的解析，第４７回日本人類遺伝学会プログラム・抄録集，Ｄ４４，２００２．（第４７回日本人類遺伝学会，名古屋市）

�国立成育医療センター研究所

―２４１―



１６．緒方 勤�，室谷浩二，石井智弘�，笹川五十次�：外陰部異常症と男性不妊症におけるアンドロゲン受容体

遺伝子の変異およびCAGリピート多型解析，日内分泌会誌７８�，３９５，２００２．（第７回日本生殖内分泌学会，
大阪市）�国立成育医療センター研究所，�慶大・医・小児科，�山形大・医・泌尿器科

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

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

１８．前田貴記�，斎藤文恵�，村松太郎�，加藤元一郎�，鹿島晴雄�，田中葉子：Prader－Willi 症候群で認められる

特異な視覚認知能力について，第１２回認知リハビリテーション研究会プログラム・抄録集，１３，２００２．

（第１２回認知リハビリテーション研究会，東京）�慶大・医・精神神経科

１９． 室谷浩二：タチナタマメの摂食により再燃したアレルギー性血管炎の１症例，第２５回東葛小児感染免疫研究会

プログラム，２，２００３．（第２５回東葛小児感染免疫研究会，浦安市）

―２４２―



７．脳神経外科学研究室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 菅 貞郎 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）

ラットを用いて，体外循環装置を用いて，大腿動脈より脱血し，冷却した自己血を頸動脈に返血すること

により，選択的脳低温療法のモデルを確立した．さらにラット中大脳動脈閉塞モデルで常温群に比し，低脳

温群で有意に脳梗塞巣の縮小を認めた．今後，選択的脳低温療法における脳保護効果と遺伝子，サイトカイ

ンの発現の関連を検討する予定である．

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）

東京の脳ドックで発見された未破裂脳動脈瘤を検討した．対象の年齢分布は，４０歳未満８％，４０歳代

２６％，５０歳代３８％，６０歳代２２％，７０歳代６％，高血圧の既往は４０歳未満４％，４０歳代１０％，５０歳代２０％，６０

歳代３０％，７０歳代４０％に認められ，喫煙歴は４０歳未満３７％，４０歳代３８％，５０歳代３４％，６０歳代２８％，７０歳代

２０％が有していた．くも膜下出血の家族歴に関しては各年代とも５－８％であった．全１５４３９例中，動脈瘤

が確認され手術したものが２３例０．１５％，動脈瘤が確認され経過観察しているものが２２例０．１４％，動脈瘤が疑

われるものの経過観察しているのが９１例０．５９％，二次検査をすすめるも結果が確定していない症例が９８例

０．６３％であった．この結果，未破裂脳動脈瘤の保有率は０．３－１．２％であった．当施設の受診者は６０歳未満が

７２％と大部分をしめており，また男性が２／３を占めていることから，従来の未破裂脳動脈瘤保有率より低い

数字が示されたものと思われるが，このような動脈瘤保有危険因子の低い群では未破裂脳動脈瘤の保有率は

低い可能性が強く示唆された．

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中である．

―２４３―



担当者 研 究 課 題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

菅 貞郎 厚生労働省医療技術評価総合
事業「科学的根拠にもとづく
未破裂脳動脈瘤の治療ガイド
ライン策定に関する研究」

新さっぽろ脳神経外科病院 札幌市 中川 俊男

菅 貞郎 厚生科学研究費補助金（ヒトゲノム
・再生医療等研究事業）「臓器提供
施設における臓器提供システムに
関する研究」

日本医科大学 東京 横田 裕行

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

菅 貞郎 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障害
の予防と脳保護効果

科学研究費・基盤（C）

シンポジウム 年月日 演 題 学 会 名 開催地

菅 貞郎 ２００２．５．８ 健診を中心とした脳ドックにおける
未破裂脳動脈瘤の頻度

第１１回日本脳ドック学会 盛岡市

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

菅 貞郎 ２００２．５．２５ 困ってしまう未破裂脳動脈瘤の治療 第５回 JKWフォーラム 三浦郡葉山町

菅 貞郎 ２００２．８．２４ 治療に難渋した未破裂脳動脈瘤 第１７回TKNJ Conference 白河市

菅 貞郎 ２００２．９．７ 治療に難渋した未破裂脳動脈瘤の２例 第５０回東葛地区脳神経外科
研究会

浦安市

菅 貞郎 ２００３．２．２５ 軽微な症状で発症した小脳梗塞の２例 第二回湾岸脳神経疾患
研究会

浦安市

菅 貞郎 ２００３．２．２７ 脳虚血性疾患に対するカタクロット
の使用経験

第９回千葉県脳血管障害
研究会

千葉市

菅 貞郎 ２００３．３．１２ 脳血管障害における病診・病病連携
のあり方

平成１５年３月度市川市
医師会学術講演会

市川市

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

学会招待講演

―２４４―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

菅 貞郎 ２００２．７．１１ 脳血管障害の治療戦略 千葉県病院薬剤師会西部支部
研修会

船橋市

菅 貞郎 ２００３．３．５ 脳死下臓器提供の今後の展望
―将来を見据えて―

臓器移植ネットワーク第一回
東日本支部「臓器の提供に関
する懇話会」

東京

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２４５―



論 文

１．Horiguchi, T.�, Shima, H.�, Suga, S., Ogino, M.�, Shimizu, K.�, Toya, S.�, Nagao, M.�, Kawase, T.� : Tran-

sient forebrain ischemia induces expression of serine/threonine protein phosphatase １ mRNA in the

vulnerable regions of gerbil brain, Neurosci Lett３２５�，１１５～１１８，２００２．原著 �慶大・医・脳外科，
�北大・医・遺伝研，�国立がんセンター研究所・生化学

２．菅 貞郎，中川 亨�，真柳圭太�，河瀬 斌�：破裂前交通動脈瘤の中期成績，脳卒中の外科３０�，２５８～
２６３，２００２．原著 �慶大・医・脳外科

３．河瀬 斌�，菅 貞郎：How I do it，脳神外科３０�，１０００～１００９，２００２．臨床 �慶大・医・脳外科

４．Horiguchi, T.�, Shimizu, K.�, Ogino, M.�, Yamaguchi, N.�, Suga, S., Inamasu, J.�, Kawase, T.� : Neuropro-

tection role ofadenosine under hypothermia in the rat global ischemia involves inhibition of not

dopamine release but delayed postischemic hypoperfusion, Brain Res９５２，２２２～２３１，２００２．原著

�慶大・医・脳外科

５．Sugita, K.�, Suga, S., Tanaka, Y.� : A juvenile case of cerebellar arteriovenous malformation（AVM）with

gradual onset of headache and ataxia, Bull Tokyo Dent Coll４４�，１７～１９，２００３．原著 �市病・小児科

解 説

１．菅 貞郎：脳卒中の外科とEBM，慶應医学７９（５，６），１６０～１６２，２００２．

２．菅 貞郎：脳卒中診療における外科と内科の役割―外科の立場から―，脳と循環 ８�，６１～６５，２００３．

３．菅 貞郎：脳動脈瘤（未破裂・巨大），神経内科５８（特別増刊号），４５８～４６８，２００３．

単 行 図 書

１．菅 貞郎�，河瀬 斌�：著分担：臓器移植の麻酔 �法的脳死判定までの治療管理１４１～１４７頁，克誠堂
出版，東京，２００２．脳科学研 �慶大・医・脳外科

２．菅 貞郎�，河瀬 斌�：著分担：脳神経外科Advanced Practice 8 脳動脈瘤�脳底動脈本幹部動脈瘤 tran-
spetrosal approach １４０～１４５頁，メジカルビュー社，東京，２００２．脳科学研 �慶大・医・脳外科

学 会 抄 録

１．中川 亨�，菅 貞郎：脳ドック受診者の喫煙状況についての検討，第２７回日本脳卒中学会抄録集，７６，

２００２．（第２７回日本脳卒中学会，仙台市）�慶大・医・脳外科

２．菅 貞郎：未破裂脳動脈瘤治療の現状は，真に患者の転帰を改善しているか？，第３１回日本脳卒中の外科

学会抄録集，１２７，２００２．（第３１回日本脳卒中の外科学会，仙台市）

３．菅 貞郎，島本佳憲：不安定卒中に対する亜急性期頸動脈内膜剥離術の有用性，第３２回日本脳卒中の外科

学会抄録集，１４３，２００３．（第３２回日本脳卒中の外科学会，東京）

―２４６―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

高橋 正憲 組織の各種凍結保存法によるViability の検討 科学研究費・基盤（C）

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

科学研究費・基盤（C）

８．整 形 外 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 高橋 正憲 骨形成促進の実験的研究（Ａ９７‐０６６０‐１），手の外科の臨床的研究

助 教 授 小柳 貴裕 脊椎・脊髄外科の内視鏡的手術に関する研究

講 師 川久保 誠 膝関節外科・スポーツ外傷に関する生体工学的研究

助 手 南雲 剛史 骨軟部腫瘍

川北 敦夫 整形外科一般

二宮 研 整形外科一般

研 修 医 高尾 英龍 整形外科一般

２．成果の概要

１）骨形成促進の実験的研究（Ａ０１‐０６６０‐１，Ａ９７‐０６６０‐２）

平成８年度よりHRC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．昨年は東歯学会および第２９回日本低温医学会で『凍結方法の違いによる骨および

軟骨のViability の検討』を発表した．今年は日本整形外科学会基礎学術集会で，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 の可能性を発表予定である．今年も科研費が継続されているた

め，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）損傷腱の修復に関する実験的研究

平成１４年度も，１３年度より科研費基盤研究の助成を受けた研究を続け，骨組織と同様に軟部組織の修復に

も超音波パルス照射が有効であることが明らかとなった．

３）Navigation system を用いた人工膝関節手術

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

術を行い，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

―２４７―



論 文

１．高橋正憲：整形外科から見た腰痛の考え方，国際歯科学士会日本部会雑誌３２�，６２～６６，２００１．総説 平成
１３年度分 RI 研 脳科学研 実動施設

解 説

１．小柳貴裕：脊椎脊髄外科における疫学的手法，日腰痛会誌 ８�，２６～３０，２００２．

そ の 他

１．小柳貴裕：診断能力の評価，臨整外３７�，７３５～７４４，２００２．

２．高橋正憲：医療事故は防げるか，歯科学報１０２�，巻頭言，２００２．

３．小柳貴裕：多重比較，臨整外３７�，１０９５～１０９９，２００２．

４．小柳貴裕：整形外科と疫学，臨整外３７�，１４４５～１４４９，２００２．

５．小柳貴裕：二，多元配置の問題点，臨整外３８�，３２５～３３１，２００３．

学 会 抄 録

１．川久保 誠，小柳貴裕，高橋正憲，小林龍生�：膝関節に発生したTransient Osteoporosis ―診断と病態―，

日整会誌７６�，Ｓ３００，２００２．（第７５回日本整形外科学会学術集会，岡山市）�防衛医大・医・整外科

２．小柳貴裕，川久保 誠，高橋正憲：脊椎後方手術後の深部静脈血栓症の診断と予防，日脊椎脊髄病会誌１３

�，１２１，２００２．（第３１回日本脊椎脊髄病学会，宮崎市）

３．小野宏之，高橋正憲，小柳貴裕，川久保 誠，南雲剛史，菊池謙太郎，兼子 智�：各種凍結保存法による

幼若骨のViability の検討，歯科学報１０２�，８７，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）脳科学研
�市病・産婦人科

