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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） 

助  手 木津 康博 口腔乾燥症，シェーグレン症候群に関する基礎的ならびに臨床的研究 

（Ａ94-0620-1） 

 蔵本 千夏 呼吸器管理下における感染部分のための口腔ケア方法（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） 

 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） 

 高田 篤史 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） 

 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 武田 宇央 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） 

 大塚  裕 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 潮田 高志 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 上條  穂 骨の再生に関する研究（Ａ01-0620-2） 

 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） 

 内田  淳 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） 

 萩野 高司 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

 森下 仁史 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）

 山崎 喜範 当科問診表の改定について 

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

（Ａ98-0620-0） 

 有坂 岳大 睡眠時無呼吸症候群に関する研究 

 栗山 智宏 睡眠時無呼吸症候群に関する研究 

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

大学院生 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） 

 渡邊 伸也 早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

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

 高倉 克博 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） 

 藤本  勝 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） 

 

 

 

 

宮本  郷 

高市 真之 

武田  瞬 

齋藤 朋愛 

早期舌癌の診断に関する実験的研究（Ａ00-0620-2） 

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） 

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） 

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ついて 

 枝広あや子 摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 

2．成果の概要 

1)顎変形症手術の術後痛と周術期のストレス関連ホルモンの動態について 

近年、顎変形症手術は口腔外科領域の代表的な手術の一つとなっている。しかし、各種の術式の開発や術後 

の顎位の安定性などについては十分な検討がなされているにもかかわらず、術後痛対策および周術期における

生体のストレス反応対策についての報告は少ない。一般的に術後鎮痛対策には、非ステロイド性消炎鎮痛薬

（NSAIDs）が用いられてきたが、十分な除痛効果が得られないことだけでなく、鎮痛薬を要求してから実際に

その鎮痛効果が得られるまで、無駄な苦痛を強いることも多い。さらに近年、術後鎮痛にはpatient controlled 

analgesia(PCA)を中心とした積極的なオピオイド使用の機会も増えていることから、術後痛だけでなく厳密な

周術期の管理が要求されている。そこで顎変形症患者を対象に、手術によって生じた疼痛とストレス関連ホル

モン動態を調査し、術後鎮痛法を評価･模索する上で重要となる術後病態変化の検討を行った。その結果、術後

血漿カテコラミン濃度、コルチゾール濃度およびバゾプレッシン濃度において術前と比較して有意な上昇を認

めた。これらにより強い手術侵襲刺激が術後早期の疼痛のみならずストレス関連ホルモン系へも大きく影響す

ることが判明した。本結果を踏まえ、術中からの術後管理を考慮した鎮痛薬投与および術後バイタルサインの

変動に対する十分な管理が必要と考える。 

日口腔外会誌 52(3),162～166,2006 

 

2)亜鉛によるアレルギー性口内炎の診断におけるリンパ球幼若化試験の有用性について 

亜鉛（Zn）は、ヒト生体の必須元素といわれ、亜鉛アレルギーは稀とされている。パッチテストにおいては 

一時刺激反応が多く、診断が困難な場合が多い。多くの歯科用金属にはZnが使用されており、それを完全に排

除することは困難な場合が多い。今回我々は、歯科用金属に含まれるZnによる口内炎の症例を経験し、その診

断にリンパ球幼若化試験（Lymphocyte Transformation Test:LTT）が有用であったので報告する。本例（パッ

チテストZn陽性）と対象群（陰性）とを比較してLTTを行ったところ、有意に高値を示した。そこでZnを含有し

た金属補綴物を除去したところ、症状の改善を認めた。アレルギー性口内炎においてLTTが診断上有用であると

考えられた。 

日口粘膜会誌 11(1),25～29,2005 

 

 



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

 

 

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 

武田 宇央 

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 

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

 

 

 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)

高田 篤史 DTH マウスモデルでの口腔粘膜局所のランゲルハンス細胞

における共刺激分子の役割 

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)

 

渡邊 伸也 口腔上皮性異形成の癌化能に関する遺伝子発現の検索 大学院整備重点化経費・研究

科特別経費(学生分)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5．研究活動の特記すべき事項 

受  賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

栗山 智宏 

 

2005.10.25 

 

優秀ポスター賞 

 

外科的矯正手術が睡眠呼吸

状態におよぼす影響に関す

る検討 

第50回（社）日本口腔

外科学会総会 

 

岡崎雄一郎 2006.1.27 優秀ポスター賞 下顎歯肉扁平上皮癌におけ

る骨吸収像と病理組織学的

所見の相違について 

第24回日本口腔腫瘍学

会総会･学術大会 

吉田 恭子 2006.1.27 優秀ポスター賞 口腔前癌病変における

Keratin14および

Keratin19における免疫組

織学的検討 

第24回日本口腔腫瘍学

会総会･学術大会 

 

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 

 

2005.9.17 「全身疾患と口腔病変を考える」－治

療医は画像診断医に何を求めるか－ 
日本歯科放射線学会 

第10回画像大会 

仙台市 

木津 康博 

 

2005.5.14 

 

口腔乾燥症患者の歯科治療 第18回日本口腔診断学

会総会 

川越市 

 

 

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 2005.4.26 

 

歯科衛生士に求められるもの、総合

病院歯科からの提案 

東京歯科大学歯科衛生士

専門学校ワークショップ 

千葉市 

 

山根 源之 

 

2005.10.13 

 

口腔粘膜疾患の診断と治療 

 

第2回栃木県歯科口腔

外科研究会 

宇都宮市 

山根 源之 

 

2005.11.18 開業医の薬剤情報と注意する口腔

粘膜疾患 

柏歯科臨床研修会「ゆう

し会」 

柏市 

山根 源之 

 

2005.11.20 

 

口腔外科の基本手技および最近の

インプラント・再生医療の最前線 

日本歯科先端技術研究所 東京 

山根 源之 2005.12.17 血液疾患と口腔症状 市川・浦安歯科医師金曜会 浦安市 

山根 源之 2006.1.15 信頼と安全な歯科診療をめざして 会津方部学会歯学研究会 会津若松市 

山根 源之 

 

2006.1.21 高齢者の口腔粘膜疾患への対応 日本歯科補綴学会関越

支部総会・学術大会 

高崎市 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

山根 源之 2006.3.12 老年歯科医学からみたインプラント 日本歯科先端技術研究所 東京 

外木 守雄 

 

 

2005.7.28 

 

審美性と生理機能の両面から考え

た顎変形症手術の展望－睡眠時無

呼吸症候群への対応－ 

第95回歯周病集学治療

研究会 

 

京都市 

 

 

外木 守雄 

 

 

2005.10.25 若手口腔外科医のための小手術  

－押さえておきたい臨床のコツ！

手際の良い手術を行うためには－ 

第50回（社）日本口腔

外科学会総会    

モーニングレクチャー 

大阪 

外木 守雄 

 

 

2005.11.3 

 

 

手術時間の顆頭の位置、顎関節に問

題のある症例の術後のfollow up、

顔貌からの外科治療予測 

Roth/Williams Study 
Club in Japan  
 

東京 

 

 

外木 守雄 

 

2006.1.15 『口腔から全身を考える』    

－摂食嚥下リハビリ、NST（栄養サ

ポート）、口腔ケア、睡眠呼吸障害、

などを通じて歯科医療の果たす役

割；その現状と将来― 

千葉県歯科医師会  

特殊歯科保険委員会講

習会 

千葉市 

渡邊  裕 

 

2005.4.9 

 

施設における口腔ケア 

 

生活の質を高める口腔

ケアシンポジウム 

三島市 

 

渡邊  裕 

 

2005.5.25 

 

脳卒中後の嚥下リハビリの具体的

症例（口腔ケアを中心に） 

第4回脳血管障害慢性

期治療研究会 

浦安市 

 

渡邊  裕 2005.8.1 急性期・慢性期での口腔に対する関

与の現状 

急性期から慢性期にお

ける口腔ケアについて

の研究集会 

千葉市 

渡邊  裕 

 

2005.11.10 

2005.11.24 

肺炎とたたかう口腔ケア 口腔ケア実地研修会 千葉市 

渡邊  裕 

 

2005.11.30 「食べる機能の専門家として何を

すべきか」第二部 

市川市在宅講演会 市川市 

渡邊  裕 2006.2.11 咀嚼･嚥下機能とNSTの役割 第8回日本在宅医学会

大会ワークショップ 

浦安市 

渡邊  裕 

 

2006.3.25 摂食嚥下困難な方に対するアプロ

ーチの実際 

東京農業大学栄養士研

究会 

さいたま市 

 
 

 

 

 

 



教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

外木 守雄 2005.5.21～22 第17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 

外木 守雄 2005.8.6～ 7 第18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 

外木 守雄 

 

2005.11.19～20 第19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 

外木 守雄 

 

2005.12.3～4 第2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 

森本 光明 2005.10.22～23 第1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 

 

2006.3.12 実践 摂食嚥下障害のスクリーニング

とリハビリテーション 

チューター 東京 

渡邊  裕 

 

2006.3.17～18 第3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 木更津市

佐藤 一道 2005.8.6～7 第18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 

花上 伸明 2005.8.6～7 第18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 
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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    笠谷 知宏 １型糖尿病の発生機序に関する研究 

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 
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講 師   岡田 聡 cytolytic molecule 

助 手   松崎 達  吸入微粒子の人体への影響 

 

 2．成果の概要 

１）多発筋炎の筋線維障害機序におけるgranulysinの重要性に関する研究 

GranlysinはCytolytic Moleculeの一つでCytolytic T cellやNK cellの同一granule内にPerforinと 

ともに局在する。我々はgranulysinの多発筋炎における役割について検討した。 

Recombinant granulysin(rGLN)を作成し、L6およびmyotubeに対する障害作用をMTT assayおよびPI染 

色で調べその障害作用を確認した。DNA 断裂の有無を Tunel Assay で調べると L6 を rGLN と培養液内で

incubationした場合はDNA断裂を認めなかったがGLNをL6内に発現させるとDNA断裂が生じていた。多発筋

炎患者の生検筋を抗granulysin抗体、抗CD3抗体を用い免疫染色すると、筋線維に隣接した抗CD3陽性細胞

にgranulysinの局在が認められたが筋線維内には確認できなかった。我々は既にgranulysinはjurkat cell

に取り込まれapoptosisを起こすことを報告したが、筋芽細胞ではgranulysinが取り込まれずapoptosisを

おこさないものと考えられた。 

我々はまたliposomeを用いた実験でgranulysinの脂肪膜傷害作用を示したが、同様な機序により多発筋 

炎で筋線維が傷害される可能性がある。次にsiRNAを用いてL6のn-cadherin発現を抑制するとgranulysin

は L6 内に取り込まれた。このsiRNA で処理されたL6細胞群をgranulysin と incubate するとTunel assay

でDNA断裂が認められた。これらのことからn-cadherinがL6によるgranulysinの取り込みを抑制している

可能性が考えられた。 
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8. 野川 茂, 長村愛作, 野口基視, 松崎 達, 荒川幸喜, 寺嶋 毅, 西田次郎(1), 岡田 聡, 森下鉄夫, 印南靖志(2),

小板橋俊哉(2) : 著明な代謝性アシドーシスを呈したWernicke脳症の 1 例, 第 17 回千葉Critical Care Medicine

研究会抄録, 2005.(第 17 回千葉Critical Care Medicine研究会, 千葉市) (1)市病・消化器科,(2)市病・麻酔科 

 

 9. 野川 茂 : 麦角系アゴニストからプラミペキソールへの切替―切替方法と等価用量の検討―, 第 3 回神奈川ニュ

ーロサイエンスセミナー抄録, 2006.(第 3 回神奈川ニューロサイエンスセミナー, 横浜市) 

 

10. Nogawa,S. : Pramipexole switching therapy is safe and useful for controlling Parkinsonism grobally, ICPD abstract, 

2006.(ICPD, Berlin, Germany) 

 

11. 山崎元靖(1), 野川 茂, 野口基視, 鈴木 昌(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, 日救急医会関東誌, 2006.(日本救急医学会関東地方会, つくば市) (1)慶大・医・神経内科,(2)市病・循環器科 

 

12. 野川 茂 : 脳血管障害のインフォームド・コンセント―脳虚血障害(穿通枝梗塞,皮質枝梗塞)―, 千葉県脳血管障

害研究会抄録, 2006.(千葉県脳血管障害研究会, 幕張市) 

 

13. 佐藤暁幸, 仁科牧子(1), 野川 茂, 森下鉄夫, 岡田 聡 : 病初期に尿閉を呈した単純ヘルペス脳髄膜炎の 1 例, 

臨神経, 2006.(第 176 回日本神経学会関東地方会, 東京) 脳科学研 (1)水病・内科 

 

14. 野川 茂 : 脳梗塞tPA適正使用講習会総括・報告会, 脳卒中, 2006.(第31回日本脳卒中学会総会ランチョン, 横浜市) 

 

15. 野川 茂, 傳法倫久(1), 本多 満(1), 安田浩章(1), 浦川 学(1), 山下哲男(2) : キセノンCT脳血流検査における放射

線被曝の現状と低減, 脳卒中 28(1), 77, 2006.(第 31 回日本脳卒中学会総会, 横浜市) (1)慶大・医・神経内科,(2)慶大・

医・神経内 

 

16. Nogawa,S., Kowa,H.(1), Abe,T.(1), Yoshii,F.(1), Takahashi,H.(1), Ogino,Y.(1), Kawamura,J.(1), Tachibana,H.(1), 

Kashihara,K.(1) : Pramipexole switching therapy is safe and useful for controlling Parkinsonism grobally, ICPD 

abstract, 2006.(ICPD, Berlin, Germany) (1)慶大・医・神経内 

 

  



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 

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 

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 

助  手 小川 信二 胃癌の進展形式と間質（Ａ94-0650-6） 

 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） 

 

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） 

 

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 2005.4.21 第2回市川医療連携フォーラム 市川市医師会館 市川市 

安藤 暢敏 2006.1.26 第3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 

教育講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

安藤 暢敏 2005.8.27 食道癌における再建術の進歩  

—胃管による食道再建術— 

第 9 回よこはま外科癌フォ

ーラム 

横浜市 

 

安藤 暢敏 2005.10.26 食道癌治療の現状と展望 第43回日本癌治療学会 

 

名古屋市

 



論      文 

 

 1. Kawakubo,H.(1), Ozawa,S.(1), Ando,N., Kitagawa,Y.(1), Mukai,M.(2), Ueda,M.(1), Kitajima,M.(1) : Alteration of p53, 

cyclic D1 and pRB expression in the carcinogenesis of esophageal squamous cell carcinoma, Oncology Report 14, 

1453～1459, 2005. 原著 (1)慶大・医・外,(2)慶大・医・病 

 

 2. 半田寛, 原田裕久, 小川信二, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 内ヘルニアによる腸閉塞を合併した成人腸回転異常症の

1 例, 日消外会誌 38(11), 1756～1760, 2005. 症例 

 

解      説 

 

 1. 安藤暢敏 : 食道癌治療のパラダイムシフト, 慶應医学 82(2), 47～53, 2005. 

 

 2. 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 食道癌治療の最前線：術前術後の化学療法, 消病セミナー 99, 85～95, 2005. 

