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学位授与

腹横筋膜面ブロックおよび腹直筋鞘ブロック施行後の血
中レボブピバカイン濃度の比較



2017. 1～2017. 6

Anaesthesia 71：544―549，2016
指導：落合亮一（東邦大・医・大森麻酔教授）

甲 543

小

池

秀

樹

主査：北村享之，副査：小竹良文，杉山

（東邦大・医・大森循内）29．3．28

篤，東丸貴信，

赤羽悟美

Obesity is associated with the development of interstitial pneumonia under long-term administration

甲 547

岩

㟢

将

（都立駒込病院・消内，東邦大・医・大森消内）

of amiodarone in refractory atrial fibrillation

29．3．28

patients

Characteristic findings of endoscopic retrograde

難治性心房細動に対する長期アミオダロンの内服におけ

cholangiopancreatography in autoimmune

る間質性肺炎の発症と肥満との関連性

pancreatitis

Int Heart J 57：30―34，2016

自己免疫性膵炎の ERCP における特徴的な所見

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

Gut Liver 9：113―117，2015

主査：中村正人，副査：東丸貴信，杉山

篤，本間

栄，

盛田俊介
甲 544

小

林

俊

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）
主査：前谷

介

高橋

（東邦大・医・大森消内，獨協医大・医・病理（人体
分子）
）29．3．28

甲 548

矢

部

容，副査：鈴木康夫，瓜田純久，片田夏也，
啓
敬

之

（東邦大・医・大森循内）29. 3. 28

Immunohistochemical assessment of a unique

Same or different drug-eluting stent re-implanta-

basal pattern of p53 expression in ulcerative-coli-

tion for drug-eluting stent restenosis: An assess-

tis-associated neoplasia using computer-assisted

ment including second-generation drug-eluting

cytometry

stents

潰瘍性大腸炎関連腫瘍の拾い上げにおける p53 免疫染

薬剤溶出性ステント再狭窄に対する同一もしくは異なっ

色の unique basal pattern に関する検討

た薬剤溶出性ステント再留置：第二世代薬剤溶出性ステ

Diagn Pathol 9：99，2014

ントを含めた検討

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

J Interv Cardiol 29：311―318，2016

主査：鈴木康夫，副査：三上哲夫，前谷

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

容，金子弘真，

島田英昭
甲 545

曹

主査：渡邉善則，副査：中村正人，東丸貴信，本村
新

昇，

諸井雅男

（東邦大・医・薬理）29．3．28

甲 549

Electropharmacological effects of amantadine on

白

鳥

史

明

（東邦大・医・大森一般消外）29．3．28

cardiovascular system assessed with J-Tpeak and

Serum galectin-1 autoantibodies in patients with

Tpeak-Tend analysis in the halothane-anesthetized

hepatocellular carcinoma

beagle dogs

肝細胞癌患者における血性 galectin-1 自己抗体の解析

Amantadine のハロセン麻酔犬モデルに対する心臓電

Toho J Med 2：67―72，2016

気薬理学的作用：J-Tpeak および Tpeak-Tend を用いた催不整

指導：金子弘真（東邦大・医・大森一般消外教授）

脈作用の評価

主査：前谷

中野裕康

J Toxicol Sci 41：439―447，2016
指導：杉山

篤（東邦大・医・薬理教授）

主査：池田隆德，副査：赤羽悟美，並木

温，中村正人，

東丸貴信
甲 546

安

村

里

容，副査：住野泰清，三上哲夫，近藤元就，

甲 550

進

藤

恵実子

（東邦大・医・大森膠原病）29．3．28
The growth factor midkine may play a pathophysi-

絵

（東邦大・医・大森麻酔）29．3．28

ological role in rheumatoid arthritis
成長因子ミッドカインは関節リウマチの病態形成に関与

A comparison of plasma levobupivacaine concen-

する

trations following transversus abdominis plane

Mod Rheumatol 27：54―59，2017

block and rectus sheath block

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）
東邦医学会雑誌・2017 年 9 月
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主査：三上哲夫，副査：盛田俊介，武城英明，近藤元就，
亀田秀人
甲 551

