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学位授与

指導：芳野

弘世貴久（同・大森糖代内教授）
2012. 7～2012. 12

甲 462

田

中

原（東邦大・医・大森糖代内教授）

菜穂子

主査：盛田俊介，副査：黒田
杉山
甲 466

（東邦大・医・大森膠原病）24．7．26

金

優，渋谷和俊，龍野一郎，

篤

子

開

知

（東邦大・医・大森膠原病）24．11．26

Resistin is associated with the inflammation pro-

Changes of serum soluble receptor activator for

cess in patients with systemic autoimmune diseases

nuclear factor-κB ligand after glucocorticoid ther-

undergoing glucocorticoid therapy: Comparison

apy reflect regulation of its expression by

with leptin and adiponectin

osteoblasts

レジスチンはグルココルチコイド療法下の全身性自己免

ステロイド療法下の血清可溶性 RANKL の変動は骨芽細

疫疾患における炎症病態と関連する：レプチンおよびア

胞での発現調節を反映する

ディポネクチンとの比較

J Clin Endocrinol Metab 97: E1909―1917，2012
指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）

23: 8―18，2013

Mod Rheumatol

主査：高橋

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）
主査：盛田俊介，副査：杉山

篤，高松

甲 463

森

伸

乙 2637
晃

篤，弘世貴久，土谷一晃，

龍野一郎

研，弘世貴久，

龍野一郎

寛，副査：杉山

佐

藤

真

司

（東邦大・医・大森消内）24．8．24

（東邦大・医・微生感染）24．8．24

Effect of probiotics on serum bile acids in patients

A peptide based on homologous sequences of the

with ulcerative colitis

β-barrel assembly machinery component BamD

潰瘍性大腸炎における血清胆汁酸からみたプロバイオ

potentiates antibiotic susceptibility of Pseudo

ティクスの効果

monas aeruginosa

Hepatogastroenterology 59: 1804―1808，2012

BamD のアミノ酸配列に基づき合成したペプチドの緑

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

膿菌に対する抗菌薬感受性の改善効果

永井英成（同・大森消内講師）

J Antimicrob Chemother 67: 2173―2181，2012

主査：前谷

指導：舘田一博（東邦大・医・微生感染教授）
主査：杉山

篤，副査：宮㟢修一，草地信也，渋谷和俊，

本間

栄

江

乙 2638

新後閑

弘

章

（東邦大・医・大橋消内）24．8．24

麻里子

Comparison of modified introducer method with

（東邦大・医・大森糖代内）24．10．25

pull method for percutaneous endoscopic gastros-

甲 464

須

容，副査：住野泰清，鈴木康夫，草地信也，

加藤良二

Propylthiouracil increases sodium/iodide sympor-

tomy: Prospective randomized study

ter gene expression and iodide uptake in rat thyroid

PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）における introducer

cells in the absence of TSH

変法と pull 法の比較：無作為化比較試験

PTU はラット甲状腺 FRTL-5 細胞において TSH 非存在

Dig Endosc 24: 426-431，2012

下で NIS 遺伝子発現とヨード取り込みを誘導する

指導：前谷

Thyroid 22: 844-852，2012

主査：五十嵐良典，副査：長尾二郎，鈴木康夫，
加藤良二，岡住慎一

指導：弘世貴久（東邦大・医・大森糖代内教授）
主査：舘田一博，副査：瓜田純久，盛田俊介，杉山

篤，

吉

原

乙 2639

甲

田

賢一郎

（東邦大・医・佐倉麻酔 , Dept of Pharmacol, Weill

龍野一郎
甲 465

容（東邦大・医・大橋消内教授）

彩

（東邦大・医・大森糖代内）24．10．25

Medical College of Cornell Univ）24．8．24
Aldehyde dehydrogenase activation prevents reper-

Regulation of dual oxidase expression and H2O2

fusion arrhythmias by inhibiting local renin release

production by thyroglobulin

from cardiac mast cells

サイログロブリンによる DUOX 発現と過酸化水素産生

アルデヒド脱水素酵素の活性化により心臓に局在する肥

の調節

満細胞からレニンの放出を抑制し再灌流性不整脈を予防

Thyroid 22: 1054-1062，2012

する

60 巻 2 号

112（38）

Circulation 122: 771-781，2010

pellucida in mouse blastcysts cryopreserved by

指導：田上

vitrification

惠（東邦大・医・佐倉麻酔教授）

Levi R
（Dept of Pharmacol, Weill Medical Collegr

Vitrification 法により凍結融解したマウス胚盤胞にお

of Cornell Univ）

ける走査型電子顕微鏡による透明帯観察

主査：杉山

篤，副査：高松

研，落合亮一，池田隆徳，

指導：森田峰人（東邦大・医・大森産婦教授）

小山信彌
乙 2640

守

本

Reproduct Immunol Biol 26: 12-20，2011

慎

一

片桐由起子（同・大森産婦准教授）
主査：久布白兼行，副査：渋谷和俊，黒田

（東邦大・医・薬理）24．10．25
Spinal mechanism underlying the antiallodynic
effect of gabapentin studied in the mouse spinal

乙 2643

髙橋

啓，中島耕一

土

屋

優，

勝

（東邦大・医・大森一般消外）24．11．26

nerve ligation model
マウス脊髄神経結紮モデルにおけるガバペンチンの抗ア

Efficacy of laparoscopic surgery for recurrent

ロディニア作用の脊髄内メカニズム

hepatocellular carcinoma

J Pharmacol Sci 118: 455-466，2012

再発肝癌に対する腹腔鏡手術の有効性

指導：杉山

Hepatogastroenterology 59: 1333-1337，2012

篤（東邦大・医・薬理教授）

主査：近藤元就，副査：川合眞一，山下

茂，高橋

寛，

主査：住野泰清，副査：島田英昭，岡住慎一，前谷

武者芳朗
乙 2641

板

谷

指導：金子弘真（東邦大・医・大森一般消外教授）

英

毅

容，

渋谷和俊
乙 2644

（東邦大・医・大橋循内）24．11．26
Absence of circadian variation of acute coronary

伊

藤

謙

（東邦大・医・大森消内）24．12．20

syndrome onset in chronic kidney disease patients

Efficacy of the new double-layer stent for unresect-

慢性腎不全患者における急性冠動脈症候群の発症時間

able distal malignant biliary obstruction: A single-

分布

center retrospective study

Cardiovasc Revasc Med 12: 362-366，2011

悪 性 下 部 胆 道 狭 窄 症 に 対 す る 先 端 側 孔 付 き double-

指導：杉

layer stent の治療成績の検討

薫（東邦大・医・大橋循内教授）

主査：小山信彌，副査：池田隆徳，東丸貴信，杉山

篤，

乙 2642

北

村

Diagn Ther Endosc

DOI: 10. 1155/2012/680963

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

長谷弘記
衛

（東邦大・医・大森産婦）24．11．26

主査：前谷

容，副査：鈴木康夫，住野泰清，島田英昭 ,

瓜田純久

Scanning electron microscopic analysis of the zona
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