４．小柳貴裕，川久保 誠：人工股関節置換術後の深部静脈血栓症とD－dimer 値―椎弓切除術と比較して―，

第２９回日本股関節学会学術集会抄録集，２１３，２００２．（第２９回日本股関節学会学術集会，札幌市）

５．三笠貴彦，高橋正憲，小柳貴裕，川久保 誠，南雲剛史，菊池謙太郎，兼子 智�：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―，歯科学報１０２�，４８，２００２．
（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）脳科学研 �市病・産婦人科

６．高橋正憲，浪花豊寿，菊池謙太郎，小柳貴裕，川久保 誠，南雲剛史，三笠貴彦，兼子 智�：凍結方法の

違いによる骨および軟骨のViability の検討，日低温医会２９回プログラム・抄集，２８，２００２．（第２９回日本

低温医学会総会，岐阜市）�市病・産婦人科

７．川久保 誠，小柳貴裕，森山一郎�：ナビゲーション人工膝関節置換術，第３３回日本人工関節学会抄録集，

２９４，２００３．（第３３回日本人工関節学会，別府市）�Buffalo General Hospital

―２４８―



８．原口孝之�，渡邊 裕�，高橋正憲：手の巧緻運動（precision movement）のMEGによる検討，東京歯科大学

口腔科学研究センターワークショッププログラムおよび抄録集，１１～１２，２００３．（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，千葉市）脳科学研 �市病・オーラルメディシン

９．三笠貴彦，高橋正憲，福岡昌利，小野宏之�：第１．２中手骨に発生した骨嚢腫の治療経験，第１７回東日本

手の外科研究会・抄録集，１３８，２００３．（第１７回東日本手の外科研究会，東京）�慶大・医・整外科

１０．Kawakubo, M., Koyanagi, T., Takahashi, M., Kobayashi, T.�, Fujikawa, K.� : Transient osteoporosis of the

knee. Diagnosis and aetiology, ISAKOS, ５．１２０，２００３．（２００３International Society of Arthroscopy, Knee Sur-

gery, Orthopaedic Sports Medicine Congress, Auckland, New Zealand）�防衛医大・医・整外科

―２４９―



研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

田� 清男 顆粒膜細胞内FSH刺激伝達機構に関する生化学的・分子
生物学的研究

科学研究費・基盤（C）

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� 清男 マウス卵核移植に関する基礎的研究（Ａ９９‐０６７０‐１）

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

郡山 智 体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

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 マウス卵核移植に関する基礎的研究（Ａ９９‐０６７０‐１）

木戸 進 胚の染色体異常について（Ａ９７‐０６７０‐１）

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・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

前田 太郎 体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ９７‐０６７０‐１）

桑原 佳子 胚の染色体異常について（Ａ９７‐０６７０‐１）

２．成果の概要

ヒト精漿におけるメタロプロテイナーゼ存在とその性状

ヒト精漿にはメタロプロテイナーゼ（MMP）サブタイプのうちMMP－２とMMP－９が存在することを

見いだした．ゲルろ過法，ゼラチンを担体とするアフィニティクロマトグラフィを用いて精製し，ゼラチン－

ザイモグラフ，分子量およびMMP－２，MMP－９抗体を用いた観察の結果，ヒト精漿中にはMMP－２，

MMP－９およびそれらの代謝産物が存在することを同定した．

Mol Hum Reprod ８，３２～３６，２００２．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

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

聖マリアンナ医大 泌尿 川崎市 岩本 晃明

兼子 智 内分泌かく乱物質のヒト生殖
機能への影響に関する総合的
研究

聖マリアンナ医大 泌尿 川崎市 岩本 晃明

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

―２５０―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

田� 清男 ２００２．６．２０ 最近の不妊治療 日本産科婦人科学会千葉
地方部会・日本産婦人科医会
千葉県支部合同研修会

千葉市

兼子 智
田� 清男

２００２．７．２８ 精子評価，調整の新しい展開―配偶子
DNA損傷を考慮したART―

生殖バイオロジー 東京
シンポジウム

東京

田� 清男 ２００２．１０．１９ 不妊治療の最近の進歩―その光と影― 第２７４回東京歯科大学
学会総会

千葉市

兼子 智 ２００２．１０．１９ ヒト精子DNA障害定量法の開発と
染色体構造異常精子の排除に関する
研究

第２７４回東京歯科大学
学会総会

千葉市

５．研究活動の特記すべき事項

学会招待講演

―２５１―



論 文

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

リトドリンの投与により母体に心筋虚血を認めた１例，日産婦誌５４�，８４７～８５０，２００２．症例

２．Simokawa, k.�, Katayama, M.�, Matsuda, Y.�, Takahashi, H.�, Hara, I.�, Sato, H.�, Kaneko, S. : Matrix met-

alloproteinase（MMP）－２and MMP－９activities in human seminal plasma, Mol Human Reprod ８�，３２
～３６，２００２．原著 �明薬大・薬・生体機能分析，�東京都

３．田邊清男：不妊専門相談センターについて，周産期医学１２７�，１０５９～１０６２，２００２．症例

４．田邊清男：ピルと喫煙，ドクターサロン４７�，１０７～１１１，２００３．総説

５．Katayama, M.�, Matsuda, Y.�, Shimokawa, K.�, Kaneko, S. : Simultaneous determination of１６estrogens,

dehydro－epiandrosterone and their glucuronide and sulfate conjugates in serum using sodium cholate

micelle capillary electrophoresis, Biomed Chromatogr１７�，２６３～２６７，２００３．原著 �明薬大・薬・生体
機能分析

６．Nagato, N.�, Tanabe, K. : Attempt for prevention of cleft lip and palate in Japan, Dent Jpn３９�，１９４～
１９８，２００３．臨床 �愛知学園大

７．兼子 智：ヒト精子DNA障害定量法の開発と染色体構造異常精子の排除に関する研究，歯科学報１０３�，
２２３～２３０，２００３．総説

単 行 図 書

１．田邊清男�：著分担：今日の治療指針 �受胎調節７８７頁，医学書院，東京，２００２．

２．兼子 智�，田邊清男�：著分担：図説ARTマニュアル �胚培養１５０～１５６頁，永井書店，大阪，２００２．

３．田邊清男：著分担：医学大辞典，医学書院，東京，２００３．

学 会 抄 録

１．兼子 智，郡山 智，佐久間雄一，冨永英一郎，木戸 進，岩本晃明�，田邊清男：ヒト精子頭部形態計測

の標準化，日産婦誌５４�，３６８，２００２．（第５４回日本産科婦人科学会，東京）�聖マリ医大・泌

２．田邊清男：最近の不妊治療，日産婦会千葉地方部会・日産婦医会千葉県支部合同研修会プログラム，１，

２００２．（日産婦会千葉地方部会・日産婦医会千葉県支部合同研修会，千葉市）

３．正木史明�，岩井雄一�，鈴木イチ�，菅沼弘春�，田邊清男，高橋正憲�：オーダリングシステムの導入経過

と概要，第５２回日本病院学会プログラム・講演集，２９０，２００２．（第５２回日本病院学会，東京）�市病・事務部，

�市病・整外科

４．兼 子 智，田邊清男：精子評価，調整の新しい展開―配偶子DNA損傷を考慮したART，Reproductive

Biology－Tokyo Symposium抄録集，１７，２００２．（生殖バイオロジー東京シンポジウム，東京）

―２５２―



５．兼子 智，佐久間雄一，中川博之，冨永英一郎，田中宏明，北岡芳久，木戸 進，宮地系典�，石川博通�，

田邊清男：コメット電気泳動法によるヒト精子核DNA２重鎖切断の検出，第３回千葉リプロダクション

研究会プログラム，１，２００２．（第３回千葉リプロダクション研究会，千葉市）�市病・泌尿科

６．中川博之，兼子 智，佐久間雄一，冨永英一郎，田中宏明，北岡芳久，木戸 進，宮地系典�，石川博通�，

田邊清男：TUNEL法によるヒト精子核DNA損傷の組織化学的検出，第３回千葉リプロダクション研究会

プログラム，１，２００２．（第３回千葉リプロダクション研究会，千葉市）�市病・泌尿科

７．石川博通�，宮地系典�，遠山裕一�，田中宏明，冨永英一郎，佐久間雄一，中川博之，郡山 智，木戸 進，

兼子 智，田邊清男：リプロダクションセンターについて，市川医学会プログラム，７９３～７，２００２．

（第１０回市川医学会，市川市）�市病・泌尿科，�千葉県

８．兼子 智，郡山 智，木戸 進，佐久間雄一，冨永英一郎，中川博之，岡崎雅子，宮地系典�，石川博通�，

田邊清男：Micro０swim up dish を用いる重度精液所見不良例からの運動精子回収，第２０回日本受精着床

学会学術講演会プログラム・講演抄録集，９２，２００２．（第２０回日本受精着床学会学術講演会，岐阜市）�市病・

泌尿科

９．兼子 智，郡山 智，木戸 進，佐久間雄一，冨永英一郎，中川博之，田邊清男：修正コメット電気泳動法

によるヒト精子核DNA２重鎖切断の観察，第２０回日本受精着床学会学術講演会プログラム・講演抄録集，

１０１，２００２．（第２０回日本受精着床学会学術講演会，岐阜市）

１０．冨永英一郎，岡崎雅子，桑原佳子，田中宏明，北岡芳久，中川博之，佐久間雄一，兼子 智，田邊清男，

小野田雅美�，宜保一夫�，田中陽一�：子宮頸部腺癌悪性腺腫の一例，日本産科婦人科学会千葉地方部会

平成１４年度冬期学術講演会プログラム・抄録集，１２，２００３．（日本産科婦人科学会千葉地方部会平成１４年度

冬期学術講演会，千葉市）�市病・病理

１１．兼子 智，郡山 智，木戸 進，佐久間雄一，冨永英一郎，中川博之，田邊清男，西田智保�，岩本晃明�：

修正TUNEL法によるヒト精子核DNA損傷の組織化学的検出，日不妊会誌４７�，３０６，２００３．（第４７回
日本不妊学会総会学術講演会，岐阜市）�聖マリ医大・泌

１２．田邊清男：不妊治療の最近の進歩―その光と影―，歯科学報１０２�，７９３，２００３．（第２７４回東京歯科大学学会
総会，市川市）

―２５３―



１０．眼 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 坪田 一男 ドライアイ治療の基礎および臨床研究（Ａ９９‐０６８０‐１）