甲 555

河

越

尚

幸

（東邦大・医・総診）29．3．28

Reeshan ul Quraish

Investigation of metabolism of exogenous glucose

（東邦大・医・生体構造）29．3．28

at the early stage and onset of diabetes mellitus in

loss promotes proliferation and phagocytosis

p27

KIP1

but prevents epithelial-mesenchymal transition in
p27

2, 3-13C］glucose breath tests
［1，2，3-13C］グルコース呼気試験を用いた OLETF ラッ

RPE cells after photoreceptor damage
の欠損により視細胞傷害後の網膜色素上皮細胞

KIP1

Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats using［1,

トにおける糖尿病発症前段階および糖尿病早期での外因

の増殖と貪食が促進され，上皮間葉転換が抑制される

性糖代謝の研究

Mol Vis 22：1103―1121，2016

PLoS One 11：e0160177，2016

指導：佐藤二美（東邦大・医・生体構造教授）

指導：瓜田純久（東邦大・医・総診教授）

主査：中野裕康，副査：近藤元就，前野貴俊，堀

裕一，

主査：弘世貴久，副査：龍野一郎，武城英明，杉山

富田剛司
甲 552

中

村

孝

篤，

東丸貴信
裕

甲 556

（東邦大・医・衛生）29．3．28

平

田

倫

生

（東邦大・医・新生児）29．3．28

Asian dust and pediatric emergency department

Risk factors of infant anemia in the perinatal

visits due to bronchial asthma and respiratory dis-

period

eases in Nagasaki, Japan

周産期における乳児貧血の危険因子に関する検討

長崎市における黄砂と気管支喘息や呼吸器疾患による小

Pediatr Int 59：447―451，2017

児救急受診との関連

指導：與田仁志（東邦大・医・新生児教授）

J Epidemiol 26：593―601，2016

主査：小原

主査：村上義孝，副査：小原
本間
甲 553

菅

明，長谷川友紀，

栄，松瀬厚人
規久子

（東邦大・医・大森麻酔，川崎市立川崎病院・麻酔）

明，副査：盛田俊介，中田雅彦，

久布白兼行，木下俊彦

指導：西脇祐司（東邦大・医・衛生教授）
甲 557

馬

場

遥

子

（東邦大・医・大森精神）29．3．28
Stigma toward psychosis and its formulation process: Prejudice and discrimination against early

29． 3．28

stages of schizophrenia

Impact of left heart bypass on arterial oxygenation

精神病に対するスティグマとその形成過程：統合失調症

during one-lung ventilation for thoracic aortic

早期段階に対する偏見と差別

surgery

Compr Psychiatry 73：181―186，2017

下行大動脈瘤手術における分離肺換気中の酸素化に及ぼ

指導：水野雅文（東邦大・医・大森精神教授）

す左心バイパスの影響

主査：西脇祐司，副査：村上義孝，端詰勝敬，中野弘一，
榊原隆次

J Cardiothorac Vasc Anesth 31：1197―1202，2017
指導：落合亮一（東邦大・医・大森麻酔教授）
主査：渡邉善則，副査：小竹良文，北村享之，池田隆德，
本村
甲 554

早

田

昇
英二郎

（東邦大・医・大森産婦）29．3．28

甲 558

中

道

美

保

（東邦大・医・大森形成，病理）29．3．28
Basic fibroblast growth factor induces angiogenic
properties of fibrocytes to stimulate vascular formation during wound healing

