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学位授与

Mol Biol Cell 23：3511―3521，2012
指導：石井壽晴（東邦大・医・病理教授）
2013. 1～2013. 6

主査：高松

研，副査：黒田

優，赤坂喜清，森田峰人，

久布白兼行
甲 467

河

瀬

勇

甲 471

（東邦大・医・大橋心血外）25．3．28

菅

原

仁

（東邦大・医・体育）25．3．28

Aortic valve reconstruction of unicuspid aortic

Change in EMG with skin friction at different fre-

valve by tricuspidization using autologous

quencies during elbow flexion

pericardium

肘関節屈曲運動における皮膚擦過周波数と筋電図の変化

大動脈弁 1 尖弁に対する自己心膜を用いた大動脈弁 3 尖

Somatosens Mot Res 30：72―80，2013

再建術

指導：室

Ann Thorac Surg 94：1180―1184，2012

主査：有田秀穂，副査：土谷一晃，山下

指導：尾㟢重之（東邦大・医・大橋心血外教授）
主査：池田隆徳，副査：金子弘真，長谷弘記，小山信彌，
渡邉善則
甲 468

下

平

増男（東邦大・医・体育教授）

黒田
甲 472

大

茂，高橋

寛，

優

島

宏

（東邦大・医・大森皮膚，ポーラ化成工業（株））

佳代子

25．3．28

（東邦大・医・大森小児）25．3．28

Quantitative evaluation of patch test reactions: A

Gene expression analysis of a murine model with

comparison between visual grading and erythema

pulmonary vascular remodeling compared to end-

index image analysis

stage IPAH lungs

パッチテスト反応の客観的評価：肉眼評価によるスコア

ヒト終末期特発性肺動脈性肺高血圧症と比較した肺血管

と画像解析による紅斑指数の比較

改築誘発マウスモデルに関する遺伝子発現変動解析

Skin Res Technol 17：220―225，2011

Respir Res 13：103（online journal）
, 2012

指導：石河

DOI: 10. 1186/1465-9921-13-103

主査：向井秀樹，副査：吉田正己，渋谷和俊，近藤元就，

指導：佐地

勉（東邦大・医・大森小児教授）

主査：髙橋

啓，副査：杉山

篤，本間

栄，池田隆徳，

神

谷

川合眞一
甲 473

福

田

麻

実

（東邦大・医・大橋産婦）25．3．28

中村正人
甲 469

晃（東邦大・医・大森皮膚教授）

耕次郎

Age-related changes in the vaginal microbial envi-

（東邦大・医・衛生）25．3．28

ronment of women with abnormal discharge or

Spinal posture in the sagittal plane is associated

vulvovaginal pruritus

with future dependence in activities of daily living:

腟内分泌物培養検査からみた加齢と腟内菌叢の変化につ

A community-based cohort study of older adults in

いての検討

Japan

J Med Soc Toho 59：290―296，2012

脊柱姿勢が将来の ADL 低下に及ぼす影響の検討：地域

指導：久布白兼行（東邦大・医・大橋産婦教授）

在住高齢者コホートより

主査：森田峰人，副査：渋谷和俊，草地信也，石河

指導：西脇祐司（東邦大・医・衛生教授）
主査：長谷川友紀，副査：高橋

寛，室

増男，土谷一晃，

武者芳朗
甲 470

石

井

隆

晃，

向井秀樹

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 68：869―875，2013
甲 474

笠

井

ルミ子

（東邦大・医・佐倉放射）25．3．28
Comparison of diagnostic efficacy of Gd-

雅

（東邦大・医・病理，国立成育医療研セン・研究所）

EOB-DTPA-enhanced MRI and dynamic contrastenhanced multislice CT in hepatocellular

25．3．28

carcinoma

Placenta to cartilage: Direct conversion of human

Gd-EOB-DTPA 造影 MRI 検査のマルチスライスダイナ

placenta to chondrocytes with transformation by

ミック CT 検査に対する肝細胞癌検出能の優位性

defined factors

J Med Soc Toho 59：279―289，2012

胎盤から軟骨：ヒト胎盤から軟骨細胞へのダイレクトコ

指導：寺田一志（東邦大・医・佐倉放射教授）

ンバージョン

主査：前谷

60 巻 5 号

容，副査：鈴木康夫，渋谷和俊，寺原敦朗，
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甲田英一
甲 475