助 教 授 島崎 潤 羊膜を用いた眼表面再建の奏功機序に関する検討

講 師 藤島 浩 環境因子のアレルギー性結膜炎への影響

榛村 重人 人工角膜の作成

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

松本 幸裕 ドライアイの血清点眼治療と温熱療法

病院助手 高野 洋之 重症アレルギーにおける好中球の役割

許斐 健二 角膜内皮細胞の培養と幹細胞の同定，単離，保存

中村 匡志 マイボーム腺

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

赤羽 直子 羊膜移植

鹿島みのり アレルギー

御宮知達也

２．成果の概要

１）ドライアイ治療の基礎および臨床研究（Ａ９９‐０６８０‐１）

血清因子中のアルブミン，成長因子（EGF，IGF，TGF－β），ビタミンAにおいてアポトーシスの抑制

およびDNA合成の促進がみいだされた．このことはこれらの因子は結膜上皮細胞の正常維持に有効である

ことを示唆している．EGFなどの成長因子は細胞の生存と増殖に必須であり，ビタミンAは細胞を酸化ス

トレスから防御するために重要な役割を果たしていると考えられる．アルブミンの効果は，マイクロアレイ

法による解析結果において酸化ストレスに対する遺伝子発現プロファイルの相関が高い値を示したこと，お

よび血液中で抗酸化作用を示すことが知られていることから，酸化ストレスに対する防御効果が考えられ

る．また栄養源としての作用，細胞膜の安定性を高める効果なども考えられる．アルブミン，EGF，ビタ

ミンAを混合することによりアポトーシス抑制効果が増大することは，これらの因子の作用が互いに補い

あっていることを示唆しているのかもしれない．ドライアイモデルラットを用いたアルブミン点眼実験にお

いて，アルブミン点眼はコントロールである PBS 点眼よりも有効であることが示された．特に５mg／ml

点眼においては有意に差が認められた．シェーグレン症候群患者に対してアルブミン点眼では，投与開始４

週間後においてフルオレセイン染色，ローズベンガル染色，BUTのすべてにおいて有意に改善がみいださ

れた．アルブミンがドライアイに対して有効であることは２つの in vivo 研究から明らかであるが，その治

療機構は推定の域を出ていない．今後は角膜上皮細胞株を用いた in vitro 実験などにより治療効果機構を解

明していく．

２）羊膜を用いた眼表面再建の奏功機序に関する検討（Ａ０１‐０６８０‐１）

① 再生結膜上皮の角化，及びムチン分泌に関する検討を行うために，羊膜上と通常培養条件下での結膜

上皮細胞のトランスグルタミナーゼ I（TGaseI）とMac１mRNAの発現を real－time PCR で調べた．

その結果，羊膜上ではTGaseI の発現の減少と，Mac１mRNAの発現亢進が示唆された．これらの変

化が羊膜上再生上皮のwettability の向上に寄与している可能性がある．

② 再生結膜上皮でのHLA－G発現

NK細胞活性や免疫反応抑制作用があると報告されているHLA－Gの発現が，羊膜上での再生上皮

―２５４―



Exp. No for２８days

G１７ G０９

SHAM AM

CD４ － －

CD８ － ＋

MMp２ － －

Vimentin － －（±）

α－SMA － ±

で亢進していることが，マイクロアレイ，及び real－time PCR によって示された．眼表面での実際の

免疫応答への影響についてさらに検討中であるが，今回の結果は，羊膜が再生結膜細胞でのHLA－G

発現を誘導することで，過度の炎症や拒絶反応を抑制している可能性を示している．

③ 羊膜に対する組織反応

家兎角膜内に移植された羊膜組織でのCD４，CD８，matrix metalloproteinase－２，vimentin，α－

SMAの発現の免疫組織学的に検討した．その結果，羊膜に対する炎症・免疫反応は軽微であることが

示された．

④ 培養上皮シートの輸送に関する検討

培養上皮シートをどういう条件で輸送するかを検討するために，作成した上皮シートを常温で輸送し

たことによる組織変化と細胞の viability の検討を行った．その結果，半日程度の輸送後も大きな変化

はなく，輸送後に３７℃で再度培養することで細胞活性も臨床応用に耐えられる程度まで戻ることが

caicein，PI を用いた生体染色によって示された．

⑤ 臨床応用

これまで２１例２２眼の瘢痕性角結膜症に対して培養上皮シートの移植を行った．その結果，重度ドライ

アイや眼表面角化を伴う症例においては，幹細胞としての性質を保つことを目的とした条件下で培養し

た細胞では生着が得られないことが多く，cell suspension 法，カルシウムの培養液への添加，air－lifting

による培養などによって，上皮の分化を促して羊膜と上皮細胞の接着を強固にしたシートの方が適して

いることが示された．

３）環境因子のアレルギー性結膜炎への影響

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

を用いて検討した結果接着分子，サイトカイン，ケモカイン，成長因子が発現していた．現在それらの蛋白

レベルでの追加検討を行なっている．角結膜上皮，実質からの PGE２産生については産生が少ない角膜上

皮を PGE２で刺激すると gene chip は IL－７しか上がらず，IL－７は蛋白レベルでも有意に産生されてい

た．これら PGE２産生はブロナックで抑制されたが，免疫抑制剤では抑制されなかった．アトピー患者で

の好酸球上のCRTH２の発現については論文投稿中である

４）人工角膜の作成

ポリマー開発では，コラーゲンを基本とした試作品数種類を動物移植実験にて，以下の結果が得られた：

① リンパ球浸潤は軽度で，顕著な異物排除反応はない．

② 実質細胞の活性化が見られ，移植後４週間経過してもビメンチン，α平滑筋アクチン陽性細胞が見ら

れる．

③ ポリマーと実質細胞の接着は脆弱であり，上皮細胞は正常な分化を示さない．

④ 炎症細胞や活性化された実質細胞由来のコラゲナーゼ作用による，コラーゲンポリマーの融解．

上記結果より，コラーゲンポリマーと羊膜を架橋した素材は，縫合性に優れ，角膜上皮の接着性にも優れ

―２５５―



担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

藤島 浩 アトピー患者での好酸球上の
CRTH２の発現

国立成育医療センター研究所
免疫アレルギー研究部

東京 斎藤 博久

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

坪田 一男 ヒト羊膜を用いた再生表層角膜移植片における免疫学的研究 厚生科学研究費補助金

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

坪田 一男 涙液産生におけるアクアポリン５の生理的役割の解明 科学研究費・特定領域

坪田 一男 ドライアイに係る疫学的研究 厚生科学研究費補助金

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

坪田 一男 涙腺の分化増殖機構の解明と再生医療への応用 厚生科学研究費補助金

オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地

坪田 一男 ２００２．９．２９ オクラーサーフェス再構築の
新しい考え方と方法

第５６回日本臨床眼科学会 盛岡市

高橋 政代
坪田 一男

２００３．３．１２ 眼科における再生医療アップ
デート

第２回日本再生医療学会総会 神戸市

氏 名 年月日 内 容 学 会 名 開催地

坪田 一男 ２００３．２．２８ 再生角膜の作成および移植に
関する研究

平成１４年度口腔科学研究
センターワークショップ

千葉市

ていると考えられる．

又，角膜上皮ステムセルの分離プロジェクトでは，蛍光活性化セルソーター（FACS）で，角膜輪部に SP

細胞が存在することを確認した．免疫染色法で細胞増殖制御因子である p６３の局在を調べたところ，角膜輪

部上皮の基底膜側に陽性細胞が認められ，今後ステムセルマーカーを用いて更に検討する予定である．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

５．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム企画

研究報告

―２５６―



シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

坪田 一男 ２００２．５．５ Limbal stem cell therapy for
severe ocular surface disor-
ders.

The Association for Re-
search in Vision and Oph-
thalmology, Annual Meeting,
Sunday Symposium

Florida, U.
S. A

坪田 一男 ２００２．５．１８
～１９

老眼・遠視も治る時代がやってきた 第２回日本抗加齢医学研究会 横浜市

坪田 一男 ２００２．７．２ 角膜疾患と再生医学 第２３回日本炎症再生医学会 東京

坪田 一男 ２００２．７．６
～７

Phakic IOL の最新の知見 第４５回日本コンタクトレンズ
学会総会

松山市

坪田 一男 ２００２．１０．１８ LASIK in the setting of dry
eye.

２００２International Society of
Refractive Surgery Fall Re-
fractive & Cataract Sympo-
sium

Florida, U.
S. A

島崎 潤 ２００２．１１．９ 角膜の再生 第１６回耳鼻咽喉科学会専門医
講習会

千葉市

島崎 潤 ２００３．２．７ 羊膜を用いた眼表面疾患の細胞
治療

バイオロジクス・フォーラム
設立記念シンポジウム

東京

藤島 浩 ２００３．１．３１
～２．２

強膜老視手術 vs 調節可能 IOL 第２６回日本眼科手術学会総会 京都市

藤島 浩 ２００３．２．２ シャーカーバンドとアコモダ
ティブによる老視治療

第５回 ISQOV Meeting 京都市

榛村 重人 ２００２．４．１８
～１９

角膜の再生医療技術 第１回日本再生医療学会総会 京都市

榛村 重人 ２００２．８．３０
～３１

Regeneration of the Cornea 第２０回日本ヒト細胞学会大会
国際シンポジウム

東京

榛村 重人 ２００２．９．２６
～２９

角膜輪部移植アップデート 第５６回日本臨床眼科学会 盛岡市

榛村 重人 ２００２．１２．６
～７

Regeneration of the Superficial
Cornea

The８th Annual Meeting of
the Kyoto Cornea Club

京都市

榛村 重人 ２００３．１．３１
～２．２

培養上皮移植 第２６回日本眼科手術学会総会 京都市

榛村 重人 ２００３．２．２０
～２２

角膜上皮ステムセル同定への
チャレンジ

第２７回角膜カンファランス 長野県北佐久郡

榛村 重人 ２００３．１１～
１２

人工角膜の開発 第２回日本再生医療学会総会 神戸市

シンポジウム

―２５７―



講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００２．５．３ Deep Anterior Lamellar Kera-
toplasty.

Cleveland Clinic Confer-
ence

Cleveland, U.
S. A

坪田 一男 ２００２．５．３ Stem cell transplants and am-
niotic membrane.

Cleveland Clinic Confer-
ence

Cleveland, U.
S. A

坪田 一男 ２００２．５．３ What’s new in dry eye man-
agement．

Cleveland Clinic Confer-
ence

Cleveland, U.
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藤島 浩 ２００２．５．２３
～２６

アレルギー性結膜炎への環境因子
の影響

第３回眼科DNAチップ研究会 仙台市

藤島 浩 ２００２．７．６ アレルギー性結膜炎 第３６回日本眼炎症学会 松山市

藤島 浩 ２００２．９．１ 肥満細胞からみたアレルギー
結膜炎

第５１回四国眼科学会 高知市

藤島 浩 ２００２．９．１ 適切な薬剤選択と治療の進め方 第５１回四国眼科学会 高知市

藤島 浩 ２００２．９．７
～８

ヒスタミンH１，拮抗点眼薬の
臨床効果

第２２回日本眼薬理学会 東京

藤島 浩 ２００２．９．２６
～２９

アレルギー性角結膜疾患の外科
的治療

第５６回日本臨床眼科学会 盛岡市

藤島 浩 ２００３．２．２０
～２２

点眼治療と外科的治療の最前線 第２７回角膜カンファランス
第１９回日本角膜移植学会

長野県北佐久郡

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００２．４．２０ 屈折矯正手術アップデート 東濃眼科医会 岐阜市

