（31）107

学位授与

因子についての検討
Cytokine 59：410―416，2012
2013. 7～2013. 12

指導：鈴木康夫（東邦大・医・佐倉消内教授）
主査：住野泰清，副査：前谷

乙 2649

土

門

薫

（東邦大・医・大森消内）25．7．25
Clinical evaluation of hemorrhagic gastroduodenal

容，五十嵐良典，島田英昭，

川合眞一
乙 2653

清

水

一

寛

（東邦大・医・佐倉循内）25．10．24

ulcer in the elderly: Is Helicobacter pylori infection

A huge earthquake hardened arterial stiffness

a risk factor for hemorrhage?

monitored with cardio-ankle vascular index

高齢者出血性胃十二指腸潰瘍の臨床的検討―H. pylori

巨大地震のストレスが動脈を拘縮させることを cardio

感染は出血のリスクになるのか？

ankle vascular index が捉えた

Dig Endosc 24：319―324，2012

J Atheroscler Thromb 20：503―511，2013

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

指導：野池博文（東邦大・医・佐倉循内教授）

主査：前谷

主査：杉

容，副査：鈴木康夫，住野泰清，瓜田純久，

島田英昭
乙 2650

天

野

薫，副査：池田隆徳，渋谷和俊，東丸貴信，

盛田俊介
英

夫

（東邦大・医・大森循内）25．7．25

乙 2654

籾

山

浩

一

（東邦大・医・大森消内）25．10．24

Virtual histology intravascular ultrasound analysis

Comparison of the hemodynamics between patients

of attenuated plaque and ulcerated plaque detected

with alcoholic or HCV-related cirrhosis

by gray scale intravascular ultrasound and the rela-

アルコール性肝硬変と C 型肝炎ウイルス関連肝硬変患者

tion between the plaque composition and slow flow/

における循環動態の比較

no reflow phenomenon during percutaneous coro-

Hepatogastroenterology 58：2036―2040，2011

nary intervention

指導：住野泰清（東邦大・医・大森消内教授）

グレイスケール血管内超音波上の深部エコー減衰プラー

主査：前谷

クと潰瘍性プラークのバーチャルヒストロジー血管内超
音波による解析，およびプラーク性状と経皮的冠動脈イ
ンターベンション中のスローフロー，ノーリフロー現象

容，副査：金子弘真，五十嵐良典，鈴木康夫，

瓜田純久
乙 2655

野

村

俊

之

（東邦大・医・佐倉耳鼻）25．10．24

との関係

良性発作性頭位めまい症の非特異的頭位治療に対する難

J Interv Cardiol 26：295―301，2013

治例の検討

指導：池田隆徳（東邦大・医・大森循内教授）

Equilibrium Res 72：10―16，2013

主査：杉

指導：山本昌彦（東邦大・医・佐倉耳鼻教授）

薫，副査：中村正人，東丸貴信，渡邉善則，

尾崎重之
乙 2651

川

瀬

鈴木光也（同・佐倉耳鼻教授）
裕

士

主査：大越俊夫，副査：岩渕

（東邦大・医・大森神内）25．8．22
Olfactory dysfunction in Parkinson＇s disease: Benefits of quantitative odorant examination

聡，杤久保哲男，枝松秀雄，

周郷延雄
乙 2656

大

塚

創

（東邦大・医・大森呼外，国立がんセン東病院）25．11．28

パーキンソン病における嗅覚障害：定量的臭気物質検査

Tumor invasion of extralobar soft tissue beyond the

の有益性

hilar region does not affect the prognosis of surgi-

Int J Gen Med 3：181―185，2010

cally resected lung cancer patients

指導：岩崎泰雄（東邦大・医・大森神内教授）

胸膜翻転部を介した縦隔脂肪組織への腫瘍浸潤は肺癌切

主査：藤岡俊樹，副査：周郷延雄，瓜田純久，大越俊夫，

除例の予後には影響を与えない

枝松秀雄
乙 2652

曽

野

J Thorac Oncol 5：1571―1575，2010
浩

治

（東邦大・医・佐倉消内）25．10．24

指導：伊豫田
主査：本間

赤坂喜清

Factors associated with the loss of response to infliximab in patients with Crohn＇s disease
インフリキシマブ二次無効クローン病症例における関連
61 巻 2 号

明（東邦大・医・大森呼外教授）

栄，副査：草地信也，島田英昭，三上哲夫，

乙 2657

北

村

享

之

（東邦大・医・佐倉麻酔，東大大学院・医学系研究・外

108（32）

科・生体管理・麻酔）25．11．28
The involvement of adenosine triphosphate-sensitive potassium channels in the different effects of

杉山
乙 2658

正

篤
井

博

文

（東邦大・医・大橋循内）25．11．28

sevoflurane and propofol on glucose metabolism in

A preliminary study of the potential role of FGF-23

fed rats

in coronary calcification in patients with suspected

セボフルランとプロポフォールが給餌ラットの糖代謝に

coronary artery disease

及ぼす影響の差におけるアデノシン三リン酸感受性カリ

冠動脈疾患が疑われた患者における冠動脈石灰化と

ウムチャネルの関与

FGF-23 の関係

Anesth Analg
指導：田上

114：110―116，2012
惠（東邦大・医・佐倉麻酔教授）

山田芳嗣（東大大学院・医学系研究・外科・生体
管理・麻酔教授）
主査：高松

Atherosclerosis 226：228―233，2013
指導：杉

薫（東邦大・医・大橋循内教授）

主査：池田隆徳，副査：渡邉善則，東丸貴信，盛田俊介，
中村正人

研，副査：加藤良二，落合亮一，小竹良文，

東邦医学会雑誌・2014 年 3 月