 

 3. 佐藤道夫, 戸張正一, 安藤暢敏 : 胸部食道癌に対する結腸再建術, 消外 28(12), 1747～1752, 2005. 

 

単行図書 

 

 1. 佐藤道夫(a),安藤暢敏(a): 著分担 :癌化学療法 update (a)食道癌 386～391 頁, 中外医学社, 東京, 2005. 

 

 2. 安藤暢敏(a): 著分担 :臨床腫瘍内科学 (a)食道がんの治療選択：化学放射線療法 vs 外科的切除 332～339 頁, 

永井書店, 大阪市, 2005. 

 

学会抄録 

 

 

 1. Harada,H., Aoki,S., Ogawa,S., Sato,M., Masamura,S., Ando,N. : Role of the Screening Tests Using Plasma D-dimer 

and Duplex Scanning in Diagnosis and Prophylaxis of the Perioperative Deep Vein Thrombosis, The 4th 

Jorea-Japan Joint Meeting for Vascular Surgery and The 41th Annual Spring Meeting of The Korean Society for 

Vascular Surgery-The Pogram-, 10, 2005.(The 4th Jorea-Japan Joint Meeting for Vascular Surgery and The 41th Annual 

Spring Meeting of The Korean Society for Vascular Surgery, Jeju, Korea) 

 

 2. 佐藤道夫, 小野・司, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 正村 ・, 安藤暢敏, J.Vacanti(1) : tissue engineering法を応

用して作製した新生食道による食道再建の開発, 日外会誌 106(臨増), 276, 2005.(第 105 回日本外科学会定期学

術集会, 名古屋市) (1)Massachusette General Hospital 

 

 3. 安藤暢敏 : 吻合術の今―最良の主義を目指して―, 第 59 回手術手技研究会プログラム, 11, 2005.(第 59 回手術手

技研究会, 横浜市) 

 

 4. Ogawa,S., Aoki,S., Harada,H., Sato,M., Masamura,S., Ando,N. : Palliation by Endoscopic Treatment for Gastric 

Carcinoma, 6th International Gastric Cancer Congress abstract, 206, 2005.(6th International Gastric Cancer 

Congress, Yokohama,Japan) 

 

  



 5. 佐藤道夫, 小野・司, 青木成史, 原田裕久, 小川信二, 正村 ・, 安藤暢敏 : 食道癌術後胃管壊死に対し、血管

吻合を付加した有茎空腸Roux-Y再建術を行った1例, 第59回日本食道学会学術集会プログラム・抄録集, 201, 

2005.(第 59 回日本食道学会学術集会, 東京) 

 

 6. 青木成史, 正村 ・, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 安藤暢敏 : StageI,II 大腸癌における beta-catenin の発現

と浸潤先進部簇出所見の臨床病理学的検討, 日消外会誌 38(7), 447, 2005.(第 60 回日本消化器外科学会定期学

術総会, 東京) 

 

 

 7. 青木成史, 正村 ・, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 宮田量平, 安藤暢敏 : The peripheral benzodiazepin 

receptor の大腸癌発癌発癌過程への関与, 第 63 回大腸癌研究会プログラム・抄録集, 26, 2005.(第 63 回大腸癌

研究会, 東京) 

 

 8. 原田裕久 : 深部静脈血栓症の診断と治療, 第 25 回日本静脈学会総会プログラム, 33, 2005.(第 25 回日本静脈学会

総会, 旭川市) 

 

 9. 青木成史 : The peripheral benzodiazepin receptor の大腸腺腫内癌での発現の臨床病理学的検討, 日本大腸肛

門病会誌 58(9), 610, 2005.(第 60 回日本大腸肛門病学会総会, 東京) 

 

10. 青木成史, 正村 ・, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 宮田量平, 小野・司, 安藤暢敏 : 非外傷性小腸穿孔の 4

例, 日救急医会誌 16(8), 501, 2005.(第 33 回日本救急医学会総会, さいたま市) 

 

11. 小川信二, 宮田量平, 青木成史, 原田裕久, 佐藤道夫, 安藤暢敏 : 内視鏡治療後の経過観察中に診断された

異時性多発胃癌例の検討, Prog Dig Endos 消内視鏡の進歩 68(1), 71, 2005.(第 81 回日本消化器内視鏡学会関東

地方会, 東京) 

 

12. 田崎新資(1), 原田裕久, 丸茂 健(1), 安藤暢敏, 畠 亮(1) : ハイリスク透析患者の慢性下肢動脈閉塞に対する非解

剖学的血行再建, 第 5 回北総・常磐透析血管病変研究会プログラム, 1～10, 2005.(第 5 回北総・常磐透析血管病

変研究会, 柏市) (1)市病・泌尿科 

 

13. 青木成史, 正村 ・, 佐藤道夫, 小川信二, 原田裕久, 宮田量平, 戸張正一, 安藤暢敏 : 腸閉塞を来した虫垂

原発内分泌細胞癌の 1 例, 第 288 回日本消化器病学会関東支部例会プログラム, 9, 2006.(第 288 回日本消化器

病学会関東支部例会, 東京) 

 

14. 宮田量平, 相浦浩一(1), 今枝博之(1), 熊井浩一郎(1), 安藤暢敏, 北島政樹(2) : 悪性肝外胆道狭搾に対するメタリッ

クステントとチューブステントの効果と予後の比較検討, 日・部救急医会誌 26(2), 223, 2006.(第 42 回日本・部救急

医学会総会, 東京) (1)慶大・医・内視鏡センター,(2)慶大・医・外 

 

  



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 

助手 吉澤 彰宏 再生医学 

 

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経食道心エコーを用いて臨床的

検討を行っている。今後再生医学への応用を検討している。 

 

 



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 

体外循環下の脳虚血防止におけるNIROの有用性に関する臨床研究 
助 手  森   光晴  高齢者心疾患患者に対する外科治療の可能性と限界に関する臨床研究 
助 手  笠原 啓史  体外循環下の脳虚血防止におけるNIROの有用性に関する臨床研究 

 

2．成果の概要 

大動脈遮断困難例に対して、NIROによる脳組織酸素分圧モニター下での低体温・定流量体外循環による僧 

帽弁手術症例を第136回日本胸部外科学会関東甲信越地方会で発表した。 

 



単行図書 

 

 1. 申 範圭(a),四津良平(1)編集: 著分担 :心臓外科Knack&Pitfallsシリーズ 弁膜症外科の要点と盲点 (a)（各論）狭小

弁輪：術式の種類と選択 98～102 頁, 文光堂, 東京, 2005. (1)慶大・医・外科 

 

学会抄録 

 

 1. 笠原啓史, 申 範圭, 森 光晴, 印南靖志(1), 小板橋俊哉(1) : Porcelain Aortaを伴うMRに対する僧帽弁形成術, 第

136 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会要旨集, 12, 2005.(第 136 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会, 東

京) (1)市病・麻酔科 

 

 2. 笠原啓史, 折井正博(1), 増田治史(2), 吉場史郎(2), 安藤 潔(3), 加藤俊一(2), 浅原孝之(2) : 自家末梢血CD34 陽性

幹細胞移植による下肢血管新生治療, 日外会誌 107(臨時増刊 2), 571, 2006.(第 106 回日本外科学会定期学術集

会, 東京) (1)東海大・医・外科,(2)東海大・医・再生医療科,(3)東海大・医・内科 

 

  



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)  

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

貝田 将郷  上部消化管疾患に対する内視鏡的治療 

 

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) 

小腸粘膜は様々な食餌抗原に常時、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。この小腸において感染などの刺激により、いかな

る免疫応答が関与しているか、特に炎症性サイトカインの放出がどのように変化しているかを、小腸上皮細胞

やマクロファージのcell lineを用いて検討することが本研究の目的である。我々は、特に細菌性腸炎におけ

る小腸の炎症性サイトカインの変化を検討している。我々が注目しているのは細菌性腸炎の起因菌として重要

である腸炎ビブリオ、クロストリジウム、コレラなどの感染に伴うサイトカインの変化である。特に腸炎ビブ

リオに関しては、大阪大学微生物研究所との共同研究により、その主たる病原性と考えられている耐熱性溶血

毒 (Thermostable Direct Hemolysin, TDH) の供与を受け、これを精製し、腸粘膜上皮細胞、マクロファージ

などに投与し IL-8, IL-6, IL-1β, TNF-αなどの放出を検討し、さらにシグナル伝達などのメカニズムの解

明も試みている。 

Alcohol Clin Exp Res 29(12), 2116～2122, 2005. 



論      文 

 

 1. 平田文乃(1), 荒川幸喜(1), 岸川 浩, 中野 雅, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 維持血液透析患者における急性膵炎の

病態・診断・治療－3 症例の解析をもとに－, 歯科学報 105(5), 473～478, 2005. 原著 (1)市病・内科 

 

 2. Kishikawa,H., Miura,S.(1), Nishida,J., Nakano,M., Hirano,E., Sudo,N., Morishita,T.(2), Ishii,H.(3) : Ethanol-induced 

CXC chemokine synthesis and barrier dysfunction in intestinal epithelial cells, Alcohol Clin Exp Res 29(12), 2116

～2122, 2005. 原著 (1)防衛医大・医・内科,(2)市病・内科,(3)Dept. of Internal Medicine 

 

学会抄録 

 

 1. 長村愛作, 貝田将郷, 岸川 浩, 中野 雅, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 肝吸虫症を合併した膵癌の 1 例, 第 284 回

日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 32, 2005.(第 284 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 

 2. 高安優香, 岸川 浩, 貝田将郷, 中野 雅, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 好酸球性腸炎の 2 例, Prog Dig Endos 消内

視鏡の進歩 67(1), 79, 2005.(第 80 回日本内視鏡学会地方会, 東京) (1)市病・内科 

 

 3. 小田切史徳, 貝田将郷, 岸川 浩, 中野 雅, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 壁外性発育を示した十二指腸原発絨毛癌

の 1 例, 第 285 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 19, 2005.(第 285 回日本消化器病学会関東支部例会, 

東京) (1)市病・内科 

 

 4. 岸川 浩, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : Non-ulcer dyspepsia に対するメシル酸カモスタットおよびフロプオ

ピオンの使用経験, 瘍病態研究会, 5, 2005.(第 14 回瘍病態研究会抄録集, 東京) (1)市病・内科 

 

 5. 横尾英孝, 岸川 浩, 貝田将郷, 井口清香, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 閉塞性黄疸とアルコール性肝炎との鑑別が

困難であった重複胆嚢管の 1 例, 第 287 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 31, 2005.(第 287 回日本消

化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 

 6. 三浦淳生, 岸川 浩, 貝田将郷, 中野 雅, 西田次郎, 森下鉄夫(1), 小林圭子(2), 佐伯武頼(2) : シトルリン血症によ

る高アンモニア血症の 1 例, 第 285 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 28, 2006.(第 285 回日本消化器病

学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科,(2)鹿大・分子病態生化学 

 

 7. 里見良輔, 岸川 浩, 井口清香, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : バレット潰瘍の 1 例, 第 288 回日本消化器

病学会関東支部例会抄録集, 18, 2006.(第 288 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 

 8. 西本和代, 貝田将郷, 岸川 浩, 井口清香, 高安優香, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 特発性食道粘膜下血腫の 1 例, 

第 288 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 19, 2006.(第 288 回日本消化器病学会関東支部例会, 東京)   

(1)市病・内科 

 

 9. 若林徹, 井口清香, 岸川 浩, 貝田将郷, 西田次郎, 森下鉄夫(1) : 単純CTが早期診断に寄与した成人の出血性

Meckel憩室の 1 例, 第 288 回日本消化器病学会関東支部例会抄録集, 24, 2006.(第 288 回日本消化器病学会関

東支部例会, 東京) (1)市病・内科 

 

  



10. Inokuchi,S., Nishida,J., Kishikawa,H., Kaida,s., Morishita,T.(1) : Proinflammatory and anti-inflammatory splenic 

mediators involved in portal hypertensive rat, 第 31 回日本微小循環学会総会プログラム・抄録集, 45, 2006.(第

31 回日本微小循環学会総会, Tokyo) (1)市病・内科 

 

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

鈴木勝也(3), 森下鉄夫(1) : 急性腹症として発症したSchonlein-Henoch紫斑病の一成人例, 日腹部救急医会誌 

26(2), 357, 2006.(第 42 回日本腹部救急医学会総会, 東京) (1)市病・内科,(2)市病・皮膚科,(3)埼玉医大・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）  

助 教 授 杉田記代子 新生児GBS（B群溶血連鎖球菌）感染症に関する研究（Ａ00-0640-2） 

講  師 

 

助  手   

川 口 裕 之 

 

飯 野 彰 人 

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  

エンテロウイルス32型感染により発症した脳炎の臨床 

 

2．成果の概要 

1）男性不妊をきたす遺伝的機序の解明（Ａ02-0640-4） 

リプロダクションセンター小児科・泌尿器科で「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。Ｙ染色体は人種間でハプロ

タイプの違いがあり、現在日本人固有のＹ染色体データは存在しない。本研究における目標は、Ｙ染色体に関

する日本人の基準データの作成、日本人不妊男性のＹ染色体微細欠失の同定である。 

今年度は、1)コントロール男性けるAZFの多型パターンとその頻度の算出、2)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の集計をもとに論文作成中である。  

 

2）前年度に引き続き、当科作成のＧＢＳ対応プロトコールで新生児の診療を継続している。 

統計処理可能な症例数に達するまで現状継続とする予定である。 

 

3)(1) Nipa (Nuclear Interaction Partner with ALK) の挙動を検討する目的で細胞株18株を収集し、保 

存した。このうち、ALCL の細胞株は6株、神経芽細胞腫は7株である。これらは今後の研究において重要な

役割を持つと考えられる。(2) Nipa の発現を検討するため、Nipa の exon 7 のおよそ 600bp を増幅する 

RT-PCR の系を作成した。(3) 前記細胞を用いて Nipa の発現を検討し、程度の差はあっても全ての細胞株で

発現していることを認めた。(4)神経芽細胞腫の検体で Nipa exon 7 の欠失を認めるものが報告されていたが、

神経芽細胞腫由来の細胞株で上記変異のスクリーニングを行ったところ、7つの細胞株全てで正常の遺伝子型

を得た。(4) Nipa のノックアウトマウスで、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。(5) 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発表した。以上の成果については、別に示す様

に報告を行ったか、報告する予定としている。 

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。 

 

4）エンテロウイルス32型感染により発症した脳炎の臨床 

当科で経験された上記症例（エンテロウイルス31型による初めて脳炎発症報告例）の脳炎症状の特徴（特 

徴的な嗜眠傾向）について現在論文作成中である。 



論      文 

 

1. Nishimura,G.(1), Haga, N.(2), Kitoh,H.(3), Tanaka,Y., Sonoda,T.(4), Kitamura,M.(5), Shirahata,S.(6), Itoh,T.(6), 

Nakashima,E.(7), Ohashi,H.(8), Ikegawa, S.(7) : The phenotipic spectrum of COL2A1 mutations, Hum Mutat 26(1), 

36～43, 2005. 原著 (1)清瀬小児病院・放射線科,(2)静岡こども病院・整形外科,(3)名古屋大学医学部・整形外科,(4)宮崎医

科大学・小児科,(5)クラーク病院・整形外科,(6)SRL分子生物細胞遺伝学センター,(7)理化学研究所・遺伝子多型研究センタ

ー,(8)埼玉小児医療センター・遺伝科 

 

 2. Sugita,K., Kato,Y.(1), Sugita,K.(2), Kato,M.(1), Tanaka,Y. : Magnetoencepharographic analysis in children with 

Panayiotopoulos syndrome, Journal of Child Neurology 20(7), 616～618, 2005. 原著 脳科学研 (1)市病・精神・神経

科,(2)千葉大 

 

 3. 和田雅樹, 森 裕美, 杉田記代子, 松井秀司, 室谷浩二, 田中葉子 : 小脳低形成、脈絡叢嚢胞、口唇口蓋裂を

合併した Aicardi 症候群の 1 例, 小児科 46(8), 1367～1370, 2005. 症例 

 

4. Bassermann,F.(1), Klitzing,C.v.(1), Muench,S.(1), Bai,R.(1), Kawaguchi,H., Morris,S.W.(2), Peschel,C.(1), Duyster,J.(1) : 

NIPA defines an SCF-type mammalian E3 ligase that regulates mitotic entry, Cell 122(1), 45～57, 2005. 原著 

(1)Department of Internal Medicine III ，  Technical University of Munich,(2)Department of Pathology and 

Hematology-Oncology， St. Jude Children's Research Hospital 

 

 5. Kawaguchi,H., J,H.K.(1), Ma,Z.(2), Morris,S.W.(3) : RBM15 and MKL1 mutational screening in megakaryoblastic 

leukemia cell lines and clinical samples, Leukemia 19(8), 1492～1494, 2005. 原著 (1)Department of Paediatrics， 

Division of Haematology・Oncology,(2)Department of Pathology， St. Jude Children's Research Hospital,(3)Department of 

Pathology and Hematology-Oncology， St. Jude Children's Research Hospital 

 

解      説 

 

 1. 田中葉子 : 1 型糖尿病治療の進歩, 歯科学報 105(3), 167～174, 2005. 