岡

祐

指導：室
輔

増男（東邦大・医・体育教授）

主査：有田秀穂，副査：坪井康次，藤岡俊樹，水野雅文，

（東邦大・医・大森泌尿）25．3．28

瓜田純久

293FT cells transduced with four transcription factors（OCT4, SOX2, NANOG, and LIN28）generate

甲 479

澤

友

歌

（東邦大・医・大森小児）25．3．28

aberrant ES-like cells

Diagnostic usefulness of ribosomal protein L7/L12

4 つの転写因子（OCT4，SOX2，NANOG，LIN28）を

for pneumococcal pneumonia in a mouse model

293FT 細胞に導入し aberrant ES 様細胞が得られた研

肺炎球菌性肺炎マウスモデルを用いた L7/L12 リボソー

究報告

ム蛋白の診断への応用

J Stem Cells Regen Med 6：149―156，2010

J Clin Microbiol 51：70―76，2013

指導：中島耕一（東邦大・医・大森泌尿教授）

指導：佐地

勉（東邦大・医・大森小児教授）

主査：山下

主査：本間

栄，副査：渋谷和俊，草地信也，宮㟢修一，

茂，副査：近藤元就，森田峰人，鈴木啓悦，

島田英昭
甲 476

渡

邉

一

杉山
平

甲 480

（東邦大・医・大森臨検）25．3．28

前

篤

田

正

（東邦大・医・総診）25．3．28

Activation of aryl hydrocarbon receptor mediates

Genotyping of skin and soft tissue infection（SSTI）-

indoxyl sulfate-induced monocyte chemoattractant

associated methicillin-resiatant Staphylococcus

protein-1 expression in human umbilical vein endo-

aureus（MRSA）strains among outpatients in a

thelial cells

teaching hospital in Japan: Application of a phage-

インドキシル硫酸による aryl hydrocarbon receptor

open reading frame typing（POT）kit

の活性化はヒト臍帯静脈細胞において monocyte che-

日本の外来患者における MRSA 皮膚軟部組織感染症の

moattractant protein-1 の発現を誘導する

遺伝子学的検討と POT キットの有用性

Circ J 77：224―230，2013

J Infect Chemother 18：906―914，2012
指導：杉本元信（東邦大・医・総診教授）

指導：盛田俊介（東邦大・医・大森臨検教授）
主査：杉

薫，副査：杉山

篤，相川

厚，佐地

勉，

主査：草地信也，副査：本間
石河

池田隆徳
甲 477

森

山

彩

子

甲 481

（東邦大・医・佐倉外科，都精神研・分子精神医学研チー

中

塚

栄，宮㟢修一，渋谷和俊，

晃
智

也

（東邦大・医・佐倉放射）25．3．28

ム）25．3．28

Discrimination of dementia with Lewy bodies from

Association between genetic polymorphisms of the

Alzheimer＇s disease using voxel-based morphome-

β1-adrenergic receptor and sensitivity to pain and

try of white matter by statistical parametric map-

fentanyl in patients undergoing painful cosmetic

ping 8 plus diffeomorphic anatomic registration

surgery

through exponentiated Lie algebra

術後痛を伴う形成外科手術における痛みやフェンタニル

SPM8-DARTEL を 用 い た 白 質 の voxel-based mor-

に 対 す る 感 受 性 と β1 ア ド レ ナ リ ン 受 容 体 遺 伝 子
（ADRB1）多型との関連解析

phometry によるレビー小体型認知症とアルツハイマー
病の判別

J Pharmacol Sci 121：48―57，2013

Neuroradiology 55：559―566，2013

指導：加藤良二（東邦大・医・佐倉外科教授）

指導：寺田一志（東邦大・医・佐倉放射教授）

主査：渋谷和俊，副査：黒田

優，鈴木康夫，大西

清，

主査：岩渕

落合亮一
甲 478

聡，副査：藤岡俊樹，甲田英一，周郷延雄，

寺原敦朗

鈴木（田中）美穂

（東邦大・医・体育）25．3．28

甲 482