坪田 一男 ２００２．５．２６ ドライアイクリニックからの提言 第１回ドライマウス研究会 東京

坪田 一男 ２００２．８．２５ 角膜治療のすべて 坪田一男１day セミナー 東京

坪田 一男 ２００２．９．８ 角膜治療のすべて 坪田一男１day セミナー 大阪市

坪田 一男 ２００２．９．２９ 近視を治して生き生きと 第５６回日本臨床眼科学会市民
公開講座

盛岡市

坪田 一男 ２００２．１０．５ １００歳まで元気にごきげんに
生きる！

ラボートシニアライフセミナー
２００２秋

名古屋市

坪田 一男 ２００２．１０．６ アンタイエージング医学の時代
がやってきた／アンタイエージ
ング医学の未来とティシュー
エンジニアリング

抗加齢医学入門のすべて
１day セミナー

東京

坪田 一男 ２００２．１１．８ アンタイエージングの時代が
やってきた抗加齢医学入門

福岡市西区医師会学術講演会 福岡市

坪田 一男 ２００２．１１．９ 健康づくり 第４４回健康・体力つくり運動
推進全国大会愛媛大会

松山市

学会招待講演

６．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演

―２５８―



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

坪田 一男 ２００３．１．１１ 乾燥するカラダ 厚生労働科学研究成果発表会 市川市

坪田 一男 ２００３．１．１２ １００歳まで元気にごきげんに
生きる！― アンタイエージング
の時代―

第１２回ライオンNew Year
セミナー

東京

坪田 一男 ２００３．１．２４ 百歳まで生きる！「不老の方法」２００３年新春全国経営者大会 東京

坪田 一男 ２００３．２．４ ドライアイの予防とケア
―快適な目の健康のために―

第３２８回健康管理研究会 東京

坪田 一男 ２００３．２．２２ 眼科学におけるレーザー治療の
留意点

第４回日本レーザー医学会
安全教育セミナー

東京

坪田 一男 ２００３．２．２２ 近視手術の現状２００３ 東京女子医科大学学会第３２７回
例会

東京

坪田 一男 ２００３．３．２ 未来の眼科診療 眼科診療アップデートセミナー
２００３

京都市

坪田 一男 ２００３．３．１３ シェーグレン症候群のドライアイ
治療アップデート２００３

第２回埼玉シェ－グレン症候群
研究会

さいたま市

島崎 潤 ２００２．４．２０ 重症オキュラーサーフェス疾患
の治療

霧島研鑽会 宮崎市

島崎 潤 ２００２．６．１６ 角結膜手術―最近の進歩― 茨城県眼科医会学術講演会 水戸市

島崎 潤 ２００２．８．１０ 羊膜移植―ABCからZまで― 静岡眼科医会勉強会 静岡市

島崎 潤 ２００２．９．１ ドライアイの診断と治療 滋賀県眼科セミナー 大津市

島崎 潤 ２００２．９．８ 海外ドナー角膜を用いた角膜移植
の効果と安全性

第２４０回千葉眼科集談会 千葉市

島崎 潤 ２００２．１１．２２ オキュラーサーフェス：どこを
診て，どう治す？

関西医科大学眼科勉強会 大阪市

島崎 潤 ２００２．１１．３０ Ocular Surface
Reconstruction：現状と将来

第６０回仙台眼科手術研究会 仙台市

島崎 潤 ２００３．２．１５ ドライアイの診断と治療 第２８回東西南北多摩町田眼科
医会学術講演会

立川市

藤島 浩 ２００２．９．１５ 老視の矯正
白内障に対する調節可能な人工
水晶体挿入経験について

ISRS JAPAN Meeting 浜松市

藤島 浩 ２００２．２．１６ アレルギーの克服に向けて「アトピー
性皮膚炎を含むアレルギー疾患を
考える」

第８回アレルギー週間中央
講演会

東京

藤島 浩 ２００３．１．２５ 花粉症に対する抗アレルギー
点眼薬の使い方
薬物治療について

眼アレルギーフォーラム２１in
東京

東京

藤島 浩 ２００３．３．１ アレルギー性結膜炎の発症機序，
診断とその治療についてー非
ステロイド点眼薬の効果も含めて

第４回眼科フォーラム 仙台市

藤島 浩 ２００３．３．４ 加齢と目の健康 第２５回バリアフリー・フォーラム 東京

―２５９―



論 文

１．Tsubota, K., Kashima, M., Matsumoto, Y., Shintani, M.� : Visual protective sheet can increase blink rate-

while playing a hand－held video game, Am J Ophthalmol１３３�，７０４～７０５，２００２．原著 �脳科学研究施設

２．Shimazaki, J., Enomoto, M., Goto, E., Kato, N., Shimmura, S., Tsubota, K. : Transplantation of human lim-

bal epithelium cultivated on amniotic membrane for the treatment of severe ocular surface disorders,

Ophthalmology１０９�，１２８５～１２９０，２００２．原著

３．Tsubota, K., Fujita, H.�, Tadano, K., Onoda, N.�, Tsuzaka, K.�, Takeuchi, T.� : Abnormal expression and

function of Fas ligand of lacrimal glandsand peripheral blood in Sjögren’s syndrome patients with en-

larged ecocrine glands, Clin Exp lmmunol１２９�，１７７～１８２，２００２．原著 �参天製薬�，�埼玉医大・総合
医療センター・第二内科

４．Shimmura, S., Tsubota, K. : Ocular surface reconstruction update, Curr Opin Ophthalmol１３�，２１３～
２１９，２００２．総説

５．Fujishima, H., Tsubota, K. : Improvement of corneal fluorescein staining in post cataract surgery of dia-

betic patients by an oral aldose reductase inhibitor, ONO－２２３５, Br J Ophthalmol８６�，８６０～
８６３，２００２．原著

６．Shimazaki, J., Shimmura, S., Ishioka, M., Tsubota, K. : Randomized clinical trial of deep lamellar kerato-

plasty vs penetrating keratoplasty, Am J Opthalmol１３４�，１５９～１６５，２００２．原著

７．Tsubota, K., Fujita, H.�, Tsuzaka, K.�, Takeuchi, T.� : Quantitative analysis of lacrimal gland function,

apoptotic figures, Fas and Fas ligand expression of lacrimal glands in dry eye patients, Exp Eye Res７６

�，２３３～２４０，２００３．原著 �参天製薬�，�埼玉医大・総合医療センター・第二内科

解 説

１．島崎 潤：角膜と再生医学，日本の眼科７３�，５～８，２００２．

２．島崎 潤：LASIK after RK，PRK，cataract surgery，眼科診療プラクティス８３�，９４～９６，２００２．

３．坪田一男：前眼部障害―透明組織の再建―，日医師会誌１２７�，１４９９～１５０４，２００２．

４．島崎 潤：角膜移植，IOL & RS１６�，２２４～２２７，２００２．

５．島崎 潤：臓器別の現状と工学技術の必要性―角膜―，医科器械学７２�，３３４～３３７，２００２．

６．島崎 潤：角膜移植後の LASIK，あたらしい眼科１９	，１３１５～１３１７，２００２．

７．坪田一男：角膜上皮幹細胞移植，炎症・再生２２
，５１９～５２４，２００２．

８．榛村重人：角膜移植，眼科診療プラクティス ５�，５０～５３，２００２．

―２６０―



９．榛村重人：深層表層角膜移植（DLKP），眼科手術１６�，６８～６９，２００３．

１０．藤島 浩：アレルギー性結膜疾患―重症例へのマネージメント―，あたらしい眼科２０�，７１～７４，
２００３．

１１．島崎 潤：眼の再生医学―羊膜による角膜再生―，眼科診療プラクティス９１�，２０～２４，２００３．

１２．島崎 潤：瞬目とオキュラーサーフェス，神経眼科２０�，３７～４２，２００３．

１３．榛村重人，坪田一男：角膜の再生医療，日臨６１�，４７５～４７９，２００３．

単 行 図 書

１．藤島 浩：共著：アレルギー性結膜疾患の新しい臨床評価基準と重症度分類，医薬ジャーナル社，大阪市，

２００２．

２．坪田一男�，�，�，藤島 浩�，島崎 潤�：著分担：ドライアイ診療 PPP（第１版）�ドライアイ研究会の
歩みと今後の展望１０～１２頁，�ドライアイとそれに関連する病態 その他の一般的なドライアイ ドライ
アイとアレルギー性結膜炎１５４～１５８頁，�涙腺バイオプシーから治療法を学ぶ：患者さんは本当に
先生です２８４頁，�炎症とクリアランス悪化を学ぶ：患者さんは本当に先生です２８５頁，メジカルビュー社，
東京，２００２．

３．藤島 浩�：著分担：New Mook 眼科 No.２ 眼のウィルス感染症 �２２．アレルギー性結膜疾患の発症と
ウィルス感染２２１～２２４頁，金原出版，東京，２００２．

４．島崎 潤�，�，�：著分担：ドライアイ診療 PPP（第一版）�ドライアイの診断基準１１２頁，�ドライアイ
の鑑別疾患１２０頁，�涙点プラグ体験記２８５頁，メジカルビュー社，東京，２００２．

５．榛村重人�，坪田一男�：著分担：バイオテクノロジーシリーズ再生医療工学の最先端 �角膜の再生医療
工学９２～９６頁，シーエムシー出版，東京，２００２．

６．榛村重人�，坪田一男�：著分担：現代化学増刊４１再生医学・再生医療 �角膜の再生１７０～１７２頁，東京
化学同人，東京，２００２．

７．藤島 浩�：著分担：やさしいアレルギー性結膜疾患の自己管理 �６．アレルギー性結膜疾患の予防法と
日常生活で注意する点を教えてください４３～４８頁，医薬ジャーナル社，大阪市，２００２．

８．坪田一男�，松本幸裕�，住田孝之�編集：著分担：ESSENCE膠原病・リウマチ―診断へのアプローチ―

�ドライアイ２６～２７頁，診断と治療社，東京，２００２．�筑波大・臨床医学系内科

９．坪田一男�：著分担：今日の診断指針（第５版）�ドライアイとその他の涙器疾患１４６３～１４６４頁，医学書院，
東京，２００２．

１０．島崎 潤�：著分担：New Mook 眼科 No.３ 眼組織移植と免疫 �人工角膜―現状と将来の展望―６３～
６９頁，金原出版，東京，２００２．

―２６１―



１１．榛村重人�，坪田一男�：著分担：ここまで進んだ再生医療の実際 �神経感覚器の再生医療 ４．幹細胞移植
による角膜再生医療１８６～１９１頁，羊土社，東京，２００３．

プロシーディングス

１．Tsubota, K. : Understanding dry eye syndrome, Adv Exp Med Biol５０６，３～１６，２００２．（３rd International

Conferenceon the Lacrimal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes, Maui, Hawaii, USA）

そ の 他

１．藤島 浩：アレルギーおよびドライアイ，Ocular Surgery News Japan Edition ２�，６～７，２００２．

２．榛村重人：ジャストヘルス健康相談室，Just Health（２３７），２７，２００３．

学 会 抄 録

１．Tsubota, K. : Abnormalities of water channel protein in Sjögren’s syndrome lacrimal glands, The８th In-

ternational Symposium on Sjögren’s Syndrome Program & Abstracts，１２，２００２．（８th International Symposium

on Sjögren’s Syndrome, Kanazawa）

２．Tsubota, K., Yamada, K.�, Saito, I.� : Enhanced lacrimation and salivation by cyclic AMP response

through phosphorylation of CREB（ser１３３）in prolactin transgenic rats, Association for Research in Vi-

sion and Ophthalmology,６４，２００２．（Annual meeting of theAssociation for Research in Vision and Ophthalmol-

ogy, Fort Lauderdale, Florida, USA）�鶴見大・歯・口腔病理学

３．Shimmura, S., Griffith, M.�, Usui, A., Shimazaki, J., Tsubota, K., Shinozaki, N., Doillon, C.� : Biocompatibil-

ity of collagen－based blended biomaterials, ARVO,１２１，２００２．（Annual Meeting of the Association for Re-

search in Vision and Ophthalmology, Florida, USA．）�University of Ottawa Eye Institute，�CHUL, Laval University

４．藤島 浩，高村悦子�，庄司 純�，岡本茂樹�：アレルギー性結膜炎の鑑別診断と血清及び涙液中 lgE の

診断への可能性，第５３回日本臨床眼科学会プログラム・講演抄録集，１５８，２００２．（第５３回日本臨床眼科学会，

盛岡市）�東女子医大・眼科，�日大・医・眼科，�愛媛大・医・眼科

５．Shimazaki, J. : Recent advances in ocular surface reconstruction using amniotic membrane, XVth Inter-

national Congressof Eye Research－Final program&book of abstracts,５６，２００２．（XVth International Con-

gress of Eye Research, Geneva, Switzerland）

６．杉田潤太郎�，後藤 晋�，G. R. Melles�，前田直之�，妹尾 正�，榛村重人：深層角膜移植の手術手技・

実践編．，眼科手術１６（臨時増刊号），１２１，２００３．（第２６回日本眼科手術学会総会，京都市）�眼科杉田病院，

�帝京大・医・眼科，�Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery，�大阪大・医・眼科，�獨協医大・