 

学会抄録 

 

 1. 牛田永子(1), 小林菜穂(1), 藥師寺 仁(1), 田中葉子, 奥田克爾(2), 石原和幸(2) : 乳幼児における Streptococcus 

mutans と Streptococcus sobrinus 感染, 小児歯誌 43(2), 193, 2005.(第 43 回日本小児歯科学会大会および総会, 

仙台市) (1)小児歯,(2)微生物 

 

 2. 杉田記代子, 田中葉子 : paratonic rigidity 所見を呈した非ヘルペス性辺縁系脳炎, 脳と発達 37(suppl), S358, 

2005.(第 45 回 日本小児神経学会総会, 熊本市) 

 

 3. 田中葉子, 杉田記代子 : 高度難聴を合併した流行性耳下腺炎の 2 症例-予防接種の重要性-, 第 30 回 東葛小

児感染免疫研究会 プログラム, 1, 2005.(第 30 回 東葛感染免疫研究会, 市川市) 

 

 4. 小崎健次郎(1), 松本守雄(2), 田中葉子, 伊部茂晴(3), 磯部剛志(4) : FBN1 変異・TGFBR2 変異とSpritzen-Goldberg

症候群, 日本人類遺伝学会 第 50 回大会 抄録集, 112, 2005.(日本人類遺伝学会 第 50 回大会, 倉敷市) (1)慶大・

小児科,(2)慶大・整形外科,(3)茨城県立こども福祉医療センター,(4)茨城県立こども病院・小児科 

 

  



 5. 川口裕之, S.W.Morris(1), J.Duyster(2) : リコンビニアリング法を用いた Nipa ノックアウトマウスの作成, 第 67 回日本

血液学会、第 47 回日本臨床血液学会 合同総会プログラム・抄録集, 330, 2005.(第 67 回日本血液学会、第 47 回日

本臨床血液学会 合同総会, 横浜市) (1)Department of Pathology and Hematology-Oncology， St. Jude Children's Research 

Hospital,(2)Department of Internal Medicine III， Technical University of Munich 

 

 6. 花上伸明(1), 渡邊 裕(1), 山根源之(1), 貝田将郷(2), 佐藤道夫(3), 田中葉子, 畠 亮(4) : 歯科大学附属病院におけ

る栄養サポートチーム, 静脈経腸栄養 21(増刊), 193, 2006.(第 21 回 日本静脈経腸栄養学会, 岐阜市) (1)市病・オー

ラルメディシン,(2)市病・消化器科,(3)市病・外科,(4)市病・泌尿科 

 

 7. 澁井武夫(1), 内山健志(1), 本橋佳子(1), 山根源之(2), 杉田記代子, 田中葉子 : 左側完全唇顎口蓋裂を伴った

Aicardi症候群の治療経験, 日口蓋裂会誌 30(2), 190, 2006.(第 29 回日本口蓋裂学会総会, 東京) (1)口外,(2)市病・

オーラルメディシン 

 

 8. 田中葉子 : ワークショップ 在宅医療における NST の活用と病診連携の可能性 院内 NST の現状と病診連携への

試み, 第 8 回 日本在宅医学会大会 プログラム&抄録集, 74, 2006.(第 8 回 日本在宅医学会大会, 浦安市) 

 

  



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 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） 

助  手 大泉 太郎 光ファイバーとADSLを活用した遠隔手術支援（Ａ04-0760-1） 

  

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。 

 

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

手術顕微鏡を用いて脳血管ならびに脳動脈瘤頚部を露出し、クリッピング前後において母血管および末梢血管の血 

流状態をドップラー血流計にて定性あるいは定量的に測定している。クリッピング後に明らかに血流の低下を認めた

場合は、母血管の狭窄が生じている可能性があるため、クリップを除去し、再度施行した。これをクリップ前後にて

血流状態が変化しなくなるまで、くり返している。手術顕微鏡の死角となり直視下に確認できない動脈瘤頚部は内視

鏡を用いて確認している。残存が確認された場合には新しいクリップの追加、もしくは再度クリップを試みている。

術後の神経症状やCT検査にて評価を行っている。 

 

3） 光ファイバーとADSLを活用した遠隔手術支援(Ａ04-0760-1) 

手術用顕微鏡の画像を最新の双方向映像通信機器（VP1000）に入力し、光ファイバーやADSLなどでインタ 

ーネット網を経由し，関連病院や慶應義塾大学に送信し、回線別にタイムラグや画質、コマ数に関して、手術

支援が可能か調査中である。また、VP1000 は、テレビ電話による、多地点との双方向通信が可能なため、脳

神経外科的に珍しい症例や手術が困難出会った症例など、多地点遠隔医療カンファレンスを計画している。 

臨神経 23(8), 952～953，2005. 

 

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 2005.7.16 進行卒中の病態と急性期の対応 埼玉急性期脳卒中研究会

2005（第12回） 

さいたま市

 



論      文 

 

 1. 島本佳憲 : 頭蓋頚椎移行部前縁硬膜内疾患への suboccipital transcondylar approach-手術解剖学的所見を含め

て-, 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会誌 7(1), 22～25, 2005. 臨床 

 

 2. 大泉太郎 : 光ファイバーと ADSL を用いた遠隔手術支援, Clin Neurosci 23(8), 952～953, 2005. 臨床 

 

 3. 菅 貞郎 : CRP や IL-6 ではなく単球数が、無症候性頸動脈硬化の独立した危険指標である, Medical Briefs in 

Brain & Nerve 14(3), 11～12, 2005. 臨床 

 

単行図書 

 

 1. 島本佳憲(a): 著分担 :臨床外科看護各論(第 7 版) (a)脊髄の疾患 398～410 頁, 医学書院, 東京, 2006. 

 

学会抄録 

 

 1. 小嶋篤浩(1), 菅 貞郎 : もやもや病に対する血行再建術後血管原性脳浮腫をきたした一例, 脳卒中 27(1), 256, 

2005.(第 30 回日本脳卒中学会総会, 盛岡市) (1)さいたま市立病院・医 

 

 2. 戸田正博(1), 菅 貞郎 : 脳血管疾患に対する免疫治療アプローチ, 第 64 回社団法人日本脳神経外科学会総会

抄録集CD－ROM, 2005.(第 64 回社団法人日本脳神経外科学会総会, 横浜市) (1)慶大・医・脳外 

 

 3. 中川 亨(1), 菅 貞郎 : ラット一過性中大脳動脈閉塞モデルに対するGM-CSFの超急性期投与したときの脳保護

効果の検討, 第 64 回社団法人日本脳神経外科学会総会抄録集CD－ROM, 2005.(第 64 回社団法人日本脳神経

外科学会総会, 横浜市) (1)慶大・医・脳外 

 

 4. 大泉太郎 : 光ファイバーと ADSL を活用した最新双方向映像通信機器での遠隔手術支援と医療カンファレンス, 

第 64 回社団法人日本脳神経外科学会総会抄録集 CD－ROM, 2005.(第 64 回社団法人日本脳神経外科学会総会, 

横浜市) 

 

 5. 大泉太郎 : 最新双方向映像通信機器での光ファイバーと ADSL を活用した遠隔手術支援や医療カンファレンス, 

第 15 回日本脳神経外科コンピュータ研究会抄録集, 2006.(第 15 回日本脳神経外科コンピュータ研究会, 宇部市) 

 

  



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 

教  授 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 

高橋 正憲 骨形成促進の実験的研究 

手の外科の臨床的研究 

助  手 穴澤 卯圭 骨軟部腫瘍 

 堀田  拓 下肢の関節外科・小児整形外科 

 栩木 弘和 手の外科 

 古川  満 整形外科一般 

 内川 伸一 整形外科一般 

 海苔  聡 整形外科一般 

 

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

果は日本整形外科学会をはじめ各学会で報告している。 

 

3．研究活動の特記すべき事項 

学会等招待講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

白石 建 2005.11.19 低侵襲脊椎後方アプローチとその応用 第32回東海地区整形外科教

育研修講演 

名古屋 

白石 建 2006.2.17 低侵襲脊椎後方アプローチとその応用 東京整形外科手術フォーラム 東京 

 



論      文 

 

 1. 松村崇史(1), 白石 建, 吉田宏(2), 上田誠司(1), 森山一郎(1), 高木岳彦(1), 廣瀬裕一郎(1), 船尾陽生(1) : 橈骨遠位

端骨折に対するnon-bridging創外固定の問題点(第 2 報), 骨折 227(1), 327～329, 2005. 原著 (1)済生会宇都宮

病院・整形,(2)済生会横浜市南部病院・整形 

 

 2. 須佐美知郎(1), 穴澤卯圭, 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 森井健司(1), 渡部逸央(1), 戸山芳昭(1) : 高ALP血症を呈した

原発不明播種性骨髄癌症の 1 例, 臨整外 40(7), 833～837, 2005. 原著 (1)慶大・医・整形 

 

 3. Kosaki,N.(1), Yabe,H.(1), Anazawa,U., Morioka,H.(1), Toyama,Y.(1) : Bilateral multiple malignant transformation of 

Ollier's disease, Skeletal Radiol 34(8), 477～484, 2005. 原著 (1)慶大・医・整形 

 

 4. Shiraishi,J.(1), Mukai,M.(1), Yabe,H.(2), Miura,K.(2), Anazawa,U., Morioka,H.(2) : Primary bone carcinosarcoma: 

chondrosarcoma and squamous cell carcinoma with keratin pearl formation, Pathol Int 55(8), 504～509, 2005.  

原著 (1)慶大・医・病理,(2)慶大・医・整形 

 

 5. 高橋正憲, 栩木弘和, 川北敦夫(1), 雨宮拓二(1), 古川 満 : 手根管症候群に対する自家考案プロテクターを用い

た 2 皮切アプローチによる滑膜切除を兼ねた治療経験, 日手の外科会誌 22(5), 587～591, 2005. 原著 (1)慶大・

医・整形 

 

 6. 阿部智行(1), 寺田信樹(1), 山田治基(1), 中川研二(1), 早川和恵(1), 白石 建, 森山一郎(2) : 人工膝関節再置換術に

おける出血量と自己血輸血, 日人工関節会誌 35, 93～94, 2005. 原著 (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)済生会宇都

宮病院・整形 

 

 7. 白石 建 : 頚椎の伸展・支持機構を温存した上位頚椎後方進入法, Spine perspective 2(1), 14～18, 2005. 原著 

 

 8. Watanabe,K.(1), Hosoya,T.(2), Shiraishi,T., Matsumoto,M.(2), Chiba,K.(2) : Lumber spinous process-splitting 

laminectomy for lumbar canal stenosis, J Neurosurg Spine 3(5), 405～408, 2005. 原著 (1)太田総合病院・整形,(2)

慶大・医・整形 

 

 9. Yanagimoto,S.(1), Hotta,H., Izumida,R.(2), Sakamaki,T.(3) : Long-term results of Chiari pelvic osteotomy in patients 

with developmental dysplasia of the hip: indications for Chiari pelvic osteotomy according to disease stage and 

femoral head shape, J Orthop Sci 10(6), 557～563, 2005. 原著 (1)慶大・医・整形,(2)江戸川病院・人工関節センタ

ー,(3)国立箱根病院・整形 

 

10. Hotta,H., Yamada,H.(1), Takaishi,H.(2), Abe,T.(3), Morioka,H.(2), Kikuchi,T.(4), Fujikawa,K.(4), Toyama,Y .(2) : 

Type II collagen synthesis in the articular cartilage of a rabbit model of osteoarthritis: expression of type II 

collagen C-propeptide and mRNA especially during early-stage osteoarthritis, J Orthop Sci 10(6), 595～607, 

2005. 原著 (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)慶大・医・整形,(3)北里研究所メディカルセンター病院・整形,(4)防衛医大・医・

整形 

 

11. 白石 建, 谷戸祥之(1), 上田誠司(2) : 頚椎症性脊髄症に対する新しい後方除圧術 選択的椎弓形成術, 新OS 

NOW 27, 169～176, 2005. 原著 (1)防衛医大・医・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形 

 

  



12. Hatta,Y.(1), Shiraishi,T. : Is posterior spinal cord shifting by extensive posterior decompression clinically significant 

for cervical spondylotic myelopathy?, Spine 30(21), 2414～2419, 2005. 原著 (1)京都府医大・医・整形 

 

13. 白石 建, 谷戸祥之(1), 上田誠司(2) : 低侵襲頚椎後方アプローチとその応用-上位頚椎を中心にして-, 整形外科

最小侵襲手術ジャーナル 35, 2～9, 2005. 総説 (1)防衛医大・医・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形 

 

14. Takagi,T.(1), Matsumura,T.(1), Shiraishi,T. : Lunate Osteochondroma: A Case Report, J Hand Surg 30A(4), 693～695, 

2005. 原著 (1)済生会宇都宮病院・整形 

 

15. 吉田宏(1), 白石 建, 松村崇史(2), 上田誠司(2), 森山一郎(2), 高木岳彦(2), 船尾陽生(2), 辻 収彦(3),   

濱野恭之(4) : Solution stemを用いた再置換症例の検討, 日人工関節会誌 35, 209～210, 2006. 原著 (1)済生会

横浜市南部病院・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形,(3)慶大・医・整形,(4)倉持病院・整形 

 

16. 穴澤卯圭, 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 森井健司(1), 渡部逸央(1), 須佐美知郎(1), 竹内克仁(1), 鈴木禎寿(2),

三浦圭子(1) : 骨・軟部腫瘍切除後の骨欠損部に対する熱処理自家罹患骨移植の治療成績, 別冊整形外科 47, 

53～58, 2006. 総説 脳科学研 (1)慶大・医・整形,(2)国立病院東京医療センター・整形 

 

17. 森山一郎(1), 白石 建, 上田誠司(1), 吉田 宏(2), 谷戸祥之(3) : 破壊性脊椎関節症を伴わずに発症した人工透析

患者の頚髄症-多椎間後方除圧を行った 5 例の検討-, 中部整災誌 48(3), 471～472, 2006. 原著 (1)済生会宇都

宮病院・整形,(2)済生会横浜市南部病院・整形,(3)防衛医大・医・整形 

 

18. 阪本厚人(1), 八田陽一郎(1), 白石 建, 玉井和夫(1), 長谷 斉(1) : 頸部深層伸筋群を温存した環軸後方固定術,  

中部整災誌 48(3), 481～482, 2006. 原著 (1)京都府医大・医・整形 

 

解      説 

 

 1. 高橋正憲 : 皮下腱鞘切開によるばね指の治療, 整外最小侵襲術 34, 11～17, 2005. 