職

玉

珠

（東邦大・医・大森病院病理）25．3．28

Central fatigue and sympathovagal imbalance dur-

Comparison between the effectiveness of poly-

ing night shift in Japanese female nurses

merase chain reaction and in situ hybridization in

日本人女性看護師の夜間勤務における交感迷走神経の不

detecting the presence of pathogenic fungi by using

均衡と中枢性疲労について

the preserved DNA in formalin-fixed and paraffin-

Biol Rhythm Res

DOI: 10.1080/09291016.2013.781420

embedded tissues
東邦医学会雑誌・2013 年 9 月

（51）297

ポリメラーゼ連鎖反応と in situ hybridization 法にお

effects of anti-influenza drug oseltamivir in vivo

ける真菌検出精度の比較によるホルマリン固定・パラ

and in vitro

フィン包埋組織内の核酸保存状態の検証

抗インフルエンザ薬オセルタミビルの心血行動態および

Jpn J Infect Dis 66：173―179，2013

電気生理学作用，in vivo と in vitro での評価

指導：渋谷和俊（東邦大・医・大森病院病理教授）

Cardiovasc Toxicol

主査：舘田一博，副査：宮㟢修一，近藤元就，髙橋

啓，

主査：杉

赤坂喜清
甲 483

笹

井

大

督

薫，副査：中村正人，渡邉善則，並木

佐地
甲 487

（東邦大・医・大森病院病理）25．3．28
Histopathological evaluation of the efficacy of anti-

DOI: 10.1007/s12012-013-9202-6

指導：池田隆徳（東邦大・医・大森循内教授）

鏑

温，

勉

木

誠

（東邦大・医・大森膠原病）25．5．23

fungals for experimental Trichosporon bloodstream

Expression and function of chemerin in synovial tis-

infection

sues of patients with rheumatoid arthritis

実験的トリコスポロン血液感染症における抗真菌薬治療

関節リウマチにおける chemerin の発現と作用

効果に関する病理組織学的評価

J Med Soc Toho 60：3―14，2013

Jpn J Infect Dis 66：133―139，2013

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）
主査：渋谷和俊，副査：島田英昭，本間

指導：渋谷和俊（東邦大・医・大森病院病理教授）
主査：舘田一博，副査：宮㟢修一，近藤元就，髙橋

甲 488

赤坂喜清
甲 484

杉

本

元

一

栄，龍野一郎，

弘世貴久

啓，

村

岡

成

（東邦大・医・大森膠原病）25．5．23

（東邦大・医・大森一般消外，国立がんセン東病院）

Leptin stimulates interleukin-6 production via

25．3．28

janus kinase 2/signal transducer and activator of

Risk factor analysis and prevention of postoperative

transcription 3 in rheumatoid synovial fibroblasts

pancreatic fistula after distal pancreatectomy with

Leptin は JAK2/STAT3 を介して関節リウマチ患者滑膜

stapler use

細胞の IL-6 産生を増加させる

自動縫合器を使用した膵体尾部切除における膵廔リスク

Clin Exp Rheumatol 31：589―595，2013

因子と対策

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）

J Hepatobiliary Pancreat Sci 20：538―544，2013

主査：龍野一郎，副査：高松
近藤元就

指導：金子弘真（東邦大・医・大森一般消外教授）
主査：島田英昭，
副査：五十嵐良典，
前谷

容，
長尾二郎，

木

村

琢

甲 489

神

山

裕

一

（東邦大・医・微生感染）25．5．23

住野泰清
甲 485

研，盛田俊介，弘世貴久，

磨

（東邦大・医・細胞生理，
（独）国立病院機構東埼玉病院）

Molecular characterization of carbapenem-nonsusceptible Acinetobacter spp. in Japan: Predomi-