医・眼科

７．澤 充�，下村嘉一�，福田昌彦�，榛村重人，佐野洋一郎�，崎元 暢�：角膜移植スキルトランスファー，

眼科手術１６（臨時増刊号），１２２，２００３．（第２６回日本眼科手術学会総会，京都市）�日大・医・眼科，�近大・

医・眼科，�京都府医大・眼科

―２６２―



８．榛村重人，島崎 潤，坪田一男：角膜穿孔に対する治療的深層表層角膜移植（DLKP），第２７回角膜カンファ

ランス第１９回日本角膜移植学会プログラム・抄録集，３８，２００３．（第２７回角膜カンファランス，長野県北佐久郡）

９．藤島 浩，五十嵐安弥子，岡田直子，赤川絵美，加藤直子，高野洋之，田中まり，鹿島みのり，深川和己：

重症型アレルギー性結膜炎における涙液中 PGD２濃度，第２７回角膜カンファランス第１９回日本角膜移植学会

プログラム・抄録集，９９，２００３．（第２７回角膜カンファランス，長野県北佐久郡）

―２６３―



１１．耳鼻咽喉科学研究室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

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

助 手 松脇 由典 慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ９８‐０６９０‐１）

睡眠時無呼吸症候群の病態と治療について（Ａ９９‐０６９０‐１）

聴覚に対するMEGおよび EEG応答（Ａ００‐０６９０‐１）

葉山 貴司 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）

浅香 大也 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）

２．成果の概要

１）慢性副鼻腔炎の病態と治療について（Ａ９８‐０６９０‐１）

真菌による慢性副鼻腔炎（副鼻腔真菌症）が近年増加傾向にある．副鼻腔真菌症はその感染型や進展速度

により１）急性浸潤型副鼻腔真菌症，２）亜急性浸潤型副鼻腔真菌症，３）慢性副鼻腔真菌症，４）アレル

ギー性副鼻腔真菌症（Allergic Fungal Sinusitis，以下AFSと略す）に分類できる．このうちAFSは１９８３

年にKatzenstein らにより新しいタイプの真菌症として報告されて以来，欧米を中心に近年注目を浴びてい

る．AFSは従来の感染型の副鼻腔炎とは異なり，真菌に対するⅠ型アレルギーを病態とするといわれてい

る．一般的に難治性の慢性副鼻腔炎であり，手術後も再発例は多く，ステロイド依存性に鼻ポリープは縮小

する傾向にある．Cody らによれば，手術に至った慢性副鼻腔炎患者の内，６～７％がAFSであったとの

報告もある．欧米での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たいし，ポリソムノグラフィーを施行し，その病態（中枢性，閉塞性，混合性）と

その重症度別に分別した．これらに対し PMA（スリープスプリント），手術療法，nasal－CPAPの治療を

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

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

報告した．

３）聴覚に対するMEGおよび EEG応答（Ａ００‐０６９０‐１）

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

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

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

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

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

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

―２６４―



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．

―２６５―



論 文

１．佐藤一道�，塚本裕介�，渡邊 裕�，外木守雄�，山根源之�，久納 浄，浅香大也，松脇由典，中島庸也：

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による治療の検討，歯科学報１０２�，４２～４９，２００２．原著 �市病・
オーラルメディシン

２．松脇由典，柳 清�，中島庸也，森山 寛�：Allergic Fungal Sinusitis の検討，日耳鼻会報１０５，１１５７～

１１６５，２００２．原著 Ａ９８‐０６９０‐１�慈恵医大・耳鼻咽喉科

３．春名眞一�，松脇由典：Allergic Fungal Sinusitis による１症例，アレルギーの臨床２３�，１６４～１６８，
２００３．原著 �慈恵医大・耳鼻咽喉科

単 行 図 書

１．松脇由典�，浅香大也�：著分担：新しい診断と治療のABC �免疫２ アレルギー性鼻炎―アレルギー性
副鼻腔真菌症―１１７～１２３頁，最新医学社，大阪市，２００２．

２．中島庸也�：著分担：耳鼻咽喉科エキスパートナーシング �耳疾患の主要症状，主要所見の理解１９～２２頁，
南江堂，東京，２００２．

そ の 他

１．松脇由典：鼻副鼻腔手術の麻酔法，JOHNS１８，１５０１～１５０７，２００２．

２．松脇由典，浅香大也：アレルギー性副鼻腔真菌症（allergic fungal rhinosinusitis）の病態，アレルギー科１５

�，１７５～１７９，２００３．

３．松脇由典：難治性副鼻腔炎への対応，MB ENT２２，４７～５３，２００３．

４．松脇由典，今野昭義�，石戸谷淳一�：アレルギー性鼻炎―好酸球性鼻副鼻腔炎の病態，治療学３７�，７９～
９４，２００３．�千葉大・医・耳鼻咽喉科，�横浜市立大・医・耳鼻咽喉科

学 会 抄 録

１．浅香大也，松脇由典，久納 浄，中島庸也，森山 寛�：眼窩吹抜け骨折に対する内視鏡下鼻内整復術，

日鼻科会誌４１�，２２８，２００２．（第４１回日本鼻科学会，広島市）�慈恵医大・耳鼻咽喉科

２．松脇由典，久納 浄，飯村慈朗�，中川雅文�，浅香大也，中島庸也：ヒトにおけるニオイ刺激誘発脳磁図の

検討，日鼻科会誌４１�，２５５，２００２．（第４１回日本鼻科学会総会，広島市）脳科学研 �慈恵医大・耳鼻咽喉科，
�東京臨海病院・耳鼻咽喉科

３．Matsuwaki, Y., Nakajima, T., Kunou, K., Iimura, J.�, Nakagawa, M.�, Siwa, M.�, Shintani, M.�, Ishikawa, T.�

: Evaluation of the missing fundamental phenomenon in the human auditory cortex, ISBET,２００２．（１３th

International society for brain electromagnetic topography, Napoli, Italy）脳科学研 �慈恵医大・耳鼻咽喉科，

�東京臨海病院・耳鼻咽喉科，�脳科学研究施設，�保存Ⅲ
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４．田中吉治�，武安嘉大�，岡崎雄一郎�，原口孝之�，蔵本千夏�，渡邊 裕�，木津康博�，小澤靖弘�，森本光明�，

外木守雄�，山根源之�，浅香大也，松脇由典，中島庸也，石井良幸�，安藤暢敏�：歯科・口腔外科領域に

おける救急搬送患者の実態と問題点（第２報），歯科学報１０２�，５３５，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会
例会，千葉市）�市病・オーラルメディシン，�市病・外科

５．松脇由典，久納 浄，飯村慈朗�，中川雅文�，中島庸也，森山 寛�：ヒト一次聴覚野における周波数分布

―MEGによる検討―，日耳鼻会報１０５�，４８９，２００２．（第１０３回日本耳鼻咽喉科学会総会，東京）脳科学研
�慈恵医大・耳鼻咽喉科，�東京臨海病院・耳鼻咽喉科

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

の検討，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，２６～

２７，２００３．（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，千葉市）脳科学研 �脳科学研究施設，

�保存Ⅲ
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担当者 研 究 課 題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

川島 淳子
高橋 慎一

非水泡型先天性魚鱗癬様紅皮
症表皮における transglu-
taminase 活性とcornified cell
envelope の形成

帝京大学医学部附属市原
病院

市原市 松尾 聿朗

１２．皮 膚 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 高橋 慎一 金属アレルギーの in－vitro test の開発―リンパ球幼若化試験（Ａ９６‐０７１０‐２）

助 手 川島 淳子 非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症表皮における transglutaminase 活性と cornified

envelope の形成（Ａ００‐０７１０‐２）

２．成果の概要

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

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

水銀の市販のパッチテスト試薬を用いたリンパ球幼若化試験（LTT）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８０％，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，特異度が高く，金属アレルギー検査法の一つ

として有用であることが判明した．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．

Environ Dermatol ９（Suppl．１），２００２．

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．

３．学外共同研究
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シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地

高橋 慎一 ２００２．１２．１ 金属アレルギー診断におけるリンパ球
幼若科試験（LTT）の有用性

第２７回日本接触皮膚炎
学会総会・学術大会

東京

４．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム
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論 文

１．高橋慎一：帯状疱疹・単純ヘルペス，JIM１２�，１１１９～１１２２，２００２．総説

２．Kato, N.�, Fukagawa, K.�, Takano, H.�, Kawakita, T.�, Tsubota, K.�, Fujishima, H.�, Takahashi, S. : Treat-

ment of atopicblephalitits by controlling eyelid skinwater retention ability with ceramide gel applica-

tion, Br J Ophthalmol８７�，３６２～３６３，２００３．原著 �市病・眼科

そ の 他

１．高橋慎一：アレルギー相談室Ｑ＆Ａ：歯科金属などの非経皮的摂取による金属アレルギーの検討方法について

教えて下さい，アレルギーの臨床２２�，８１，２００２．

学 会 抄 録

１．高橋慎一，川島淳子，岸川 浩�，福谷英成�：皮下膿瘍で発症した潰瘍性大腸炎を合併した壊疽性膿皮症の

２例，日皮会誌１１２�，６７９，２００２．（第１０１回日本皮膚科学会総会，熊本市）�市病・消化器科，�市病・内科

２．塚本裕介�，萩野高司�，佐藤一道�，森本光明�，山根源之�，高橋慎一，福谷英成�：歯科治療がベーチェット

病の病態に影響を及ぼした２例，日口腔科会誌５１�，５１９，２００２．（第５６回日本口腔科学会総会・学術大会，
大阪市）�市病・オーラルメディシン，�市病・内科

３．Takahashi, S., Kawashima, J., Morimoto, M.�, Yamane, G.�, Ishihara, K.�, Okuda, K.� : Remission of palmo-

plantar pustulosis after periodontal treatment : role of oral bacterial heat shock proteins, Ann Derma-

tol Venereol１２９（１S），７６８，２００２．（２０th Wolrd Congress of Dermatology, Paris, France）�市病・オーラル

メディシン，�微生物

４．高橋慎一，川島淳子，田中まり�，福谷英成�：慢性関節リウマチ，周辺部角膜潰瘍を合併した持久性隆起性

紅斑の１例，日皮会誌１１２�，１２９２，２００２．（第６５回日本皮膚科学会東京支部学術大会，東京）�市病・眼科，
�市病・内科

５．杉本幸一�，原口孝之�，福島大平�，森本光明�，山根源之�，田中陽一�，高橋慎一：剥離性歯肉炎の症状を

呈した類天疱瘡の１例，日口腔診断会誌１５�，３９１，２００２．（第１５回日本口腔診断学会総会，仙台市）
�市病・オーラルメディシン，�市病・臨検

６．高橋慎一：金属アレルギー診断におけるリンパ球幼若化試験（LTT）の有用性，Environ Dermatol ９（Suppl.１），

３６，２００２．（第２７回日本接触皮膚炎学会総会・学術大会，東京）

７．森下仁史�，渡邊 裕�，羽田明史�，岡崎雄一郎�，岡村泰斗�，森本光明�，山根源之�，高橋慎一：口腔に

限局したニフェジピンによる薬疹の１例，日本口腔粘膜学会雑誌 ８�，１０８，２００２．（第１２回日本口腔粘膜
学会総会，宇都宮市）�市病・オーラルメディシン

８．Kawashima, J., Takahashi, S., Ikezawa, T.� : A case of focal bilirubin deposition, Proceedings of the７th