 

単行図書 

 

 1. 白石 建,谷戸祥之(1)(a), 上田誠司(2)(a): 著分担 :低侵襲手術(New Mook 整形外科 19) (a)新しい進入法を応用し

た頚椎後方低侵襲手術 130～138 頁, 金原出版, 東京, 2005. (1)防衛医大・医・整形,(2)済生会宇都宮病院・整形 

 

その他 

 

 1. 渡辺航太(1), 細谷俊彦(1), 白石 建, 松本守雄(1), 千葉一裕(1) : 腰部脊柱管狭窄症に対する棘突起縦割式椎弓切

除術(図説), 脊椎脊髄ジャーナル 18(11), 1169～1173, 2005. (1)慶大・医・整形 

 

 2. 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-, 脊椎脊髄ジャーナル 19(4), 289～294, 2005. (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)防衛医大・医・整形 

 

 3. 堀田 拓 : 大腿骨頚部骨折について, 医研センタージャーナル 50, 2005. 

 

 4. 白石 建 : 頚椎後方除圧の新しい考え方, マルホ整形外科セミナー.放送内容集 174, 14～16, 2005. 

 

  



学会抄録 

 

 1. 高橋正憲, 栩木弘和, 川北敦夫(1), 雨宮拓二(1), 古川 満 : 手根管症候群に対する自家考案プロテクターを用い

た 2 皮切アプローチによる滑膜切除を兼ねた治療経験, 第 48 回日本手の外科学会抄録集, 206, 2005.(第 48 回

日本手の外科学会, 下関市) (1)慶大・医・整形 

 

2. 花村俊太郎(1), 谷戸祥之(2), 志津直行(1), 市瀬彦聡(1), 中井定明(1), 白石 建, 上田誠司(3), 八田陽一郎(4),

長谷斉(4), 阪本厚人(5) : 高齢者の頸椎症性脊髄症に対する選択的椎弓形成術, 日本脊椎脊髄病学会雑誌 

16(1), 235, 2005.(第 34 回日本脊椎脊髄病学会, 仙台市) (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)防衛医大・医・整形,(3)済生会宇

都宮病院・整形,(4)京都府立医大・医・整形,(5)松下電器健康保険組合松下記念病院・整形 

 

3. 阪本厚人 (1) , 長谷 斉 (2) , 白石 建, 八田陽一郎 (2) , 谷戸祥之 (3) , 原田智久 (4) , 玉井和夫 (1) , 三上靖夫 (1) ,

斎藤令馬(1), 池田 巧(2), 久保俊一(2) : 深層伸筋群を温存した環軸椎後方固定術 術後頸椎アライメントの検討, 

日本脊椎脊髄病学会雑誌 16(1), 255, 2005.(第 34 回日本脊椎脊髄病学会, 仙台市) (1)松下電器健康保険組合松下記

念病院・整形,(2)京都府立医大・医・整形,(3)防衛医大・医・整形,(4)松下電器組合保険病院・整形 

 

4. 原田智久 (1) , 長谷斉 (2) , 八田陽一郎 (2) , 阪本厚人 (3) , 三上靖夫 (2) , 玉井和夫 (2) , 白石 建, 谷戸祥之 (4) ,

久保俊一(2) : 頸椎動態MRIからみた硬膜管動的狭窄の検討, 日本脊椎脊髄病学会雑誌 16(1), 262, 2005.(日

本脊椎脊髄病学会, 仙台市) (1)松下電器組合保険病院・整形,(2)京都府立医大・医・整形,(3)松下電器健康保険組合松下記

念病院・整形,(4)防衛医大・医・整形 

 

 5. 八田陽一郎(1), 長谷 斉(1), 白石 建, 三上靖夫(2), 阪本厚人(2), 原田智久(3), 成田 渉(1), 久保俊一(1) : 腰部脊柱

管狭窄症に対する新しい低侵襲除圧術 筋肉温存型棘突起間正中進入腰椎椎弓間除圧術, 日本脊椎脊髄病

学会雑誌 16(1), 346, 2005.(第 34 回日本脊椎脊髄病学会, 仙台市) (1)京都府立医大・医・整形,(2)松下電器健康保険組

合松下記念病院・整形,(3)松下電器組合保険病院・整形 

 

 6. 上田誠司(1), 白石 建, 谷戸祥之(2) : 頚椎症性脊髄症に対する選択的椎弓形成術の短期成績, 日本脊椎脊髄病

学会雑誌, 2005.(第 34 回日本脊椎脊髄病学会, 仙台市) (1)済生会宇都宮病院・整形,(2)防衛医大・医・整形 

 

7. 森岡秀夫 (1) , 矢部啓夫 (1) , 南雲剛史 (1) , 穴澤卯圭, 鈴木禎寿 (2) , 森井健司 (1) , 渡部逸央 (1) , 竹内克仁 (1) ,

須佐美知郎(1), 戸山芳昭(1) : 切除範囲と術後機能からみた再建方法の選択, 日整会誌 79(6), S553, 2005.(第

38 回日本整形外科学会骨・軟部学術集会, 横浜市) (1)慶大・医・整形,(2)国立病院東京医療センター・整形 

 

 8. 穴澤卯圭, 矢部啓夫(1), 森岡秀夫(1), 鈴木禎寿(2), 森井健司(1), 渡部逸央(1) : 骨線維性異形成の治療と手術のタ

イミング, 日整会誌 79(6), S567, 2005.(第 38 回日本整形外科学会骨・軟部学術集会, 横浜市) (1)慶大・医・整形,(2)国立

病院東京医療センター・整形 

 

 9. 矢部寛樹(1), 矢部啓夫(2), 森岡秀夫(2), 穴澤卯圭, 森井健司(2), 三浦圭子(2), 堀内行雄(3) : 前腕・手部に発生した

悪性骨・軟部腫瘍の治療成績, 日整会誌 79(6), S568, 2005.(第 38 回日本整形外科学会骨・軟部学術集会, 横浜市) 

(1)川崎市立川崎病院・整形,(2)慶大・医・整形,(3)川崎市立病院・整形 

 

10. 鈴木禎寿(1), 矢部啓夫(2), 森岡秀夫(2), 穴澤卯圭, 森井健司(2), 三浦圭子(2), 渡部逸央(2), 須佐美知郎(2),

竹内克仁(2), 臼井 宏(3) : 術後機能および予後から見た手術適応を中心に, 日整会誌 79(6), S571, 2005.(第 38

回日本整形外科学会骨・軟部学術集会, 横浜市) (1)国立病院東京医療センター・整形,(2)慶大・医・整形,(3)国立東京医療セ

ンター 

  



11. 森岡秀夫 (1), 矢部啓夫 (1), 南雲剛史 (1), 穴澤卯圭, 鈴木禎寿 (2), 森井健司 (1), 三浦圭子 (1), 渡部逸央 (1),

竹内克仁(1), 須佐美知郎(1) : 最小侵襲手術としての減圧療法による骨形成, 日整会誌 79(6), S582, 2005.(第 38

回日本整形外科学会骨・軟部学術集会, 横浜市) (1)慶大・医・整形,(2)国立病院東京医療センター・整形 

 

12. 西本和正 (1), 矢部啓夫 (1), 森岡秀夫 (1), 穴澤卯圭, 鈴木禎寿 (2), 森井健司 (1), 三浦圭子 (1), 渡部逸央 (1),
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整形外科学会学術総会, 横浜市) (1)防衛医大・医・整形,(2)藤田保健衛生大・医・整形,(3)済生会宇都宮病院・整形,(4)京都

府立医大・医・整形,(5)松下電器健康保険組合松下記念病院・整形 

 

50. 花村俊太郎(1), 谷戸祥之(2), 志津直行(1), 中井定明(1), 山田治基(1), 白石建, 上田誠司(3), 八田陽一郎(4),

長谷斉(4), 阪本厚人(5) : 高齢者の頸椎症性脊髄症に対する選択的椎弓形成術, 日整会誌 80(3), S78, 

2006.(第 79 回日本整形外科学会学術総会, 横浜市) (1)藤田保健衛生大・医・整形,(2)防衛医大・医・整形,(3)済生会宇都宮

病院・整形,(4)京都府立医大・医・整形,(5)松下電器健康保険組合松下記念病院・整形 

 

51. 白石 建, 谷戸祥之(1), 上田誠司(2), 穴澤卯圭, 堀田 拓, 栩木弘和, 古川満, 高橋正憲 : 低侵襲頸椎後方ア

プローチ-C2 を含めて, 日整会誌 80(3), S172, 2006.(日本整形外科学会学術総会, 横浜市) (1)防衛医大・医・整形, 

(2)済生会宇都宮病院・整形 

 

52. 谷戸祥之(1), 白石 建, 志津直行(2), 中井定明(2), 花村俊太郎(2), 山田治基(2), 上田誠司(3) : 日本の整形外科によ

る独創展 百年間の着想と努力を学ぶ 頸椎棘突起の付着筋を温存する頸椎椎弓形成術, 日整会誌 80(3), 

S172, 2006.(第 79 回日本整形外科学会学術総会, 仙台市) (1)防衛医大・医・整形,(2)藤田保健衛生大・医・整形,(3)済生会

宇都宮病院・整形 

 

  



53. 海苔 聡, 上田誠司(1), 松村崇史(1), 船山 敦(1), 別所祐貴(1), 小林 秀(1), 白石 建 : 拡張型心筋症を合併した頚

椎OPLLに対して低侵襲除圧術を施行した 1 例, 栃木県整形外科医会, 2006.(第 185 回栃木県整形外科医会, 宇都

宮市) (1)済生会宇都宮病院・整形 

 

  



10．産 婦 人 科 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

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

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） 

      北岡 芳久   体外受精における細胞質内精子注入（Ａ98-0670-1） 

      岸  郁子   染色体構造異常を有しないヒト精子の選択的分離（Ａ96-0670-１） 

      谷垣 伸治   体外受精・胚移植における排卵誘発（Ａ97-0670-1） 

      下川 理世   胚の染色体異常について（Ａ03-0670-1） 

 

2． 成果の概要 

グルコース、15-アンヒドログルシトールおよび関連糖アルコールの一斉分析 

胚培養過程においてグルコースおよびその主要代謝産物の動態を観察するため、グルコース、15-アンヒド 

ログルシトールおよび関連糖アルコールの一斉分析を試みた。糖類はbenzoic acidと80℃、60分間反応させ

て蛍光誘導体とし、高速液体クロマトグラフィを用いて定量した。グルコース、ガラクトース、マンノース、

アラビノースおよびキシリトール、マンニトール、エリスリトール、ソルビトール、ミオイノシトール等の糖

アルコールは本法により定量可能であったが、フコース、フルクトース、ラクトースは定量できなかった。 

本法により糖代謝動態を迅速かつ網羅的に観察することが可能となり、不妊治療のみならず糖尿病におけ 

る病態解析に寄与すると考えられる。 

Biomed Chromatogr 20(5)，440～445, 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 

 

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 2005.9.11 更年期障害に対する漢方療法の有

用性の検討－三大漢方婦人薬の無

作為投与による効果の比較－ 

第 25 回産婦人科漢方研究会学

術集会コンセンサスミーティ

ング「更年期障害治療における

漢方薬の位置付け」 

東京都

高松 潔 2005.9.23 女性ホルモン補充療法－歴史・現

状・癌との関係－ 

第 3 回関東ホルモンと癌研究

会シンポジウム「ホルモン補充

療法」 

東京都

高松 潔 2005.11.6 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 

第 16 回日本臨床スポーツ医学

会学術集会シンポジウム「月経

周期と心身におけるコンディ

ショニング」 

東京都

高松 潔 2005.11.20 まだまだ知られていない更年期と

女性ホルモン 

第 4 回更年期と加齢のヘルス

ケア研究会学術講演会シンポ

ジウム「女と男の更年期」 

東京都

 

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 2005.4.25 働き盛りの女性のQOL（生活の質）

の向上を目指して～どう対応する

－“がん”と更年期障害～ 

第 1 回女性の健康に関する保

健・医療従事者研修会 

千葉市

高松 潔 2005.6.21 知って安心、女児の外陰部の見かた

－どう対応する？女児の外陰部異常－ 

第435回葛飾小児科集談会 東京都

高松 潔 2005.9.2 更年期不定愁訴に対する最近の知見 更年期不定愁訴治療研究会 弘前市

高松 潔 2004.11.25 更年期障害Update 大宮産婦人科医会学術講演会 大宮市

高松 潔 2005.12.12 輝いた季節へ旅立とう～更年期か

らの過ごし方～ 

市川健康支援講演会 市川市

高松 潔 2006.2.23 女性にやさしい漢方治療-更年期以

降のこころとからだの健康をめざ

して-. 

漢方と健康セミナー 千葉市

高松 潔 2006.3.2 更年期なんか怖くない！-いきいき

した人生を送るための基礎知識 

第 6 回日本内分泌学会関東甲

信越支部学術集会市民公開講

座 

東京都

高松 潔 2006.3.15 HRTは危険か？ 茨城県日母県西集談会 筑西市

 

 



論      文 

 

 1. Kaneko,S. : Human sperm processing in assisted reproduction technology, Journal of Mammalian Ova Research 22(1), 

24～28, 2005. 原著 

 

 2. 兼子 智 : 不妊治療における精子調整 －基礎と応用, Journal of Mammalian Ova Research 22(4), 211～215, 2005. 