Informing health policy in Japan: A mixed-model

好塩基性線維芽細胞成長因子は血管新生性の骨髄間葉系

estimation to compare the cost of illness of cervical

前駆細胞を誘導して創傷治癒期の血管新生を促進する

cancer and endometrial cancer

Am J Pathol 186：3203―3216，2016

子宮頸癌と子宮体癌の疾病費用および将来取るべき政策

指導：大西

の比較

清（東邦大・医・大森形成教授）

赤坂喜清（同・病理教授）

J Obstet Gynaecol Res 42：446―456，2016

主査：髙橋

武城英明

指導：森田峰人（東邦大・医・大森産婦教授）
主査：久布白兼行，副査：西脇祐司，島田英昭，
木下俊彦，澁谷和俊
64 巻 3 号

啓，副査：諸井雅男，林

甲 559

中

川

真智子

（東邦大・医・新生児）29．3．28

明照，島田英昭，

190（32）

Daytime nap controls toddlers＇ nighttime sleep

末梢動脈疾患患者における下肢血流 SPECT-CT による

幼児の夜間睡眠に対する昼寝の影響について

予後予測

Sci Rep 6：27246，2016

Jpn J Radiol 35：68―77，2017

指導：與田仁志（東邦大・医・新生児教授）

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

主査：水野雅文，副査：小原

主査：諸井雅男，副査：東丸貴信，中村正人，寺原敦朗，

明，中野弘一，

久布白兼行，木下俊彦
甲 560

鴫

山

文

杉山

華

甲 564

（東邦大・医・大森糖代内）29．3．28

鈴

木

篤
研

裕

（東邦大・医・大森一般消外）29．3．28

Linagliptin improves endothelial function in

High postoperative neutrophil-lymphocyte ratio is

patients with type 2 diabetes: A randomized study

associated with poor outcomes after curative resec-

of linagliptin effectiveness on endothelial function

tion for locally advanced gastric cancer
局所進行胃がん患者における好中球リンパ球数比と予後

（RELIEF）
2 型糖尿病における FMD を使用したリナグリプチンの

との関連

血管内皮機能への影響に関する無作為比較研究

Toho J Med 2：123―128，2016

J Diabetes Investig 8：330―340，2017

指導：金子弘真（東邦大・医・大森一般消外教授）

指導：弘世貴久（東邦大・医・大森糖代内教授）

主査：住野泰清，副査：瓜田純久，三上哲夫，斉田芳久，
澁谷和俊

主査：龍野一郎，副査：瓜田純久，池田隆德，東丸貴信，
甲 565

盛田俊介
甲 561

宮

本

篤

藤

尾

夏

樹

（東邦大・医・大森膠原病）29．3．28

（東邦大・医・大森呼内，虎の門病院・呼吸器セン内科）

Apparent hypothalamic-pituitary-adrenal axis sup-

29．3．28

pression via reduction of interleukin-6 by glucocor-

HRCT features of surgically resected invasive muci-

ticoid therapy in systemic autoimmune diseases

nous adenocarcinoma associated with interstitial

全身性自己免疫疾患におけるステロイド療法による見か

pneumonia

けの視床下部⊖下垂体⊖副腎軸の抑制はインターロイキ

間質性肺炎に合併した浸潤性粘液腺癌外科切除例の高分

ン⊖6 の減少による

解能 CT 所見の特徴について

PLoS One 11：e0167854，2016

Respirology 22：735―743，2017

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）

指導：本間

主査：弘世貴久，副査：亀田秀人，龍野一郎，赤坂喜清，

主査：伊豫田

栄（東邦大・医・大森呼内教授）
明，副査：松瀬厚人，海老原

三上哲夫，髙橋
甲 562

峰

友

覚，

啓

紗

（東邦大・医・衛生）29．3．28

近藤元就
甲 566

遊

佐

貴

司

（東邦大・医・微生感染，先端医科研セン）29．3．28
New possible biomarkers for diagnosis of infections

Maternal smoking during pregnancy and rapid

and diagnostic distinction between bacterial and

weight gain from birth to early infancy

viral infections in children

妊娠中の母親の喫煙と児期初期の急激な体重増加との

小児における細菌感染とウイルス感染の鑑別診断のため

関連

の新規バイオマーカーの検討

J Epidemiol 27：112―116，2017

J Infect Chemother 23：96―100，2017

指導：西脇祐司（東邦大・医・衛生教授）

指導：館田一博（東邦大・医・微生感染教授）

主査：長谷川友紀，副査：村上義孝，中田雅彦，
久布白兼行，木下俊彦
甲 563

橋

本

英

宮㟢修一（同・先端医科研セン教授）
主査：澁谷和俊，副査：近藤元就，中野裕康，武城英明，

伸

（東邦大・医・大森循内，日医大付属病院・放射）
29．3．28

島田英昭
甲 567

小

田

健三郎

（東邦大・医・大森糖代内）29．3．28

Prognostic value of lower-limb perfusion single

Follicular thyroglobulin induces cathepsin H

photon emission computed tomography-computed

expression and activity in thyrocytes

tomography in patients with lower-limb atheroscle-

濾胞内サイログロブリンは甲状腺細胞におけるカテプシ

rotic peripheral artery disease

ン H の発現および活性を誘導する
東邦医学会雑誌・2017 年 9 月