China－Japan Joint Meeting of Dermatology,１３９，２００２．（７th China－Japan Joint Meeting of Dermatology,

Guangzhou, China）�市病・内科

―２７０―



１３．泌 尿 器 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 畠 亮 ラット腎同種移植における免疫寛容導入とアポトーシスの関与（Ａ９４‐０７３０‐１）

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

講 師 早川 邦弘 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）

助 手 宮地 系典 精子中のCPK活性と CPKアイソザイム（Ａ９９‐０７３０‐１）

２．成果の概要

１）ラット腎同種移植における免疫寛容導入とアポートシスの関与（Ａ９４‐０７３０‐１）

マイクロサージャリー下にWKAHラットラットからルイスラットへ同時腎移植を行い，FK５０６により生

着の延長が見られたことは既に報告した．ドナー特異的クローンの増殖のために，ドナーの全血液を移植前

にレシピエントに輸注し，いわゆるDSTを行うことでFK５０６の使用量を減らすことができるかを検討した

ところ，移植７日前にDSTを行うことで生着率の増加をみた．DST施行群ではアポトーシスは緩徐ながら

持続し，間質への細胞浸潤も増強せず軽度にとどまる傾向を示した．

２）男性不妊における凍結保存精液の応用（Ａ９４‐０７３０‐２）

配偶者間人工授精の目的で精子凍結保存を行った２９例を分析してその有用性を検討した．２９例のうち不妊

症例が１１例で，癌化学療法例が１８例であった．不妊症例の年齢は２７歳から４６歳，平均３６．５歳であった．不妊

期間は最短１年から最長１７年，平均４．９年であった．凍結保存の理由は逆行性射精が８例，精液所見不良が

３例であった．凍結回数は１回から３２回，平均１１．１回であった．このうち６例に対して IUI，IVF による授

精法を行い１例に妊娠が成立した．

癌化学療法例の年齢は１９歳から４５歳，平均２７．９歳であった．配偶者のあるものは４例であったが，凍結保

存後２例が結婚した．原疾患は精巣腫瘍８例，白血病５例，悪性リンパ腫２例，骨髄異形成症候群２例，膀

胱腫瘍１例であった．凍結回数は１回から４回，平均２．９回であった．２年間で授精の実施にいたったもの

は１例もなかった．

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

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

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

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

れた．

３）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．

これまでに１０症例に試行．全例で予定通りの内シャントを作成した．平均手術時間１６７．５±１０．５分，うち

内視鏡下操作時間６６．３±６．３分，平均表在化長は２１．３±２．５cmであった．全例術後１週間以内に内シャント

として使用し，疼痛も従来の縦切開方に比べ軽度であった．１例に創部から一過性のリンパ漏を認めたが，
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約２週間で自然治癒した．

４）ラットのカドミウムによる腎障害におけるアポトーシスの関与（Ａ９７‐０７３０‐１）

昨年まで我々はラットにカドミウムの連日皮下投与を行い，亜急性毒性による腎機能障害とアポトーシス

の発現状況について組織学的，分子生物学的手法を用いて解析してきた．前回の実験結果から腎機能障害は

腎組織内に一定以上（ほぼ１５０µg／gwet tissue）のカドミウムの蓄積が起こってから出現し，障害の形態は

巣状に尿細管の壊死性変性が起こることが主体であること，またTUNEL法で障害が起こる初期に多くア

ポトーシスが確認され，障害発生とアポトーシスの関連が示された．

今回カドミウム投与３週目と腎内カドミウム濃度が障害閾値であり，アポトーシスが多く見られた１５０µg

／gwet tissue を超える５週目で投与を中止し，その後の組織所見，腎及び尿中カドミウム量の変化等を検

討した結果，投与中止後も腎内カドミウム濃度が上昇したこと，尿中カドミウム排泄は組織障害が明らかな

間によく見られたこと．投与中止後の６週目まで腎内カドミウム濃度の上昇が見られたが，組織学的な障害

は５週目のほうが明らかであったことなどが示された．カドミウムは肝にも蓄積され，３週投与の１群では

肝，腎ともに蓄積可能な許容量にあって血中濃度も低く，腎障害も起きてこないが，第２群においては，４

週を過ぎる頃から許容量を超えることで腎組織の障害が出現し始め，尿中への排出が行われると肝などに蓄

積されたカドミウムも血液を介して腎に運ばれ，投与終了後の６週目も腎組織濃度が上昇したと思われ

る．６週目は腎組織カドミウム濃度が上昇しているにも関わらず組織障害所見が５週目よりも少ないのは，

障害が単純に濃度依存性に出現しているのではない可能性を示している．
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論 文

１．Aoyagi, T., Ishikawa, H., Miyaji, K., Hayakawa, K., Hata, M. : Cadmium－induced testicular damage in

a rat modeled sub－chronic intoxication, Repro Med Biol １，５９～６３，２００２．原著 実動施設

２．Hayakawa, K., Tsuha, M., Aoyagi, T., Miyaji, K., Hata, M. : New method to create a vascular A－V fistula

in the arm using an endoscopic technique, J Vasc Surg３６�，６３５～６３８，２００２．原著

３．Hayakawa, K., Aoyagi, T., Miyaji, K., Hata, M. : Arteriovenous graft featuring end－to－end anastomosis

to a deep vein for hemodialysis, J Vasc Surg３６�，９４６～９４７，２００２．原著

４．早川邦弘，名嘉栄勝，津覇美幸，宮地系典，青柳貞一郎，畠 亮：内シャントに及ぼす加齢の影響―高齢者

における問題点，日透析医学会誌３５，７０８，２００２．原著

５．Hayakawa, K., Ashimine, S., Aoyagi, T., Miyaji, K., Hata, M. : Kidney autotransplantation in a patient with

renal pelvic and bladder carcinomas, Int J Urol ９，６５０～６５２，２００２．症例

プロシーディングス

１．早川邦弘：ハンドアシスト法による腹腔鏡下根治的腎摘除術，第３１回泌尿器科手術手技関東地区研究会抄録

３１，３～９，２００２．（第３１回泌尿器科手術手技関東地区研究会，東京）

学 会 抄 録

１．津覇美幸，宮地系典，青柳貞一郎，早川邦弘，石川博通，畠 亮：精索腫瘍との鑑別に苦慮した精索静脈瘤

の一例，第６８回日本泌尿器科学会沖縄地方会抄録集，２００２．（第６８回日本泌尿器科学会沖縄地方会，宜野湾市）

２．青柳貞一郎，早川邦弘，津覇美幸，宮地系典，石川博通，畠 亮：腎癌及び尿細管の培養細胞におけるKank

遺伝子の変異と発現，日泌会誌９３�，１１７，２００２．（第９０回日本泌尿器科学会総会，東京）

３．宮地系典，津覇美幸，青柳貞一郎，早川邦弘，石川博通，畠 亮：悪性腫瘍症例の精子凍結保存現，日泌会誌

９３�，１３８，２００２．（第９０回日本泌尿器科学会総会，東京）脳科学研

４．早川邦弘，青柳貞一郎，津覇美幸，宮地系典，畠 亮：腹腔鏡下根治的腎摘除術に対する我々の strategy，

日泌会誌９３�，１６０，２００２．（第９０回日本泌尿器科学会総会，東京）

５．津覇美幸，早川邦弘，青柳貞一郎，宮地系典，石川博通，畠 亮：体外腎血管形成術・自家腎移植を施行した

左腎動脈瘤の一例，第１８回腎移植・血管外科研究会抄録集，４０，２００２．（第１８回腎移植・血管外科研究会，

登別市）

６．早川邦弘，津覇美幸，青柳貞一郎，宮地系典，畠 亮：内視鏡利用上腕尺側皮静脈表在化内シャントの早期

成績，第１８回腎移植・血管外科研究会抄録集，５３，２００２．（第１８回腎移植・血管外科研究会，登別市）脳科学研

７．早川邦弘，津覇美幸，宮地系典，青柳貞一郎，石川博通，畠 亮：腹腔鏡下根治的腎摘―我々の方法，

第１２回東葛南泌尿器カンファレンス抄録集，２００２．（第１２回東葛南泌尿器カンファレンス，浦安市）
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８．津覇美幸，青柳貞一郎，早川邦弘，宮地系典，石川博通，畠 亮：高γ－グロブリン血症を呈した黄色肉芽

腫性腎盂腎炎の一例，第７７回千葉泌尿器科集談会抄録集，２００２．（第７７回千葉泌尿器科集談会，千葉市）

９．Aoyagi, T., Hayakawa, K., Miyaji, K., Ishikawa, H., Hata, M. : Body mass index in patients under chronic

hemodialysis : stable hemodialysis and 3－year mortality, Nephrol Dial Transplant１７，１４２，２００２．

（３９th Congressof the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Copenhagen,

Denmark）

１０．Hayakawa, K., Aoyagi, T., Miyaji, K., Hata, M. : New method to create a vascular A－V fistula in the arm

using an endoscopic technique, Nephrol Dial Transplant１７，２８１，２００２．（３９th Congress of the European Re-

nal Association European Dialysis and Transplant Association, Copenhagen, Denmark）

１１．早川邦弘，青柳貞一郎，宮地系典，畠 亮：体外腎手術を施行した２症例，第３６回日本泌尿器科学会東部総会

抄録集，２００２．（第３６回日本泌尿器科学会東部総会，千葉市）

１２．青柳貞一郎，早川邦弘，宮地系典，石川博通，畠 亮：尿閉を呈した前立腺膀胱部悪性神経鞘腫の一例，

第３６回日本泌尿器科学会東部総会抄録集，２００２．（第３６回日本泌尿器科学会東部総会，千葉県千葉市）脳科学研

１３．早川邦弘：当院における腎機能温存手術，第１０回東葛腎と代謝性疾患懇話会抄録集，２００２．（第１０回東葛腎と

代謝性疾患懇話会，松戸市）

１４．早川邦弘，青柳貞一郎，宮地系典，畠 亮：左側腎癌に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術我々の方法，第１６回

日本Endourology ESWL学会総会抄録集，２００２．（第１６回日本Endourology ESWL学会総会，東京）

１５．青柳貞一郎，早川邦弘，宮地系典，石川博通，畠 亮：硬性鏡TUL後の尿管カテーテル留置，第１６回日本

Endourology ESWL学会総会抄録集，２００２．（第１６回日本Endourology ESWL学会総会，東京）脳科学研

１６．早川邦弘，林 英理，青柳貞一郎，畠 亮：サイトメガロウイルス抗体陽性から陰性への腎移植長期予後から

見た検討，第３６回日本臨床腎移植学会抄録集，９５，２００３．（第３６回日本臨床腎移植学会，下呂市）
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１４．放 射 線 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

教 授 青柳 裕 高線量率小線源治療の臨床研究（Ａ９９‐０７００‐１）

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

講 師 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１９例，食道癌１０例，婦人科腫瘍２３例，乳癌１例，転移性腫瘍１例，のべ１６４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．今後，当科において臨床

実験を行い最終的システムを構築する予定である．

ASHO－２００２ZHENGZHOU 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 については学会にて発表予定である．

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，臨床に応用

する予定である．

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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担当者 研究課題
学 外 研 究 施 設