原著 

 

 3. 国仲伸男(1), 高松 潔, 柿島裕樹(1), 中村宏紀(1), 左合治彦(2), 北川道弘(3), 松岡健太郎(1), 宮内 潤(4) : 境界悪

性の卵巣腫瘍と子宮頚部悪性腺腫を合併したPeutz-Jeghers症候群の 1 例, 医学検査 54(8), 1077～1082, 

2005. 原著 (1)国立生育医療センター・臨検,(2)国立生育医療センター・周産期胎児,(3)国立生育医療センター・周産期

産,(4)市病・臨検 

 

 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 : 成人婦人科における卵巣腫瘍

の考え方, 小児外科 37(12), 1479～1486, 2005. 原著 

 

解      説 

 

 1. 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 : 更年期の女性ホルモン動態お

よび HRT, 性差と医療 2(8), 61～69, 2005. 

 

 2. 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 : 子宮筋腫と子宮内膜症, カレン

トテラピー 24(2), 73～77, 2006. 

 

 3. 高松 潔, 牧田和也(1), 青木大輔(1), 野澤志朗(1), 吉村泰典(1) : 更年期障害への漢方治療, 産婦の実際 54(9), 

1412～1413, 2006. (1)慶大・医・産婦 

 

 4. 谷垣伸治, 田中 守(1), 樋口隆幸(1), 下川理世, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 中川博之, 高松 潔 : 臍帯

巻絡・下垂・脱出, ペリネイタルケア(新春増刊), 53～59, 2006. (1)慶大・医・産婦 

 

 5. 大野虎之進, 高松 潔 : ART 私見, 産婦の世界 58(3), 299～302, 2006. 

 

単行図書 

 

 1. 高松 潔(a),(b),(c): 著分担 :更年期医療のコツと落とし穴 (a)カウンセリングのコツー更年期障害患者の心理社会

的因子 24～25 頁,(b)日本人女性の更年期障害に対する HRT と漢方療法の効果の差異 140～141 頁,(c)更年

期障害に対する治療法の選択 82～83 頁, 中山書店, 東京, 2005. 

 

 2. 兼子 智(a): 著分担 :進化していく体外受精 progress(改訂 4 版) (a)ラボのセッティング 32～35 頁, メジカルビュー, 

東京, 2005. 
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学会抄録 

 

 1. 兼子 智, 上原克彦, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 中川博之, 高松 潔, 田邊清男 : 細胞密度を指標とす

る精子核 DNA2 重鎖切断陽性精子の排除, 日産婦会誌 57(2), 517, 2005.(第 57 回 日本産科婦人科学会学術講演

会, 京都市) 2004 年度分 

 

 2. 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, 日臨スポーツ医会誌 13(4), S72, 2005.(第 16

回日本臨床スポーツ医学会学術集会, 東京) 

 

 3. 冨永英一郎, 高松 潔 : 卵巣甲状腺腫性カルチノイドの 1 例, 日婦腫瘍会誌 23(3), 361, 2005.(第 38 回 日本婦人

科腫瘍学会学術講演会, 和歌山市) 

 

 4. 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) : 当院における子宮腔内細

胞診疑陽性・陽性症例の検討, 日臨細胞会誌 44(補冊 1), 200, 2005.(第 46 回 日本臨床細胞学会, 福岡市) (1)市

病・臨検 

 

 5. 高松 潔 : 女性ホルモン補充療法-歴史・現状・癌との関係-, 第 3 回関東ホルモンと癌研究会プログラム, 4, 

2005.(第 3 回関東ホルモンと癌研究会, 東京) 

 

 6. 岸 郁子, 下川理世, 谷垣伸治, 冨永英一郎, 北岡芳久, 中川博之, 高松 潔 : 当院不妊症患者に対する腹腔

鏡下手術の効果についての検討, 日産婦内視鏡会誌 21(1), 168, 2005.(第 45 回日本産科婦人科内視鏡学会学術

講演会, 宝塚市) 

 

7. 小林健介(1), 兼子 智, 片山昌勅(1), 松田兆史(1), 中川博之, 宮地系典(2), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久,

谷垣伸治, 岡崎雅子, 遠山裕一(3), 石見大輔(4), 高松 潔, 石川博通(2) : ヒト精漿内DNA量測定法の開発, 日

不妊会関東地方部会プログラム, 2005.(第 132 回 日本不妊学会関東地方部会, 東京) (1)明薬大・薬,(2)市病・泌尿科,(3)

千葉県,(4)埼玉県 

 

8. 岡崎雅子, 兼子 智, 中川博之, 宮地系典 (1), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 遠山裕一 (2) ,

石見大輔(3), 高松 潔, 石川博通(1) : 化学療法前精子凍結, 日不妊会関東地方部会プログラム, 2005.(第 132 回 

日本不妊学会関東地方部会, 東京) (1)市病・泌尿科,(2)千葉県,(3)埼玉県 

 

 9. 高松 潔 : 更年期障害に対する漢方療法の有効性の検討-三大漢方婦人薬の無作為投与による効果の比較-, 

産婦科漢方研究会学術集会 プログラム, 15, 2005.(産婦人科漢方研究会学術集会, 東京) 

 

10. 兼子 智, 小林健介(1), 片山昌勅(1), 松田兆史(1), 中川博之, 宮地系典(2), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久,

谷垣伸治, 岡崎雅子, 石川博通(2), 高松 潔 : 細胞外DNAを指標とする造精機能評価に関する基礎的検討, 

第 23 回日本受着学会総会・学術講演会プログラム・講演抄録集, 120, 2005.(第 23 回日本受精着床学会総会・学術

講演会, 大阪市) (1)明薬大・薬,(2)市病・泌尿科 

 

11. 郡山純子(1), 兼子 智, 中川博之, 宮地系典 (2), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 岡崎雅子,

石川博通(2), 高松 潔 : アルカリコメット法では精子DNA損傷を観察できない, 第 23 回日本受着学会総会・学

術講演会プログラム・講演抄録集, 121, 2005.(第 23 回日本受精着床学会総会・学術講演会, 大阪市) (1)栃木県,(2)市

病・泌尿科 
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12. 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) : 腹水内に多数の扁平上

皮癌細胞が認められた卵巣癌の1 例, 日臨細胞会誌 44(補冊 2), 469, 2005.(第 44 回日本臨床細胞学会秋期大会, 

奈良市) (1)市病・臨検 

 

13. 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研究会雑誌, 14, 2005.(第 4

回更年期と加齢のヘルスケア研究会学術講演会, 東京都) 

 

14. 兼子 智, 宮地系典(1), 中川博之, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 下川理世, 畠 憲一 (1),

岡崎雅子, 高松 潔, 丸茂 健(1), 石川博通(1) : ヒト精子核に見いだされる長鎖、短鎖DNA断片観察の最適化, 

千葉リプロダクション研究会学術講演会 プログラム, 2005.(第 6 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 

 

15. 宮地系典(1), 高松 潔, 中川博之, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 下川理世, 畠 憲一 (1),

岡崎雅子, 兼子 智, 丸茂 健(1), 石川博通(1) : 市川総合病院リプロダクションセンターにおける悪性腫瘍治療

前における精子凍結保存の取り組み, 千葉リプロダクション研究会学術講演会 プログラム, 2005.(第 6 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 

 

16. 高松 潔, 中川博之, 宮地系典 (1), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 下川理世, 畠 憲一 (1),

岡崎雅子, 兼子 智, 石川博通(1) : 悪性腫瘍治療前精子凍結, 日不妊会誌 50(4), 189, 2005.(第 50 回日本不妊

学会学術講演会, 熊本市) (1)市病・泌尿科 

 

17. 郡山純子(1), 郡山 智(1), 兼子 智, 石川博通(2), 高松 潔 : キャピラール連続密度勾配法を用いた子宮内人工授

精の臨床成績, 日不妊会誌 50(4), 275, 2005.(第 50 回日本不妊学会学術講演会, 熊本市) 脳科学研 (1)栃木県,(2)

市病・泌尿科 

 

18. 兼子 智, 中川博之, 宮地系典 (1) , 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 岡崎雅子, 高松 潔,

石川博通(1), 郡山純子(2) : ヒト精子中に見いだされる長鎖、短鎖DNA断片の分別観察, 日不妊会誌 50(4), 340, 

2005.(第 50 回日本不妊学会学術講演会, 熊本市) (1)市病・泌尿科,(2)栃木県 

 

19. 小林健介(1), 片山昌勅(1), 松田兆史(1), 兼子 智, 中川博之, 宮地系典(2), 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久,

谷垣伸治, 下川理世, 畠 憲一(2), 岡崎雅子, 高松 潔, 石川博通(2) : 精漿内DNA量を指標とする精巣機能評

価, 日不妊会誌 50(4), 344, 2005.(第 50 回日本不妊学会学術講演会, 熊本市) (1)明薬大・薬,(2)市病・泌尿科 

 

20. 谷垣伸治, 下川理世, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 中川博之, 高松 潔 : 周産期における超音波検査の

実際とピットホール, 市川市産婦人科懇話会 プログラム, 2005.(市川市産婦人科懇話会, 市川市) 

 

21. 兼子 智, 郡山純子(1), 中川博之, 冨永英一郎, 岸 郁子, 北岡芳久, 谷垣伸治, 斎藤 優(2), 高松 潔 : ヒト精子

核DNA中のgiga,mega,kilo-base level断片化の分別観察, 日産婦会誌 58(2), 493, 2006.(第 58 回日本産科婦人科

学会学術講演会, 横浜市) (1)栃木県,(2)平塚市民病院・産 

 

22. 谷垣伸治, 田中 守(1), 樋口隆幸(1), 峰岸一宏(1), 宮越 敬(1), 石本人士(1), 高松 潔, 青木大輔(1),吉村泰典(1) : 高

速度MRIの用いた胎児肺低形成指標と新生児の重症度に関する検討, 日産婦会誌 58(2), 563, 2006.(第58回日

本産科婦人科学会学術講演会, 横浜市) (1)慶大・医・産婦 
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23. Nakagawa,H., Tanabe,K.(1), Hida,N.(2), Okazaki,M., Sho,R.(3), Yoshimura,Y.(4) : AP-1(c-fos,jun-B) plays important 

roles in luteinzation and follicle selection after hCG injection to immature rats (OP3), International Society of 

Gynecol. Endocrinol., 2006.(12th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence,Italy) (1)東京電力病院・産

婦,(2)慶大・医・病理,(3)東京都,(4)慶大・医・産婦 
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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 

助  手 佐竹 良之 眼アレルギー疾患（重症アレルギーにおける好中球の役割） 

 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 

 大本 雅弘 眼表面疾患の治療，角膜移植 

 井之川 宗右 角膜手術 

病院助手 御宮知達也 角膜手術 

 富田真智子 角膜手術 

 内野 裕一 角結膜疾患，人工角膜（角膜移植，再生医療〈角膜実質〉） 

  

2．成果の概要 

1) ドライアイの病因検索とその治療法 

近年増加傾向にあるドライアイを涙液減少型と涙液蒸発亢進型に分類して考え、病態や治療についてタイプ別 

に研究している。蒸発亢進型ドライアイでは眼表面に発現するムチン蛋白の動態が正常と異なる可能性があり、

基礎的研究を行っている。 

また、スティーブンス・ジョンソン症候群や眼類天疱瘡などの重症ドライアイについて、重症度を決める所見 

についてスコア化して評価し、治療に役立てる研究を行っている。 

 

2) 再生角膜の基礎および臨床応 

① 羊膜上培養口腔粘膜上皮の移植への応用 

H15、16年度に羊膜上培養口腔粘膜上皮シートの作成、臨床応用に成功したのを受けて、17年度は培養シー 

トの臨床研究を開始した。 

 東京歯科大眼科においては17年度8例8眼の培養口腔粘膜上皮移植が施行され、高率で培養上皮に生着が認め

られた。組織学的に培養口腔粘膜上皮は角膜上皮に似た形態を持ち、ケラチン3を発現するとともに、口腔粘膜

上皮様の性質も保持していた。現在生着した培養口腔粘膜上皮のバリア機能を中心に調べている。 

 

② 再生上皮に関する基礎的研究 

H17年にマウス角膜由来未熟細胞株を利用し、その細胞の性質を調べ、重層化させることに成功し、上皮細胞 

シートを作成し、輪部機能不全マウス、家兎に対して、移植実験を施行しはじめている。 

 

③ 上皮幹細胞の分離・培養とその応用 

メラノサイトが輪部基底細胞とコンタクトしていることを免疫染色で示し、上皮のニッチとして存在してい 

る可能性を示した。分化角膜上皮のマーカーであるケラチン12は発現せず、ABCG2などの未分化マーカーを発現

していた。これらが未分化で神経細胞などへの多分化能を持つ角膜実質由来の細胞であることも示された。 

 



 

④ ポリマーと羊膜との組み合わせによる移植片の応用 

合成ポリマーであるPVAの上に羊膜を重合させ、その上に上皮細胞を培養したハイブリッド表層人工角膜を作 

成した。動物実験を行った結果、移植後に本人工角膜上に上皮の再生が見られ、組織学的にも再生上皮と人工

角膜との良好な接着が観察された。 

 

3) アレルギー性結膜炎の病因  

これまで他大学と共同でアレルギー性結膜炎の分類を行うのみならず、アレルギー性結膜炎の病態について 

形態学的または免疫学的な検討を行ってきた。特に、重症アレルギー性結膜炎における角膜上皮障害の発生機

序における好酸球の重要性が示唆されている。眼表面から採取した細胞を培養し、アレルギー炎症を提供する

微小環境の役割を、細胞遊走化因子や脂質メディエーターの産生を指標にして現在検討を行っている。 

 

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

島崎 潤 生理的物質を応用したドライマウス治療薬の開発 学術研究高度化推進経費・ハイテク

リサーチセンター経費(第5) 

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 厚生労働科学研究費補助金 

 

4．研究活動の特記すべき事項 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

島崎  潤 2005.10.7 イブニングセミナー：解決SPK・下方

のSPK−ドライアイ− 

第59回日本臨床眼科学会 札幌市 

島崎  潤 2006.1.28 インストラクションコース：羊膜移植

−疾患別治療戦略− 

第29回日本眼科手術学

会総会 

東京 

内野 裕一 2006.1.28 Best Paper Session：重症眼表面疾患

に合併した白内障に対する

microkeratome-assisted PEA 

第29回日本眼科手術学

会総会 

東京 

島崎  潤 2006.2.10 シンポジウム2：瘢痕性結膜疾患（急

性期・瘢痕期を含む） 

第30回角膜カンファラ

ンス、第22回日本角膜

移植学会 

東京 

大本 雅弘 2006.2.10 教育セミナー2：全層角膜移植の基本

操作 

第30回角膜カンファラ

ンス、第22回日本角膜

移植学会 

東京 

 

 



 

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 2005.4.21 結膜弛緩症と翼状片：適応と術式

の選択 

第22回慈恵医大柏病院眼科

症例検討会 

柏市 

島﨑  潤 2005.4.23 ドライアイ診断のポイント 平成17年度福岡県眼科医会

総会講演会 

福岡市 

島﨑  潤 2005.5.20 角膜再生 −現代の再生医療はど

こまで進化しているか− 

長寿アカデミア生涯学習健

康講座 

東京 

島﨑  潤 2005.5.26 角膜の再生と羊膜 藤岡多野医師会学術講演会 藤岡市 

島﨑  潤 2005.9.17 角膜診療クオリティアップ(1) 