25．4．25

nance of multidrug-resistant Acinetobacter

Factors associated with communication between

baumannii clonal complex 92 and IMP-type

doctors and patients＇ families without patient dur-

metallo-β-lactamase-producing non-baumannii

ing home medical care

Acinetobacter species

在宅医療において「患者を除いた家族と医師のみのコ

本邦におけるカルバペネム非感受性アシネトバクター属

ミュニケーション」が実施される背景因子に関する検討

菌の分子疫学調査：クローナルコンプレックス 92 に属

Nihon Zaitaku Igakukai Zasshi 15：7―18，2013

する多剤耐性 Acinetobacter baumannii と IMP 型メタ

指導：高松

研（東邦大・医・細胞生理教授）

ロ β ラクタマーゼを産生する non-baumannii アシネト

誠（
（独）国立病院機構東埼玉病院・前院

バクター属菌の本邦における分離状況

青木
長）

J Infect Chemother 18：522―528，2012

主査：盛田俊介，副査：瓜田純久，水野雅文，坪井康次，
甲 486

北

原

健

（東邦大・医・大森循内）25．5．23
Cardiohemodynamic and electrophysiological
60 巻 5 号

指導：舘田一博（東邦大・医・微生感染教授）
石井良和（同・微生感染教授）

杉本元信

主査：草地信也，副査：渋谷和俊，西脇祐司，宮㟢修一，
杉山

篤
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甲第 490

砂

川

隆

英

（TDM-621）in cardiovascular surgery
感染因子を含まない新規止血剤（TDM-621）の心臓血管

（東邦大・医・大橋整外）25．6．27
Development and evaluation of a novel bone hemo-

外科領域における有用性の検討

static agent that does not inhibit bone repair

Ann Thorac Cardiovasc Surg 18：444―451，2012

骨修復を阻害しない新規骨止血剤の開発と評価

指導：小山信彌（東邦大・医・大森心血外教授）
藤井毅郎（同・大森心血外准教授）

J Med Soc Toho 60：159―167，2013
指導：武者芳朗（東邦大・医・大橋整外教授）
主査：土谷一晃，副査：林

明照，岩渕

聡，高橋

主査：金子弘真，副査：池田隆徳，島田英昭，尾㟢重之，
寛，

中川晃一
甲第 491

羽

賀

杉
乙 2646

洋

一

（東邦大・医・大森小児，医療政策経営）25．6．27

横

薫
尾

智

子

（東邦大・医・病理）25．1．24
悪性リンパ腫における MALT1 と BCL10 蛋白の核内発

Comparison of direct costs for allogeneic bone mar-

現の意義

row transplantation from unrelated donors and

東邦医会誌

umbilical cord blood transplantation for childhood

指導：石井壽晴（東邦大・医・病理教授）

acute lymphoblastic leukemia in Japan

主査：髙橋

日本の小児急性リンパ性白血病における非血縁骨髄移植
と非血縁臍帯血移植の直接費用の比較
J Med Soc Toho 60：76―84，2013
指導：佐地

勉（東邦大・医・大森小児教授）

長谷川友紀（同・医療政策経営教授）
主査：渋谷和俊，副査：森田峰人，盛田俊介，西脇祐司 ,
関

山

金

啓，副査：近藤元就，瓜田純久，寺原敦朗，
晃
子

卓

男

（東邦大・医・大橋整外）25．2．28
Factors affecting functional medial ligament balancing in patients undergoing total knee arthroplasty for varus knees
内反膝の人工膝関節全置換術（TKA）における内側支持

中野弘一
甲第 492

石河
乙 2647

59：226―235，2012

タマミ

（東邦大・医・統合生理）25．6．27

機構解離に影響を与える因子について
J Med Soc Toho 59：297―304，2012

Increased blood serotonin concentrations are cor-

指導：武者芳朗（東邦大・医・大橋整外教授）

related with reduced tension/anxiety in healthy

主査：甲田英一，副査：土谷一晃，寺田一志，高橋

産後の健常・授乳女性において血中セロトニン濃度の増
加が緊張・不安を減少させる
Psychiatry Res DOI: 10.1016/j. psychres. 2013.03.009
［Epub ahead of print］
指導：有田秀穂（東邦大・医・統合生理教授）
高松

研（同・細胞生理教授）

主査：宮㟢修一，副査 : 坪井康次，水野雅文，森田峰人，
久布白兼行
乙 2645

益

原

大

寛，

中川晃一

postpartum lactating women
乙 2648

遠

藤

渓

（東邦大・医・佐倉糖代内）25．5．23
Probucol suppresses initiation of chronic hemodialysis therapy and renal dysfunction-related death
in diabetic nephropathy patients: Sakura study
プロブコールは糖尿病腎症患者の透析導入と腎不全死を
抑える：佐倉スタディ：プロブコールの長期介入試験
J Atheroscler Thromb 20：494―502，2013

志

（東邦大・医・大森/佐倉心血外）25．1．24
Novel infectious agent-free hemostatic material

指導：龍野一郎（東邦大・医・佐倉糖代内教授）
主査：弘世貴久，副査：相川

厚，長谷弘記，盛田俊介，

池田隆徳

東邦医学会雑誌・2013 年 9 月