研究施設 所在地 責任者

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

豊田 圭子
清水 桜

中枢神経における高 b値
拡散強調画像の有用性

慈恵医大放射線科 東京 福田 国彦

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

豊田 圭子 ２００２．７．２７ 頭頸部の画像診断：扁平上皮癌
のすべて下咽頭・喉頭 扁平
上皮癌

放射線科専門医会セミナー 東京

豊田 圭子 ２００３．２．２２ IDT１６の臨床における有用性 ２００３フィリップス先端技術講演会 東京

３．学外共同研究

４．教育講演等教育に関する業績，活動

教育講演
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論 文

１．Toyoda, K., Kawakami, G.�, Kanehira, C.�, Tozaki, M.�, Fukuda, Y.�, Fukuda, K.�, Tada, S.�, Kato, T.� :

Enhanced four－detector row computed tomography imaging of laryngeal and hypopharyngeal can-

cers, J Compt Assited Tomogr２６�，９１２～９２１，２００２．原著 Ａ０３‐０７００‐１�慈恵医大・放科，�慈恵医大・
耳鼻科

２．小林雅夫�，兼平千裕�，加藤孝邦�，青柳 裕：鼻前庭扁平上皮癌に対する小線源治療主体の放射線治療，

頭頚部腫瘍２９�，１５９～１６５，２００３．原著 �慈恵医大・放科，�慈恵医大・耳鼻科

解 説

１．豊田圭子，川上 剛�，尾尻博也�，兼平千裕�，福田国彦�：喉頭・下咽頭の扁平上皮癌，画像診断２２�，１０８８
～１０９７，２００２．Ａ０３‐０７００‐１�慈恵医大・放科

２．豊田圭子，井田正博�，福田国彦�：デジタルイメージングの落とし穴Ⅲ MSCTの落とし穴能力の覚醒 ２．

頸部診断の進め方，Innervision１８�，３６～４０，２００３．Ａ０３‐０７００‐１�都立荏原病院放射線科，�慈恵医大・放科

３．豊田圭子，清水 桜，田中博俊，田中章文，山田敏之，五十嵐時男，青柳 裕：フィリップス社製１６列

マルチスライスCT（IDT１６）の臨床経験，映像情報 Med３５�，６７～７１，２００３．

単 行 図 書

１．豊田圭子�，井田正博��：著分担：これでわかる拡散MRI �拡散の理論 high b value ７８頁，秀潤社，
東京，２００２．Ａ０３‐０７００‐２�都立荏原病院・放科

そ の 他

１．高橋正憲�，青柳 裕：東京歯科大学市川総合病院ハード，ソフト充実してサバイバル時代を勝ち抜く，

新医療３０�，１４～１８，２００３．�市病・整外科

２．豊田圭子，清水 桜，田中博俊，田中章文，櫻井孝行，飯田智美，櫻井文雄，山田敏之，五十嵐時男，青柳 裕：

フィリップス社製１６列マルチスライスCT（IDT１６）の臨床レポート，Rad Fan １�，５３～５６，２００３．

学 会 抄 録

１．Saito, K.�, Ito, K.�, Aoyagi, Y., Horita, H. : Temperature distribution generated by array applicator for in-

terstitial microwave hyperthermia combined with interstitial radiation therapy, ASHO－2002 zhenghou,

６４，２００２．（３rd Asian Congress on Hyperthermic Oncology, Zhenghou, China）�Chiba University

―２７７―



１５．麻 酔 科 学 研 究 室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 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 To-

mography 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．

―２７８―



論 文

１．Koitabashi, T., Johansen, J. W.�, Sebel, P. S.� : Remifentanyl dose／electroencephalogram bispectral re-

sponse during combined propofol／regional anesthesia, Anesth Analg９４，１５３０～１５３３，２００２． 原著

�Department of Anesthesiology, Emory University School of Medicine

２．逢坂佳宗，小板橋俊哉，梅村直治：アナフィラキシー様反応により間質性肺水腫を来した１例，臨麻２６�，
１２１８～１２２０，２００２．症例

解 説

１．小板橋俊哉，落合亮一�：２００２年ASAにみる最新脳波モニター事情，LISA１０�，１３６～１４１，２００３．
�慶大・医・麻酔科

プロシーディングス

１．小板橋俊哉：心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）Update，日本麻酔・薬理学会誌１４�，１０７～１０８，
２００２．（日本麻酔・薬理学会第２４回学術大会，東京）

学 会 抄 録

１．松原香名�，多田羅恒雄�，金子明彦�，伊藤浩子�，巌 康秀�，小板橋俊哉：冠動脈バイパス術における

プロポフォール，フェンタニル麻酔時の bispectral index の変化，J Anesth１６（Suppl），P１B０５３，２００２．

（第４９回日本麻酔科学会大会，福岡市）�杏林大・医・麻酔科

２．梅村直治，小板橋俊哉，逢坂佳宗：ブトルファノール併用，低用量ロピバカイン硬膜外持続注入の術後鎮痛

へ及ぼす影響，J Anesth１６（Suppl），P１B０５３，２００２．（第４９回日本麻酔科学会大会，福岡市）

３．小板橋俊哉，梅村直治，逢坂佳宗，瀧野善夫：プロポフォールに亜酸化窒素を併用した場合のBispectral In-

dex への影響，J Anesth１６（Suppl），P２B０４８，２００２．（第４９回日本麻酔科学会大会，福岡市）

４．逢坂佳宗，小板橋俊哉，梅村直治，瀧野善夫：自発呼吸下の呼吸系パラメータからプロポフォール血中濃度

は推定可能か？，J Anesth１６（Suppl），P２B０５９，２００２．（第４９回日本麻酔科学会大会，福岡市）

５．鈴木武志�，小板橋俊哉，瀧野善夫：胸部硬膜外麻酔の腹腔鏡下胆嚢摘出術中のストレスホルモン動態と

尿量に及ぼす影響，J Anesth １６（Suppl），P２B０８５，２００２．（第４９回日本麻酔科学会大会，福岡市）�静岡日赤

病院麻酔科

６．梅村直治，渡辺陽子，小板橋俊哉：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

術後鎮痛の効果，日本麻酔・薬理学会誌１４�，３５，２００２．（第２４回日本麻酔・薬理学会学術大会，東京）

７．梅村直治，渡辺陽子，小板橋俊哉：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

術後鎮痛の効果，歯科学報１０２�，５１４，２００２．（第２７３回東京歯科大学学会例会，千葉市）

８．小板橋俊哉，梅村直治，逢坂佳宗：ブトルファノール併用，低速ロピバカイン硬膜外腔持続注入の術後痛に

及ぼす影響，日ペインクリニック会誌 ９�，１７１，２００２．（第３６回日本ペインクリニック学会大会，宮崎市）

―２７９―



９．小板橋俊哉：硬膜外併用プロポフォール麻酔とBIS 値シンポジウム「静脈麻酔の深度評価」，日本麻酔科

学会関東甲信越地方会第４２回大会抄録集，２００２．（日本麻酔科学会関東甲信越地方会第４２回大会，松本市）

１０．Koitabashi, T., Yoshitake, Y., Maekawa, M. : Pitfall in the bispectral index（BIS）monitoring－different

EEG pattern results in the same BIS number�, AmericanSociety of Anesthesiologists 2002 Annual
Meeting Abstract CD－ROM（A－５４２），２１１，２００２．（American Society of Anesthesiologists 2002 Annual Meet-

ing, Orland, USA）

１１．Ousaka, Y., Koitabashi, T., Ochiai, R.� : Does the respiratory depression during propofol anesthesia re-

flect its plasma concentration？, American Society of Anesthesiologists 2002 Annual Meeting Abstract

CD－ROM（A－５４５），２１１，２００２．（American Society of Anesthesiologists 2002 Annual Meeting, Orlando）

�慶大・医・麻酔科

１２．Suzuki, M., Koitabashi, T., Takino, Y. : Epidural analgesia－EEG bispectral response during surgery un-

der sevoflura anesthesia, American Society of Anesthesiologists 2002 Annual Meeting Abstract CD－

ROM（A－５５１），２１２，２００２．（American Society of Anesthesiologists 2002 Annual Meeting,Orland）

―２８０―



１６．精神・神経科学研究室

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

講 師 吉野 文浩 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）

客員助教授 加藤元一郎 顎関節症と咬合異常関連疾患における聴覚・視覚誘発MEG反応の変容に関する検

討（３Ａ１２）

講 師 小田 健一 統合失調症者の喫煙行動に関する研究

病院助手 小松崎良子 側頭葉損傷例における視覚認知障害の研究

臨床研修医 興梠 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における意味記憶崩壊初期の障害構造を分析することにより，本疾患に意味記憶そ

のものの障害が存在することを示し，意味システムの様式構造は単一であることを明らかにした．さらに，

ヘルペス脳炎後選択的意味記憶障害例と意味痴呆例との比較から，意味記憶システムの障害機序には意味記

憶そのものの障害と強いアクセスの障害の２つのタイプがあることを明らかにした．本成果については，日

本失語症学会総会（京都大学大東祥孝教授会長）のシンポジウム（「意味記憶障害の臨床」）において発表し

た．

２）顎関節症と咬合異常関連疾患における聴覚・視覚誘発MEG反応の変容に関する検討（３Ａ１２）

時間分解能に優れた本学口腔科学研究センターのMEGを用いて，刺激パラダイムの工夫と調整をはか

り，聴覚・視覚誘発MEG反応の変容が，特に未服薬統合失調症者において特徴的なパターンとして示され

ることを明らかにした．本成果は同研究センターのワークショップにおいて発表した．

３）統合失調症者の喫煙行動に関する研究

喫煙率の高いことで知られる統合失調症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

度を評価するためのFTND質問票を含んだ調査票による対面聞き取り調査，アクティグラフを用いた行動

量調査，呼気中の一酸化炭素濃度測定，およびニコチンの代謝産物であり，摂取されたニコチンの鋭敏な指

標とされる尿中コチニン測定を行い，行動学的および定量的な検討を行った．その結果，統合失調症者にお

ける喫煙行動は，ニコチンの薬理学的効果や抗精神病薬の副作用への対処からもたらされるものであること

に加え，彼らのもつ常同性を反映している可能性があることが明らかになった．本研究成果については，第

１７回喫煙科学研究財団助成研究発表会において発表した．

―２８１―



シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

吉野 文浩 ２００２．１１．２７ アルツハイマー型痴呆の意味記憶
障害―障害構造の分析と意味痴呆・
選択的意味記憶障害例との比較―

第２６回日本失語症学会総会 京都市

加藤元一郎 ２００３．２．２８ MEGで何がわかったか？
PART３（座長）

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

千葉市

加藤 隆 ２００３．２．２８ MEGで何がわかったか？
PART３
統合失調症における対刺激パラダイム
による聴覚性MEG応答の検討

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

千葉市

３．研究活動の特記すべき事項

シンポジウム

―２８２―



論 文

１．加藤元一郎�，吉野文浩，斎藤文恵�：認知リハビリテーション―特に選択的意味記憶障害の直接認知訓練

の効果について―，神心理１８�，１６３～１７０，２００２．症例 Ａ‐０２‐０７５０‐１�慶大・医・精神神経科

単 行 図 書

１．吉野文浩�：著分担：高次脳機能障害の臨床―実践入門―小児から老人，診断からリハビリテーション，
福祉まで �痴呆―診断，アルツハイマー型痴呆，意味痴呆，認知リハビリテーション―５５～６１頁，
新興医学出版社，東京，２００２．

２．吉野文浩�，�，�，�：著分担：ナースの精神医学 �意識障害４６～４８頁，�知能の障害４８～５０頁，
�記憶の障害５０～５２頁，�病識の障害５２～５４頁，中外医学社，東京，２００３．