診療所で行う角膜検査、処置、手

術のコツ. 開業医のためのドラ

イアイ＆角膜診療クオリティア

ップ 

イブニングセミナー2005 東京 

島﨑  潤 2005.9.25 翼状片と結膜弛緩症：手術の適応

とコツ 

埼玉県眼科教育講演会プロ

グラム 

さいたま市

島﨑  潤 2005.10.22 ドライアイと類縁疾患：診断のポ

イント 

第12回大田区眼科医会・東

邦大学第一眼科合同勉強会 

東京 

島﨑  潤 2005.10.30 最近の角膜移植：上皮から内皮ま

で −層別手術の時代−. 角膜上皮

移植 

第20回千葉県眼科手術懇話

会 

千葉市 

島﨑  潤 2005.12.18 ドライアイとその類縁疾患 第76回香川県眼科集談会 高松市 

島﨑  潤 2006.1.15 どう変わる、ドライアイの診断と

治療 

平成17年度第2回千葉県眼

科医会総会 

千葉市 

島﨑  潤 2006.3.24 角結膜疾患：診断と治療のポイント 群馬県眼科医会学術講演会 前橋市 

川北 哲也 2005.9.11 深層表層角膜移植術後の創口離

開に羊膜移植が奏功した1例 

千葉県眼科集談会 千葉市 

佐竹 良之 2005.7.9 ランチョンセミナー3：アレルギー

牲結膜炎・特に活性酸素について 

フォーサム・イン横浜 横浜市 

佐竹 良之 2005.10.17 アレルギー性結膜炎、その診断と

治療 

第 175 回浦安市医師会学術

講演会 

浦安市 

井之川宗右 

 

2005.11.25 角膜ぶどう腫に対して、強角膜全

層移植を施行した1例 

第24回COST 東京 

川島 素子 2006.3.12 若年者の難治性眼瞼角結膜炎に対

するマクロライド少量投与療法 

千葉県眼科集談会 千葉市 

 



論      文 

 

 1. 石岡みさき(1), 島崎 潤, 榛村重人(2), 谷野富彦(2), 坪田一男(2) : ラタノプロスト点眼が誘因と考えられた角膜移植

後ヘルペス性角膜ぶどう膜炎の一例, 眼科 47(10), 1351～1353, 2005. 原著 (1)両国眼科クリニック,(2)慶大・医・眼 

 

 2. Shimazaki,J., Konomi,K., Shimmura,S.(1), Tsubota,K. : Ocular surface reconstrucction for thermal burns caused by 

fireworks, Cornea 25(2), 139～145, 2006. 原著 (1)市病・角膜センター 

 

解      説 

 

 1. 大本雅弘 : NEW INSTRUMENT 角膜移植用ケラトーム, 眼科手術 18(2), 193～195, 2005. 

 

 2. 島崎 潤 : 再発翼状片―効果的な羊膜の使い方とその適応―, 眼科手術 18(2), 196～197, 2005. 

 

 3. 角 環, 榛村重人(1) : ワンポイントアドバイス：眼瞼縫合, 眼科手術 18(2), 200～201, 2005. (1)慶大・医・眼 

 

 4. 島崎 潤 : 翼状片, 眼科 47(4), 403～408, 2005. 

 

 5. 田 聖花, 島崎 潤 : 翼状片, あたらしい眼科 22(11), 1479～1484, 2005. 

 

 6. 川北哲也, 島崎 潤, 横井則彦(1) : 毛嚢虫眼瞼炎, あたらしい眼科 22(12), 1635～1636, 2005. (1)京都府大・医・眼 

 

 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(1), 15～18, 2006. (1)慶大・医・眼 

 

 8. 川島素子, 島崎 潤 : 薬剤毒性-点眼薬および全身薬による毒性-, あたらしい眼科 23(3), 291～295, 2006. 

 

 9. 内野裕一, 榛村重人(1) : 再発性角膜上皮びらん, あたらしい眼科 23(3), 319～322, 2006. (1)慶大・医・眼 

 

単行図書 

 

 1. 田 聖花(a),島崎 潤(a),川島素子(b),佐竹良之(c),(d): 著分担 :眼科プラクティス 3 オキュラーサーフェスのすべて 

(a)MGD 疾患 84～86 頁,(b)角膜異物・障害（紫外線による角膜障害―雪眼・鉄片処理） 206～210 頁,(c)自己輪

部移植 280～284 頁,(d)他家輪部移植 285～289 頁, 文光堂, 東京, 2005. 

 

 2. 田 聖花(a): 著分担 :眼科プラクティス 4 眼科所見の捉え方と描き方 (a)マイボグラフィー 19 頁, 文光堂, 東京, 

2005. 

 

 3. 島崎 潤(a): 著分担 :すぐに役立つ眼科診療の知識 角膜・結膜・眼瞼・涙器 (a)エキシマレーザー 133～142 頁, 

金原出版, 東京, 2005. 

 

 4. 田 聖花(a),島崎 潤(a): 著分担 :眼科インストラクションコース 6 眼感染症ケース別まるごとマスター (a)一般外来 

眼瞼炎 meibom 腺炎 34～39 頁, メジカルビュー社, 東京, 2006. 

 

 

 

  



その他 

 

 1. 冨田真智子, 榛村重人(1) : 白内障手術時のDescemet膜剥離の対処法について教えてください, あたらしい眼科 

22(臨時増刊号), 200～203, 2006. (1)慶大・医・眼 

 

学会抄録 

 

 1. Den,S. : Cataract surgery following deep lamellar keratoplasty; case-controlled comparison with penetrating 

keratoplasty, WCCV Preview Program, 9, 2005.(5th World Cornea Congress , Washington DC, U.S.A.) 

 

 2. Shimazaki,J., Higa,K., Aiba,M., Itabashi,Y.(1), Fukuda,K.(1), Tsubota,K., Shimmura,S.(2) : Comparison of cultivated 

limbal epithelial sheets with and without substrates, ARVO Program Summary Book, 36, 2005.(The Association for 

Research in Vision and Ophthalmology 2005, Fort Lauderdale, U.S.A.) (1)慶大・医・再生医学,(2)市病・角膜センター 

 

 3. Tomita,M., Shimmura,S.(1), Sumi,T., Tsubota,K.(2), Shimazaki,J. : Dacryoadenitis associated with acanthamoeba 

keratitis, ARVO Program Summary Book, 114, 2005.(The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2005, 

Fort Lauderdale, U.S.A.) (1)市病・角膜センター,(2)慶大・医・眼 

 

 4. Omoto,M., Shimmura,S.(1), Tsubota,K.(2), Shimazaki,J. : Microkeratome-assisted endothelial lamellar karatoplasty, 

ARVO Program Summary Book, 117, 2005.(The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2005, Fort 

Lauderdale, U.S.A.) (1)市病・角膜センター,(2)慶大・医・眼 

 

 5. Kawashima,M., Den,S., Onguchi,T., Omoto,M., Shimmura,S.(1), Shimazaki,J. : Retrospective analysis of deep 

lamellar keratoplasty for corneal dystrophies , ARVO Program Summary Book, 212, 2005.(The Association for 

Research in Vision and Ophthalmology 2005, Fort Lauderdale, U.S.A.) (1)市病・角膜センター 

 

 6. Uchino,Y., Miyashita,H., Shimmura,S.(1), Kobayashi,H.(2), Shimazaki,J., Tsubota,K.(3) : Amniotic membrane-poly 

(vinyl alcohol) hybrid polymer as an artificial cornea scaffold , ARVO Program Summary Book, 214, 2005.(The 

Association for Research in Vision and Ophthalmology 2005, Fort Lauderdale, U.S.A.) (1)市病・角膜センター,(2)茨城県,   

(3)慶大・医・眼 

 

 7. Satake,Y., Aiba,M., Dogru,M.(1), Sumi,T., Tomita,M., Higa,K., Shimmura,S.(2), Tsubota,K.(1), Shimazaki,J. : Barrier 

function and epithelial phenotype following cultivated oral mucosal eptithelial trasplantation, ARVO Program 

Summary Book, 214, 2005.(The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2005, Fort Lauderdale, U.S.A.)   

(1)慶大・医・眼,(2)市病・角膜センター 

 

 8. 川北哲也, 角 環, 島崎 潤 : 深層表層角膜移植術後の創口離開に羊膜移植が奏功した 1 例, 第 246 回千葉眼

科集談会プログラム, 3, 2005.(第 246 回千葉眼科集談会, 千葉市) 

 

 9. 島崎 潤, 川島素子 : 強角膜移植を要した淋菌性角膜潰瘍穿孔の 1 例, 第 246 回千葉眼科集談会プログラム, 3, 

2005.(第 246 回千葉眼科集談会, 千葉市) 

 

10. 田 聖花, 榛村重人(1), 坪田一男(1), 島崎 潤 : 深層表層角膜移植術後の白内障手術-全層角膜移植と比較して, 

第 59 回日本臨床眼科学会抄録集, 223, 2005.(第 59 回日本臨床眼科学会, 札幌市) (1)慶大・医・眼 

 

  



11. 川島素子, 佐竹良之, 角 環, 榛村重人(1), 坪田一男(1), 島崎 潤 : 輪部機能不全症例に対する培養上皮移植

後の二期的角膜移植術の経過, 第 59 回日本臨床眼科学会抄録集, 224, 2005.(第 59 回日本臨床眼科学会, 札幌

市) (1)慶大・医・眼 

 

12. 内野裕一, 高橋慎一 (1), 佐竹良之, 田 聖花, 川島素子, 大本雅弘, 御宮知達也, 井之川宗右, 冨 田

真智子, 角 環, 島崎 潤 : γ-グロブリン大量療法および培養口腔粘膜上皮移植を施行した急性期眼類天疱

瘡の 1 例, 第 59 回日本臨床眼科学会抄録集, 225, 2005.(第 59 回日本臨床眼科学会, 札幌市) (1)市病・皮膚科 

 

13. 御宮知達也, 田 聖花, 島崎 潤 : 深層表層角膜移植術(DLKP)後に抜糸により創口の離解を生じた 5 例の検討, 

第 59 回日本臨床眼科学会抄録集, 330, 2005.(第 59 回日本臨床眼科学会, 札幌市) 

 

14. 冨田真智子, 榛村重人(1), 大本雅弘, 御宮知達也, 坪田一男(1), 島崎 潤 : 初心術者とベテラン術者による全層

角膜移植の術後成績の比較, 第59回日本臨床眼科学会, 330, 2005.(第59 回日本臨床眼科学会, 札幌市) (1)慶大・

医・眼 

 

15. 石岡みさき, 八木幸子, 島崎 潤, 坪田一男(1) : 徐放型ベータブロッカーが眼表面に与える影響, 第 59 回日本臨

床眼科学会抄録集, 376, 2005.(第 59 回日本臨床眼科学会, 札幌市) (1)慶大・医・眼 

 

16. 井之川宗右, 八木幸子, 島崎 潤 : 角膜移植後の長期抗菌薬点眼投与による結膜嚢常在菌の変化, 第 30 回角

膜カンファランス, 第 22 回日本角膜移植学会プログラム・抄録集, 71, 2006.(第 30 回角膜カンファランス, 第 22 回日

本角膜移植学会, 東京) 

 

17. 川北哲也, S.Tseng(1), 榛村重人(2), 坪田一男(2), 島崎 潤 : Keratocyteの無血清培養による表現型維持のメカニズ

ムの考察, 第 30 回角膜カンファランス, 第 22 回日本角膜移植学会プログラム・抄録集, 76, 2006.(第 30 回角膜カ

ンファランス, 第 22 回日本角膜移植学会, 東京) (1)Ocular Surface Center，USA,(2)慶大・医・眼 

 

18. 佐竹良之, 比嘉一成, 川島素子, 大本雅弘, 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 30 回角膜カンファランス, 第 22 回日本角膜移植学会プログラム・抄録集, 77, 

2006.(第 30 回角膜カンファランス, 第 22 回日本角膜移植学会, 東京) (1)慶大・医・眼 

 

  



12．耳 鼻 咽 喉 科 

 

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 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） 

 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） 

  

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 

手術症例、内視鏡下鼻内手術による眼窩底骨折整復術および好酸急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） 

多系統萎縮症（以下MSAと略す）は声門レベルでの吸気性狭窄を起こし、突然死の原因となることが指摘 

されている。我々は MSA に対し、睡眠導入下喉頭ファイバー検査、多点咽頭食道内圧検査を用いた夜間 PSG

検査を行い、狭窄部位診断、治療の選択に役立てている。今回当院で経験したMSA3症例での検査内容、治療、

予後などについて報告を行った。 

 

3) 聴覚、嗅覚に対する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。 

嗅覚に関しては嗅覚刺激装置の改良を行っており、今後嗅覚中枢の同定が行える事を期待している。 

 

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

大櫛 哲史 MEGを用いた嗅覚中枢の同定 学術研究高度化推進経費 ハイテク・リサーチ・センター経

費(第6) 
 



解      説 

 

 1. 中島庸也, 葉山貴司 : チューブ留置耳の感染にどう対処すべきか? チューブからの点耳を重視する立場から, 

JOHNS 21(11), 1591～1594, 2005. 

 

学会抄録 

 

 1. 長友真理子, 浅香大也, 葉山貴司, 中島庸也 : 当院における睡眠時無呼吸症候群への取り組み, 日耳鼻会報 

108(5), 604～605, 2005.(日本耳鼻咽喉科学会千葉県地方部会, 千葉市) 

 

  



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 自己免疫水疱症の臨床的研究（Ａ99-0710-1） 

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

cornified envelopeの形成（Ａ00-0710-2） 

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 

  

2．成果の概要 

1) 自己免疫水疱症の臨床的研究（Ａ99-0710-1） 

Pyodermatitis-pyostomatitis vegetans の稀な１例を経験した。鑑別診断として、増殖性天疱瘡やIgA天 

疱瘡などが考えられたが、好酸球を主体とする上皮下膿疱、免疫組織化学検査、自己抗体の検索から鑑別でき

ることが判明した。本例ではDDS（サルファ剤）が有用であるのも特徴で、また炎症性腸疾患の合併が高率で

あることから、独立した疾患と考えられる。自検例では病変部皮膚の表皮細胞間にIgAの沈着がわずかに認め

られたが、この病態における意義はいまだ不明である。通常のIgA天疱瘡の沈着パターンとは異なっており、

非特異的な沈着と考えた。しかし、まったく同様の臨床像を呈し、デスモグレインに対するIgA抗体が検出さ

れる症例も報告されていることより、天疱瘡の特殊型の可能性は未だ完全には否定できない。今後同様症例で

の詳細な自己抗体検索が望まれる。 

皮膚診療 27(Suppl)，27～30, 2005. 

 

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。 

Clin Exp Dermatol 30(4)，429～431，2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3)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) 

 

4）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。 

日本皮膚科学会第805回東京地方会プログラム 4, 2006. 