学 会 抄 録

１．小田健一，水野雅文�，三浦勇太�，村上雅昭�：喫煙が精神分裂病に及ぼす影響についての研究，第１７回

喫煙科学研究財団助成研究発表会プログラム，２００２．（第１７回喫煙科学研究財団助成研究発表会，東京）

�慶大・医・精神神経科，�明治学院大・社会学部

２．小松崎良子，秋山知子�，斎藤文恵�，梅田 聡�，村松太郎�，吉野文浩，加藤元一郎�，鹿島晴雄�：右上側

頭回損傷例における空間認知障害�―左半側空間無視について―，神心理１８�，２４９，２００２．（第２６回
日本神経心理学会総会，東京）�駒木野病院・精神科，�慶大・医・精神神経科，�慶大・文

３．吉野文浩，加藤元一郎，加藤 隆，村松太郎�，秋根良英�，新谷益朗�：顎関節症と咬合異常関連疾患に

おける聴覚・視覚誘発MEG反応の変容に関する検討―特に，body image および自律神経系の障害と

MEG反応との関連について―，平成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，２２，２００３．（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，千葉市）３A１２脳科学研

�慶大・医・精神神経科，�脳科学研究施設

４．額田新太郎�，師岡えりの，小松崎良子，吉野文浩，秋山知子�，三村 將�，加藤元一郎�，鹿島晴雄�：

一過性全健忘における発症中および改善後 SPECT画像の SPMによる解析，高次脳機能研２３�，２８，
２００３．（第２６回日本失語症学会総会，京都市）�三恵病院，�駒木野病院，�昭和大・医・精神科，�慶應大・医・

精神神経科

５．加藤元一郎�，斎藤文恵�，鹿島晴雄�，吉野文浩，南雲祐美�：カテゴリー特異性を有する意味記憶障害の脳

基盤について，高次脳機能研２３�，３３～３４，２００３．（第２６回日本失語症学会総会，京都市）�慶大・医・精神
神経科，�東京都立リハビリテーション病院

６．渡邊衡一郎�，水野雅文�，冨田敦子�，小田健一，小林 靖�，渡邉義信�，藤田信明�，鹿島晴雄�：統合

失調症患者における体重増加と糖尿病に対する意識調査―医師の認識との比較―，日社精医会誌１２�，
１１２，２００３．（第２３回日本社会精神医学会，盛岡市）�慶大・医・精神神経科，�桜ヶ丘記念病院，�武蔵野病院，
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７．冨田敦子�，水野雅文�，冨田真幸�，渡邊衡一郎�，根本隆洋�，小田健一，龍 庸之助�，佐藤忠彦�，

鹿島晴雄�：外来統合失調症者の月経に関する認識と行動について，日社精医会誌１２�，１１２，２００３．
（第２３回日本社会精神医学会，盛岡市）�桜ヶ丘記念病院，�慶大・医・精神神経科，�大泉病院，�あさかホスピタル
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担当者 研 究 課 題
学外研究施設

研 究 施 設 所在地 責任者

田中 陽一 歯原性腫瘍の免疫染色の特徴 明海大学 坂戸市 田島 義文

田中 陽一 早期食道癌の臨床・病理組織学的検討 国立療養所久里浜病院 横須賀市 横山 顕

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費

横山 顕 早期食道癌の臨床・病理組織学的検討 班研究費

１７．臨 床 検 査 科

プロフィール

１．教室員と主研究テーマ

助 教 授 田中 陽一 舌早期癌の病理学的研究―免疫組織化学およびパノラマ連続写真を用いた上皮内

伸展癌について―（Ａ９７‐０７８０‐１）

口腔癌の病理組織学的研究―特に病理学的検索と予後との関係について―

（Ａ９７‐０７８０‐２）

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的な評価法は主

に学会期間中と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開始した．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．取扱い指針の全容は来年度に明らかになる予定である．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ある．口腔癌の病理組

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

が，臨床指針に関しては次回口腔腫瘍学会で予後との関係をテーマにワークショップが行われる．このワー

クショップは口腔癌取り扱い指針（仮称）において，画像情報を含む臨床所見，手術所見，病理所見を共通

の基準で正確に記載するための基本データとなる．

口腔腫瘍 １３（４補）２１７～２２１および２３５～２３８，２００１．

３．学外共同研究

４．科学研究費補助金・各種補助金

―２８４―



論 文

１．田中陽一，山根源之�，朝波惣一郎�：Breadloaf step sectioning を用いた舌癌切除材料の検索と臨床と病理

の連携，日口腔腫瘍会誌１３�，２１７～２２１，２００１．原著 �市病・オーラルメディシン，�慶大・医・歯口外

２．岩渕博史�，高森康次�，朝波惣一郎�，内山公男�，田中陽一：舌癌のMRI 診断，CT像との感度の比較と

病理組織像との比較，日口腔腫瘍会誌１３�，２３５～２３８，２００１．原著 �慶大・医・歯口外，�国立栃木病院・
歯口外

３．Ito, Y.�, Abiko, Y.�, Tanaka, Y., Rahemtulla, F.�, Kaku, T.� : Immunohistochemical localization of large

chomdroitin sulfate proteoglycan in odontogenic tumor, Med Electron Microsc３５，１７３～１７７，２００２．

原著 �神歯大・口腔病理，�北医療大・口腔病理，�Dep. of Oral Biol., Uni. of Alabama

４．Okazaki, Y.�, Tanaka, Y., Tonogi, M.�, Yamane, G.� : Investigation of environmental factors for diagnos-

ing malignant potential in oral epithelial dysplasia, Oral Oncol３８�，５６２～５７３，２００２．原著 細形研 実動
施設 �市病・オーラルメディシン

５．Satou, K.�, Okazaki, Y.�, Tonogi, M.�, Tanaka, Y., Yamane, G.� : Expression of β－catenin in rat oral epi-

thelial dysplasia induced by ４－nitroqunoline １－oxide, Oral Oncol３８�，７７２～７７８，２００２．原著
�市病・オーラルメディシン

６．岸川 浩�，西田次郎�，中野 雅�，細江伸央�，井口豊崇�，田中豊治�，寺山清美，田中陽一，石井裕

正�：著明な脾腫と血小板減少をきたした特発性脾静脈血栓症の１例，日消病会誌９９�，８４３～
８４７，２００２．症例 �市病・消化器科，�市病・外科，�慶大・医・消化器内科

７．下村絵美�，岩渕博史�，内山公男�，田中陽一：下顎大臼歯部に発生したエナメル上皮線維歯牙腫の１例，

発育中の複雑歯牙襲との異同についての文献的考察，日口腔外会誌４９�，２１８～２２１，２００３．症例 �国立
栃木病院・歯口外

学 会 抄 録

１．Okazaki, Y.�, Satou, K.�, Tonogi, M.�, Yamane, G.�, Tanaka, Y. : Investigation for diagnosing malignant

potential in oral epithelial dysplasia, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod９３�，４２２，２００２．
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３．Ito, Y.�, Tanaka, Y., Yamane, G.� : A Case of sedifferentiated liposarcoma showing malignant fibrous his-

tiocytoma in metastasis, Program and Abstracts of IAOP,９０，２００２．（１１th Biennial Meeting of the Interna-
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４．Tanaka, Y., Ito, Y.�, Yamane, G.� : Intramuscular myxoma : Report of a case with fine needle aspiration

cytology（FNAC）, Program andAbstracts of IAOP,９６，２００２．（１１th Biennial Meeting of the International As-

sociation of Oral Pothlogists, Singapore）�神歯大・口腔病理，�市病・オーラルメディシン
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７．丸岡靖史�，安藤智博�，桑澤隆補�，扇内秀樹�，朝波惣一郎�，高森康次�，岩渕博史�，山根源之�，外木守雄�，
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併用療法の検討，日口腔腫瘍会誌１４�，１３６～１３７，２００２．（第２０回日本口腔腫学会総会，岡山市）�東女子医大・
医・歯口外，�慶大・医・歯口外，�市病・オーラルメディシン，�東医大・医・歯口外

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

Basaloid squamous cell carcinoma の１剖検例，日口腔腫瘍会誌１４�，１４０～１４１，２００２．（第２０回日本口腔
腫瘍学会総会，岡山市）�市病・オーラルメディシン

９．高木佐知子�，高森康次�，朝波惣一郎�，下村絵美�，岩渕博史�，内山公男�，田中陽一：エナメル上皮腫の

細胞増殖能に関する免疫組織学的検討，日口腔腫瘍会誌１４�，１４９，２００２．（第２０回日本口腔腫学会総会，
岡山市）�慶大・医・歯口外，�国立栃木病院・歯口外

１０．加藤朋子�，内田 淳�，原口孝之�，外木守雄�，山根源之�，田中陽一：下顎角部に発生した Intramuscular

myxoma の１例，日口腔腫瘍会誌１４�，１７４～１７５，２００２．（第２０回日本口腔腫学会総会，岡山市）�市病・
オーラルメディシン

１１．若林 類�，安居孝純�，小林大輔�，下村絵美�，岩渕博史�，内山公男�，田中陽一：硬口蓋に発生し Papillary

－cystic タイプを示した腺房細胞癌の１例，日口腔外会誌４８�，８２５，２００２．（第４７回日本口腔外科学会総会・
学術大会，札幌市）�国立栃木病院・歯口外

１２．浅原史卓�，小川信二�，石井良幸�，佐藤道夫�，正村 滋�，田中豊治�，安藤暢敏�，田中陽一：術前診断

可能であった胃GIST の２例，Prog Dig Endosc６２�，１０６，２００２．（第７５回日本消化器内視鏡学会関東地方会，
横浜市）�市病・外科

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

早期舌癌における β－catenin の局在異常に関する検討，日口腔腫瘍会誌１４�，１７６，２００２．（第２０回
日本口腔腫瘍学会総会，岡山市）�市病・オーラルメディシン

１４．西山和秀�，高森康次�，大塚友乃�，田中陽一，中川種昭�，朝波惣一郎�：舌癌加療中に発見された甲状腺

潜在癌の１例，日口腔外会誌４８�，７８１，２００２．（第４７回日本口腔外科学会総会・学術大会，札幌市）�慶大・
医・歯口外

１５．永利裕子�，谷郷 香�，石田 健�，中川種昭�，朝波惣一郎�，田中陽一，木津英樹�：舌に色素斑を認めた

Peutz－Jeghers 症候群の１例，日口腔科会誌５２�，１４３，２００３．（第３６回日本口腔科学会関東地方会，東京）
�慶大・医・歯口外，�立川共済病院・歯口外
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１６．潮田高志�，田邊陽子�，浜瀬（藤川）真紀�，宮尾 孝�，大鶴 洋�，田中陽一：口蓋部小腫瘤の状態で発見

された多形性腺腫の１例，日口腔外会誌４９�，４７９，２００３．（第１７４回日本口腔外科学会関東地方会，東京）
�国立病院東京医療セ・歯口外

１７．小林大輔�，安居孝純�，若林 類�，下村絵美�，岩渕博史�，内山公男�，田中陽一：下顎骨に発生した粘液

線維腫の１例，日口腔外会誌４９�，４８３，２００３．（第１７４回日本口腔外科学会関東地方会，東京）�国立栃木病院・
歯口外

１８．萩野高司�，大塚 裕�，岡崎雄一郎�，浮地賢一郎�，外木守雄�，山根源之�，田中陽一：下顎骨内に生じた

異所性唾液腺組織の１例，日口腔外会誌４８�，９０１，２００３．（第４７回日本口腔外科学会総会，札幌市）
�市病・オーラルメディシン

１９．Tanaka, Y. : Clinico－Pathlogical Conference : Case３，Programme and Abstractsof IAOP,１１２，２００３．

（１１th Biennial Meeting of the International Association of Oral Pothlogists, Singapore）
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