  

3．科研費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

高橋 慎一 歯科用金属パッチテストの紅斑指数と角質水分量による

客観的評価 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

 

 



論      文 

 

 1. 岡村泰斗(1), 河合毅師(1), 浮地賢一郎(1), 森本光明(1), 山根源之(1), 高橋慎一, 福島大平(1) : 亜鉛によるアレルギ

ー性口内炎の診断におけるリンパ球幼若化試験の有用性について, 日口腔粘膜会誌 11(1), 25～29, 2005. 症

例 A-96-0710-2 (1)市病・オーラルメディシン 

 

 2. 高橋慎一, 川島淳子, 森本光明(1), 山根源之(1), 松尾聿朗(2) : Pyodermatitis-pyostomatitis vegetans, 皮病診療 

27(Suppl), 27～30, 2005. 症例 (1)市病・オーラルメディシン,(2)帝京大市原・皮 

 

 3. Kawashima,J., Akiyama,M.(1), Takizawa,Y.(2), Takahashi,S., Matsuo,I.(3), Shimizu,H.(1) : Structural, enzymatic and 

molecular studies in a series of nonbullous congenital ichtyosiform erythroderma patients, Clin Exp Dermatol 

30(4), 429～431, 2005. 原著 A-00-0710-2 (1)北大・医・皮,(2)慶大・医・皮,(3)帝京大市原・皮 

 

 4. 川島淳子, 松川なつみ, 高橋慎一 : 播種状再発を示した血管拡張性肉芽腫, 臨皮 59(11), 1101～1103, 2005. 

原著 

 

その他 

 

 1. 波利井清紀(1), 百澤  明(1), 川島淳子, 常深裕一郎(2) : 塗るコラーゲン・ヒアルロン酸, ロハス・メディカル 6(3), 29, 

2006. (1)杏林大・医・形成,(2)東大・医・皮 

 

学会抄録 

 

 1. 新澤恭子, 川島淳子, 高橋慎一, 高槻 覚(1), 半澤京子(2), 鈴木勝也(3) : 結節性紅斑様皮疹の先行した再発性多

発性軟骨炎の1 例, 日皮会誌 115(3), 491, 2005.(第 104 回日本皮膚科学会総会, 横浜市) (1)千葉県,(2)市病・内科,(3)

埼玉医大・医療セ・第２内科 

 

2. 森本光明(1), 浮地賢一郎(1), 岡村泰斗(1), 高田篤史(1), 佐藤一道(1), 森崎重規(1), 蔵本千夏(1), 小澤靖弘(1),

山根源之(1), 高橋慎一, 福島大平(1) : パラジウムアレルギー診断におけるリンパ球幼若化試験の有用性, 日口

腔科会誌 54(4), 528, 2005.(第 59 回日本口腔科学会総会, 徳島市) A96-0710-2 (1)市病・オーラルメディシン 

 

3. 蔵本千夏 (1), 岡村泰斗 (1), 佐藤一道 (1), 木津康博 (1), 小澤靖弘 (1), 森本光明 (1), 外木守雄 (1), 山根源之 (1),

田中陽一(2), 高橋慎一 : 増殖性化膿性口内炎の 1 例, 日口粘膜会誌 11(2), 88, 2005.(第 15 回日本口腔粘膜学

会総会・学術大会, 熊本市) A99-0710-1 (1)市病・オーラルメディシン,(2)市病・臨検 

 

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

高橋慎一, 鈴木勝也(3), 森下鉄夫(2) : 急性腹症として発症したSchonlein-Henoch紫斑病の一成人例, 日腹部

救急医会誌 26(2), 357, 2006.(第 42 回日本腹部救急医学会総会, 東京) (1)市病・消化器科,(2)市病・内科,(3)埼玉医大・

内科 

 

  



14．泌 尿 器 科 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 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。 

Arch Androl 46(2), 127～34, 2001. 

 

 

 

 

 



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 辰野 聡 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 

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25例，食道癌12例，婦人科腫瘍32例，乳癌1例，転移性腫瘍1例、のべ231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

リケターの2例も良好な結果を示している。 

日ハイパーサーミア会誌21(4), 237～245, 2005. 

 

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2年および3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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



4）早期関節リウマチのMRI診断 
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。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
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16．麻 酔 科 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

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（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 

 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。 



論      文 

 

 1. 小板橋俊哉 : 硬膜外穿刺中のミダゾラムによる鎮静の是非について, 臨麻 29(7), 1193～1194, 2005. 原著 

 

 2. 小板橋俊哉 : β遮断薬のすすめ.5.副作用・禁忌, 臨麻 29(9), 1458～1464, 2005. 原著 

 

 3. 小板橋俊哉, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治 : 中鎖脂肪酸トリグリセリド含有プロポフォールによる注入時血管

痛の発現頻度,強度に及ぼす年齢の影響, 臨麻 29(10), 1599～1603, 2005. 原著 

 

 4. 小板橋俊哉, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治 : ミダゾラムの前投与は,中鎖脂肪酸トリグリセリド含有プロポフォー

ルによる注入時血管痛の記憶を完全に消失させる, 臨麻 29(11), 1761～1764, 2005. 原著 

 

 5. 小板橋俊哉 : 機器・設備管理部会による人工呼吸器チェックリスト, 患者安全推進ジャーナル 12, 46～55, 2006. 

原著 

 

プロシーディングス 

 

 1. 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : プロポフォール注入時痛の記憶に及ぼす少量ミダゾラムの影響, 

日麻薬誌 17(1), 38～39, 2005.(日本麻酔・薬理学会第 26 回大会, 横浜市) 

 

 2. 大内貴志, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 自発呼吸回数によってフェンタニルの投与量を調節した空気－

酸素－セボフルラン麻酔., 日麻薬誌 17(1), 53～54, 2005.(日本麻酔・薬理学会第 26 回大会, 横浜市) 

 

学会抄録 

 

 1. 小板橋俊哉 : 周術期の BIS モニタリング, 臨床モニター 16(38), 25, 2005.(第 16 回日本臨床モニター学会, 東京) 

 

 2. 梅村直治, 金井昭文(1) : アナペインとオピオイドのより良い組み合わせを目指して, J Anesth 19 (Suppl), 67, 

2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術集会, 神戸市) (1)北里大・医・麻酔 

 

 3. 小板橋俊哉 : プロポフォール麻酔中の脳波に亜酸化窒素が及ぼす影響－エントロピーと BIS の比較－, J Anesth 

19 (Suppl), 69, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術集会, 神戸市) 

 

 4. 小板橋俊哉, 村上史高(1) : 医療用ガスボンベに関する(財)日本医療機能評価機構患者安全推進協議会 アンケ

ート調査, J Anesth 19 (Suppl), 77, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術集会, 神戸市) (1)岡山旭東病院 麻酔科 

 

 5. 大内貴志, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 鎮痛作用,及び副作用の面から見た亜酸化窒素の有無の比較, 

J Anesth 19 (Suppl), 96, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術大会, 神戸市) 

 

 6. 森崎重規(1), 小澤靖弘(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 小板橋俊哉 : 顎変形症に対するフェンタニルIVPCAによる

術後鎮痛管理, J Anesth 19 (Suppl), 114, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術大会, 神戸市) (1)市病・オーラルメディシ

ン 

 

 7. 小板橋俊哉, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治 : 中鎖脂肪酸含有プロポフォール注入時痛の発現頻度と年齢の

関係, J Anesth 19 (Suppl), 158, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術大会, 神戸市) 

  



 8. 小板橋俊哉, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治 : 中鎖脂肪酸含有プロポフォール注入時痛の記憶に及ぼすミダゾ

ラムの影響, J Anesth 19 (Suppl), 159, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術集会, 神戸市) 

 

 9. 大内貴志, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 下肢骨折受傷早期のD-dimer値は,術前の深部静脈血栓症のス

クリーニングに適しているか?, J Anesth 19 (Suppl), 175, 2005.(日本麻酔科学会第 52 回学術集会, 神戸市) 

 

10. 大内貴志, 印南靖志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 肺血栓塞栓症予防ガイドライン導入 1 年後の検証, 第 14 回日本

集中治療医学会関東甲信越地方会プログラム抄録集 14, 75, 2005.(第 14 回日本集中治療医学会関東甲信越地方

会, 東京) 

 

11. 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 胸郭出口症候群の血流評価に PAV が有用であった一症例,  

日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 45 回合同学術集会抄録集 45, 71, 2005.(日本麻酔科学会東京・関東甲

信越支部第 45 回合同学術集会, 東京) 

 

12. 佐藤幸男, 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 脳動脈瘤クリッピング術前より投与されていたジルチ

アゼムにより,麻酔導入後に完全房室ブロックをきたした一例, 日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 45 回

合同学術集会抄録集 45, 90, 2005.(日本麻酔科学会東京・関東甲信越支部第 45 回合同学術集会, 東京) 

 

13. 小板橋俊哉 : プロポフォール注入時血管痛の現状,及びその対策としての血管痛記憶の消失, 第 51 回日本麻酔

科学会関西地方会抄録集 51, 2005.(第 51 回日本麻酔科学会関西地方会, 大津市) 

 

14. 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : Relative Perfusion Index(PIr) は脊髄くも膜下麻酔の効果を反映

している可能性がある, 日臨麻会誌 25(6), S343, 2005.(日本臨床麻酔学会第 25 回大会, 大阪市) 

 

15. Koitabashi,T., Innami,Y., Oouchi,T., Umemura,N. : Appropriate midazolam dose required to reduce propofol 

injection pain recall in younger patients, Anesthesiology 103, A794, 2005.(American Society of Anesthesiologists 2005 

Annual Meeting, Atlanta, USA) 

 

16. Koitabashi,T., Innami,Y., Oouchi,T., Umemura,N. : A low BISTM value at awakening following electroconvulsive 

therapy (ECT) continues until the recovery from strong amnesia caused by ECT, Anesthesiology 103, A872, 

2005.(American Society of Anesthesiologists 2005 Annual Meeting, Atlanta, USA) 

 

17. Morisaki,S.(1), Yamane,G.(1), Tonogi,M.(1), Ozawa,Y.(1), Koitabashi,T. : The efficacy of continuous subcutaneous 

butorphanol administration on postoperative analgesia in patients undergoing jaw deformities surgery, 

Anesthesiology 103(Supple), A955, 2005.(American Society of Anesthesiologists 2005 Annual Meeting, Atlanta, USA)  

(1)市病・オーラルメディシン 

 

18. 印南靖志, 大内貴志, 梅村直治, 小板橋俊哉 : 東京歯科大学市川総合病院集中治療室の現状と展望, 歯科学

報 105(5), 510, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 

 

19. 梅村直治, 印南靖志, 大内貴志, 小板橋俊哉 : エアドライヤー故障による麻酔器トラブル事例, 日本医療ガス学

会第 9 回学術大会総会プログラム・抄録集, 34, 2005.(日本医療ガス学会第 9 回学術大会, 東京) 

 

20. 小板橋俊哉, 大内貴志, 梅村直治, 印南靖志 : ICU における BIS モニター使用に関するアンケート調査, 日集中

医誌 13(Suppl), 196, 2006.(第 33 回日本集中治療医学会学術集会, 大阪市) 

  



21. Koitabashi,T., Innami,Y., Oouchi,T., Umemura,N. : The Entropy indices can detect the EEG slowing effect caused 

by N2O., Anesth Analg 102(Suppl), S178, 2006.( International Anesthesia Research Society 80th Clinical and Scientific 

Congress, San Francisco, USA) 

 

  



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 （臨床精神医学） 

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） 

アルツハイマー型認知症と前頭側頭葉変性症のサブタイプである意味認知症との間において、意味記憶障 

害構造の違いがより明確に抽出されるように、当研究室で作成した意味記憶障害検査（慶應医学 77，185～199，

2000.）の修正作業を行っている。 

 



論      文 

 

 1. 吉野文浩, 鹿島晴雄(1) : 進行性失語, 老年精医誌 16(9), 1026～1032, 2005. 総説 (1)慶大・医・精神神経科 

 

 2. Kato,Y.(1), Muramatsu,T.(1), Kato,M.(1), Shibukawa,Y.(2), Shintani,M.(3), Yoshino,F. : Cortical reorganization and 

somatic delusional psychosis:a magnetoencephalographic study, Psychiatry Res 146(1), 91～95, 2006. 症例   

(1)慶大・医・精神神経科,(2)生理,(3)脳科学研究施設 

 

単行図書 

 

 1. 吉野文浩(a),(b),(c),(d): 著分担 :ナースの精神医学(改訂 2 版) (a)意識障害 46～48 頁,(b)知能の障害 48～50

頁,(c)記憶の障害 51～52 頁,(d)病識の障害 52～54 頁, 中外医学社, 東京, 2005. 

 

2. 大川原浩, 大江康雄(1), 小川弘美(2), 鹿島晴雄(3), 加藤元一郎(3), 坂村 雄(4), 佐久間 啓(5), 重盛憲司(1),

斎藤寿昭(6), 斎藤文恵(3), 道関京子(7), 橋詰玲子(3), 半田貴士(8), 前田貴記(3), 水野雅文(3), 三村 將 (9),

村松太郎(3), 村松美映子(10), 山田耕一(11), 吉益晴夫(12), 吉野文浩 : 共訳 :レザック神経心理学的検査集成 , 

創造出版, 東京, 2005. (1)東京都,(2)江戸川病院高砂分院,(3)慶大・医・精神神経科,(4)東京電力病院,(5)あさかホスピタ

ル,(6)都立大塚病院,(7)東京慈恵医大,(8)済生会中央病院,(9)昭和大・医・精神科,(10)学習院大,(11)神奈川県,(12)昭和大学

横浜市北部病院 

 

  



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・小児がんの発症機序と増殖・分化調節機構の解明 

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 

(Ａ97-0780-2) 

 

2．成果の概要 

1) 小児がん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り、これらの腫瘍発生 

機序の解明は、将来の新しいがん治療法の開発に貢献する可能性が期待される。ダウン症児の新生児期には、

急性巨核芽球性白血病の血液像を示すも無治療にて数カ月以内に自然治癒する疾患があり、一過性骨髄増殖症 

(Transient myeloproliferative disorder; TMD) などと呼ばれる。この疾患は胎児期の肝臓にて発症する特

殊な白血病と考えられており、その自然治癒の機序は生後に肝造血から骨髄造血に移行することに関係する可

能性が考えられる。またTMD 細胞は多系統の血球への分化能を有することが報告されており、TMD細胞の分化

が自然治癒に関係する可能性も考えられる。TMDの自然治癒に関するこれらの可能性をin vitroの実験系に

て検討するため、TMD細胞の増殖・分化に及ぼす造血微小環境を構成する間質細胞の影響を両者の共培養によ

り解析し、TMD細胞に対する各種造血因子の作用を液体浮遊培養ならびにコロニー培養法を用いて解析した。

TMD芽球の増殖・分化に及ぼす各種造血因子による作用の違いが明瞭に認められ、造血微小環境を構成する細

胞もTMDの芽球増殖に影響を及ぼすことが示された。TMD芽球の増殖・分化に及ぼす胎児肝と骨髄間質細胞の

影響の差異を現在解析中である。 

 

2)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）は学会 

ホームページに発表された後、平成17年3月に日本口腔腫瘍学会誌17巻1号13-85頁に掲載された。その後

逐次改訂作業が行われ、現在第3者的な委員会による内容の検証が行われている。現在は舌癌治療ガイドライ

ンWGと協同作業を行っている。また18年2月から下顎歯肉癌取扱い指針WGが発足し、平行して準備が進め

られている。口腔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内で現在検討され、昨年発表され

たpreliminaryの大幅な見直しが行われている。いずれも委員として参加し、新たな評価法基準を作成中であ

る。また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を収

集中である。 

 

 

 

 

 

 

 



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 

文科省科研費・萌芽研究 

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 

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．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 2005.10.29 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慢性

骨髄単球性白血病 

第 8 回千葉県北西部病

理細胞診研究会総会 

船橋市 

 



論      文 

 

 1. Mizutari,K.(1), Naganishi,H.(1), Tanaka,Y. : Oncocytic carcinoma in the submandibular gland: Report of a case based 

on anti-mitochondrial immunohistochemical observasons, Auris Nasus Larynx 32, 305～308, 2005. 症例 (1)国立

栃木病院・耳鼻科 

 

 2. 佐藤一道(1), 外木守雄(1), 渡邊 裕(1), ・本千夏(1), 田中陽一, 山根源之(1) : シスプラチン、カフェイン併用化学療

法が奏功した翼口蓋窩に発生した進展横紋筋肉腫の 1 例, 日口腔外会誌 51(4), 192～195, 2005. 症例     

(1)市病・オーラルメディシン 

 

3. Yokoyama,A.(1), Omori,T.(2), Yokoyama,T.(3), Tanaka,Y., Mizukammi,T.(1), Matsushita,S.(1), Higuchi,S.(1), 

Takahasi,H.(1), Maruyama,K.(1), Ishii,H.(1), Hibi,T.(4) : Esophageal melanosis, an endoscopic findings associated 

with squamous cell neoplasms of upper aerodigestive tract, and inactive aldehyde dehydrogenase-2 in alcoholic 

Japanese men, J Gastroenterol 40, 676～684, 2005. 原著 (1)国立久里浜アルコールセンター,(2)川崎市立病院,(3)国立

保健医療科学院,(4)慶大・医・内科 

 

 4. Tsuchida,Y.(1), Miyauchi,J., Kuroiwa,M.(1), Suzuki,N.(1), Sakamoto,J.(1), Suzuki,M.(1), Shitara,T.(1) : Histologic survey 

of neuroblastomas after intensive induction chemotherapy, Pediatr Blood Cancer 45, 656～662, 2005. 原著   

(1)群馬県立小児医療センター 

 

 5. 国仲伸男(1), 高松 潔(2), 柿島裕樹(1), 中村宏紀(1), 佐合治彦(1), 北川道弘(1), 松岡健太郎(1), 宮内 潤 : 境界悪

性の卵巣腫瘍と子宮頚部悪性腺腫を合併したPeutz-Jeghers症候群の 1 例, 検査医学 54, 1077～1082, 2005. 

症例 (1)国立成育医療センター,(2)市病・産婦人科 

 

6. Tanaka,K.(1), Honna,T.(1), Kitano,Y.(1), Kuroda,T.(1), Tanaka,K.(1), Morikawa,N.(1), Matsuda,H.(1), Kawashima,N.(1), 

Matsuoka,K.(2), Miyauchi,J. : Combined fibrolamellar carcinoma and cholangiocarcinoma exhibiting biphenotypic 

antigen expression: A case report, J Clin Pathol 58, 884～887, 2005. 原著 (1)国立成育医療センター・外科,(2)国立

成育医療センター・病理 

 

 7. 宮下英高(1), 谷郷 香(1), 臼田 慎(1), 中川種昭(1), 朝波惣一郎(1), 田中陽一 : 三叉神経痛の原因として疑われた

下顎切痕部の異所性埋伏歯の 1 例, 日口腔外会誌 52(3), 207～210, 2006. 症例 (1)慶大・医・口外 

 

解      説 

 

 1. 田中陽一 : 頭頚部腫瘍の病理診断 口腔に発生する上皮性異形成と上皮内癌の鑑別診断, 病理と臨 23(11), 

1180～1185, 2005. 

 

単行図書 

 

 1. 田島義文(1), 田中陽一: 共著 :病理・口腔病理サブノート、知識と整理のポイントチェック , 永末書店, 東京, 2005. 

(1)明海大・歯・病態診断治療学 

 

  



 2. 秦 順一(1), 藤本純一郎(1), 浜崎 豊(2), 堀江 弘(3), 北條 洋(4), 石田 剛(5), 小林庸次(6), 宮内 潤,   

森川征彦(7), 中川温子(1), 中山雅弘(8), 田中祐吉(9), 恒吉正澄(10), 横山繁昭(11) : 共著 :小児腫瘍組織カラーア

トラス(第 3 巻)：骨軟部腫瘍 , 金原出版, 東京, 2005. (1)国立成育医療センター,(2)静岡県立こども病院,(3)千葉県こど

も病院,(4)福島医大,(5)東京医大,(6)大阪市立総合医療センター,(7)都立清瀬小児病院,(8)大阪府立母子保健総合医療センタ

ー,(9)神奈川県立こども医療センター,(10)九大・医・病理,(11)北海道立小児総合保険センター 

 

 3. 高木 實(1)監修, 栁澤孝彰(2)(a), 見明康雄(2)(b),澤田 隆(2)(c),田中陽一(d-f): 著分担 :口腔病理アトラス (第 2 版) 

(a)歯牙硬組織の病変 1～30 頁,(b)齲蝕 31～52 頁,(c)歯髄および根尖歯周組織の病変 53～72 頁,(d)全身疾

患に伴う口腔病変：貧血 316 頁,(e)顆粒球減少症 317 頁,(f)血小板異常による出血性素因 318 頁,(g)骨髄腫・

髄外性形質細胞腫 321 頁,(h)臓器移植に伴う口腔病変 323 頁,(i)口腔転移腫瘍 333 頁, 文光堂, 東京, 2006. 

(1)東医歯大・歯,(2)超微構造 

 

プロシーディングス 

 

1. Okazaki,Y.(1), Watanabe,S.(1), Yoshida,K.(1), Sato,K.(1), Morisaki,S.(1), Watanabe,Y.(1), Ozawa,Y.(1), Morimoto,M.(1), 

Tonogi,M.(1), Tanaka,Y., Yamane,G.(1) : An examination procedure for tje margin of the resected specimen in 

T1,T2 carcinoma, Proceeding of the 5th Congress of the International College for Maxillo-Facial-Surgery, 158

～159, 2005.(5th Congress of the International College for Maxillo-Facial-Surgery, Maebashi) (1)市病・オーラルメディシン 

 

学会抄録 

 

 1. 冨永英一郎(1), 北岡芳久(1), 高松 潔(1), 福田雅美, 宜保一夫, 田中陽一, 宮内 潤 : 当院における子宮腔内細

胞診疑陽性・陽性症例の検討, 日臨細胞会誌 44(補冊 1), 200, 2005.(第 46 回 日本臨床細胞学会, 福岡市) (1)市

病・産婦人科 

 

2. 谷郷 香 (1), 高田聖子 (1), 臼田 慎 (1), 金納理絵 (1), 木村美那 (1), 岡田 豊 (1), 中川種昭 (1), 朝波惣一郎 (1),

田中陽一, 向井萬起男(2) : 当科における唾液腺腫瘍の臨床的検討, 日口腔科会誌 54(4), 568, 2005.(第 58 回

日本口腔科学会総会, 徳島市) (1)慶大・医・口外,(2)慶大・医・病理診断 

 

 3. 出雲俊之(1), 田中陽一 : 舌扁平上皮内腫瘍(SIN)の臨床病理, 日病理会誌 94(1), 205, 2005.(第 94 回日本病理学

会総会, 横浜市) (1)埼玉がんセンター病理科 

 

 4. 佐藤一道(1), 渡邊伸也(1), 岡崎雄一郎(1), 森本光明(1), 山根源之(1), 田中陽一 : Oral cytology in patients with 

necrotizing sialometaplasia, Abstracts of the The 2005 AAOM and AAOP, 203, 2005.(The 2005 Joint Meeting of 

American Academy of Oral Medicine and of Orofacial Pain, Arizona, USA) (1)市病・オーラルメディシン 

 

 5. 渡邊伸也(1), 吉田恭子(1), 佐藤一道(1), 岡崎雄一郎(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一 : A genetic 

examination in malignant potential of oral pre-cancerous , Abstracts of the The 2005 Joint Meeting of AAOM and 

AAOP, 204, 2005.(The 2005 Joint Meeting of American Academy of Oral Medicine and of Orofacial Pain, Arizona USA) (1)

市病・オーラルメディシン 

 

 6. 出雲俊之(1), 田中陽一 : 舌粘膜Tis癌の外科病理, 頭頸部癌 31(2), 231, 2005.(第 29 回日本頭頸部癌学会, 東京) 

(1)埼玉がんセンター病理科 

 

  



7. 丸山靖史(1), 安藤智博(1), 桑澤隆補(1), 扇内秀樹(1), 朝波惣一郎(2), 高森康次(2), 村岡 渡(2), 千葉博茂(3),

里見貴史(3), 渡辺正人(3), 松田憲一(3), 山根源之(4), 外木守雄(4), 小澤靖弘(4), 田中陽一 : 口腔癌に対する

Nedaplatin(CDGP)とTS-1 併用療法の検討, 頭頸部癌 31(2), 236, 2005.(第 29 回日本頭頚部癌学会, 東京) (1)東京

女子医大・医・歯科口腔外科,(2)慶大・医・歯科口腔外科,(3)東京医大・医・口腔外科,(4)市病・オーラルメディシン 

 

 8. 高森康次(1), 村岡 渡(1), 大塚友乃(1), 川奈裕正(1), 岩淵博史(2), 内山公男(2), 朝波惣一郎(1), 田中陽一 : N0 舌癌

の予後に関する臨床病理学的検討-癌の進展形式との関連について, 頭頸部癌 31(2), 287, 2005.(第 29 回日本

頭頚部癌学会, 東京) (1)慶大・医・歯科口腔外科,(2)国立栃木病院・歯科口腔外科 

 

9. 村上 聡 (1) , 成瀬晋一 (1) , 國分克寿 (1) , 鏡 明展 (1) , 佐藤大輔 (1) , 国分栄仁 (1) , 小池吉彦 (1) , 松坂賢一 (1) ,

田中陽一, 笠原清弘(2), 柴原孝彦(2), 佐野 司(3), 井上 孝(1) : 顎関節部に生じた病変, プログラム・抄録集, 31, 

2005.(第 16 回日本口腔病理学会総会・学術大会, 盛岡市) (1)臨検査,(2)口外,(3)歯放 

 

10. 佐藤一道 (1) , 田中陽一, 岡崎雄一郎 (1) , 森本光明 (1) , 外木守雄 (1) , 山根源之 (1) , 宜保一夫, 福田雅美,

荒井義雄, 宮内 潤 : 悪性腫瘍と誤りやすい口腔疾患の細胞像, 日臨細胞会誌 44(2), 503, 2005.(44 回 日本

臨床細胞学会秋期大会, 奈良市) (1)市病・オーラルメディシン 

 

11. 米良隆志(1), 田中陽一, 鈴木康央(1), 山宮幸二(1), 五月女恵一(2), 入 久巳(1) : 糖尿病患者の乳腺にみられた

Diabetic Mastopathyの検討, 日臨細胞会誌 44(Suppl.2), 396, 2005.(第 44 回日本臨床細胞学会秋期大会, 奈良市) 

(1)公立福生病院・臨床検査科,(2)公立福生病院・外科 

 

12. 渡邊伸也 (1), 吉田恭子 (1), 宮本郷 (1), 花上伸明 (1), 佐藤一道 (1), 岡崎雄一郎 (1), 高田篤史 (1), 渡邊 裕 (1),

・本千夏(1), 木津康博(1), 小澤靖弘(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一 : 口腔前癌病変の癌

化能に関する遺伝子学的検討, 日口腔外会誌 51, 73, 2005.(第 50 回日本口腔外科学会総会, 大阪市) (1)市病・オ

ーラルメディシン 

 

13. 宮本郷 (1), 吉田恭子 (1), 渡邊伸也 (1), 佐藤一道 (1), 岡崎雄一郎 (1), 渡邊 裕 (1), 小澤靖弘 (1), 森本光明 (1),

外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一, 向井萬起男(2) : TS-1 が著効した基礎疾患を伴う口腔癌患者の 2 症例, 日

口腔外会誌 51, 187, 2005.(第50回日本口腔外科学会総会, 大阪市) (1)市病・オーラルメディシン,(2)慶大病院・病理診断 

 

14. Miyauchi,J. : Clonality analysis of neuroblastoma by polymerase chain reaction for the human androgen receptor 

gene, Int J Mol Med 16(Suppl 1), S22, 2005.(10th World Congress on Advances in Oncology & 8th International 

Symposium on Molecular Medicine, Hersonissos, Crete, Greece) 

 

15. 高田聖子(1), 谷郷 香(1), 臼田 慎(1), 岡田 豊(1), 中川種昭(1), 朝波惣一郎(1), 田中陽一 : 当科における唾液腺腫

瘍の臨床的検討, 日口腔外会誌 51(Suppl), 102, 2005.(第 50 回日本口腔外科学会総会, 大阪市) (1)慶大・医・歯科口

腔外科 

 

16. 小林大輔(1), 下村絵美(1), 岩淵博史(1), 内山公男(1), 田中陽一 : 口腔内より発見された腎細胞癌の 1 例, 日口腔

外会誌 51(Suppl), 183, 2005.(第 50 回日本口腔外科学会総会, 大阪市) (1)国立栃木病院・歯科口腔外科 

 

17. 成瀬晋一(1), 村上 聡(1), 松坂賢一(1), 田中陽一, 笠原清弘(2), 柴原孝彦(2), 佐野 司(3), 井上 孝(1) : 顎関節部に

生じた偽痛風の一例, 歯科学報 105(5), 518, 2005.(第 280 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) (1)臨検査,(2)口外, 

(3)歯放 

 

  



18. 佐藤一道(1), 田中陽一, 岡崎雄一郎(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 宮内 潤 : 壊死性唾液腺化生の

2 例, 日臨細胞会誌 44(補冊 1), 230, 2005.(第 46 回日本臨床細胞学会総会春期大会, 福岡市) (1)市病・オーラルメデ

ィシン 

 

19. 宮下英高(1), 谷郷 香(1), 臼田 慎(1), 中川種昭(1), 朝波惣一郎(1), 田中陽一 : 異所性埋伏歯が原因となった症候

性三叉神経痛の 1 例, 日口腔外会誌 52(1), 41, 2006.(第 179 回日本口腔外科学会関東地方会, 松戸市) (1)慶大・医・

歯口外 

 

20. 矢崎涼子(1), 山崎喜範(1), 高田篤史(1), 森本光明(1), 外木守雄(1), 山根源之(1), 田中陽一 : 両側上顎洞内に歯原

性角化嚢胞を有する基底細胞母斑症候群の一例, 日口腔外会誌 52(1), 41～42, 2006.(第179 回日本口腔外科学

会関東地方会, 松戸市) (1)市病・オーラルメディシン 

 

21. 田中陽一 : 口腔における前癌病変、早期癌 舌早期癌の病理, 口腔腫瘍, 88～90, 2006.(第 24 回日本口腔腫瘍学

会総会・学術大会, 北九州市) 
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