（33）191

Biochem Biophys Res Commun 483：541―546，2017

Multidiscip Respir Med 11：38，2016

指導：弘世貴久（東邦大・医・大森糖代内教授）

指導：鈴木康夫（東邦大・医・佐倉消内教授）

主査：龍野一郎，副査：川合眞一，池田隆德，中野裕康，
赤坂喜清
甲 568

今

村

榛

松澤康雄（同・佐倉呼内講師）
主査：本間

樹

栄，副査：龍野一郎，加藤良二，松瀬厚人，

村上義孝

（東邦大・医・佐倉糖代内）29．3．28

甲 572

Resveratrol ameliorates arterial stiffness assessed

吉

田

憲

司

（東邦大・医・大森皮膚）29．3．28

by cardio-ankle vascular index in patients with type

Non-pathogenic pemphigus foliaceus (PF) IgG acts

2 diabetes mellitus

synergistically with a directly pathogenic PF IgG to

レスベラトロールは 2 型糖尿病患者の CAVI による評価

increase blistering by p38MAPK-dependent desmo-

で血管弾性を改善した

glein 1 clustering

Int Heart J 58 ：577―583，2017

非病原性落葉状天疱瘡 IgG 抗体は p38MAPK 依存性デ

指導：龍野一郎（東邦大・医・佐倉糖代内教授）

スモグレイン 1 凝集を介して病原性落葉状天疱瘡 IgG 抗

主査：武城英明，副査：東丸貴信，弘世貴久，赤羽悟美，

体による水疱形成に相乗的役割を果たす

杉山
甲 569

西

村

篤
明

J Dermatol Sci 85：197―207，2017
洋

指導：石河

（東邦大・医・大森糖代内，虎の門病院・内分泌代謝）

晃（東邦大・医・大森皮膚教授）

主査：澁谷和俊，副査：川合眞一，赤坂喜清，近藤元就，
亀田秀人

29．3．28
Efficacy and safety of repaglinide added to sitagliptin in Japanese patients with type 2 diabetes: A

甲 573

一

色

琢

磨

（東邦大・医・大森呼内）29．3．28

randomized 24-week open-label clinical trial

Recombinant human soluble thrombomodulin

レパグリニドとシタグリブチン併用の有効性および安全

treatment for acute exacerbation of idiopathic pul-

性の比較検討：ランダム化 24 週非盲検試験

monary fibrosis: A retrospective study

Endocr J 63：1087―1098，2016

特発性肺線維症の急性増悪における遺伝子組み換え型ヒ

指導：弘世貴久（東邦大・医・大森糖代内教授）

トトロンボモジュリン製剤治療の有用性

主査：龍野一郎，副査：池田隆德，瓜田純久，杉山

篤，

甲 570

冠

木

敬

Respiration 89：201―207，2015
指導：本間

村上義孝
之

栄（東邦大・医・大森呼内教授）

主査：伊豫田

明，副査：海老原

覚，松瀬厚人，

村上義孝，中野裕康

（東邦大・医・大森循内）29．3．28
A treatment strategy using subcutaneous
fondaparinux followed by oral rivaroxaban is effec-

甲 574

大

石

貴

幸

（東邦大・医・微生・感染）29．3．28

tive for treating acute venous thromboembolism

Molecular epidemiological analysis of human- and

皮下注射フォンダパリヌクスと経口リバーロキサバンを

chicken-derived isolates of Campylobacter jejuni in

利用した治療ストラテジーは急性静脈血栓症治療におい

Japan using next-generation sequencing

て有効である

次世代シークエンスを用いた日本におけるヒトおよび鶏

J Cardiol 70：163―168，2017

由来 Campylobacter jejuni の分子疫学的解析

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

J Infect Chemother 23：165―172，2017

主査：東丸貴信，副査：諸井雅男，並木

指導：石井良和（東邦大・医・微生・感染教授）

杉山
甲 571

早

川

温，中村正人，

篤

主査：瓜田純久，副査：草地信也，島田英昭，西脇祐司，
翔

（東邦大・医・佐倉消内，佐倉呼内）29．3．28
Efficacy of recombinant human soluble thrombo-

村上義孝
甲 575

遠

山

貴

子

（東邦大・医・新生児）29．3．28

modulin for the treatment of acute exacerbation of

Clinical utility of prenatal head-to-abdominal cir-

idiopathic pulmonary fibrosis: A single arm, non-

cumference ratio for prediction of small-for-gesta-

randomized prospective clinical trial

tional-age birth: A retrospective study

特発性肺線維症急性増悪に対する遺伝子組み換えトロン

SGA（small-for-gestational-age）児出生の予測因子と

ボモジュリン製剤の効果

しての胎児超音波所見―頭囲/腹囲比（HC/AC）の有用
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性についての後方視的検討―

マーカによる早期診断

Toho J Med 3：17―25，2017

Toho J Med 3：26―33，2017

指導：與田仁志（東邦大・医・大森新生児教授）

指導：落合亮一（東邦大・医・大森麻酔教授）

主査：小原

主査：相川

明，副査：中田雅彦，盛田俊介，森田峰人，

片桐由起子
甲 576

佐

藤

悠

厚，副査：小竹良文，北村享之，長谷弘記，

酒井
太

甲 580

（東邦大・医・佐倉糖代内）29．3．28

横

謙

山

浩

史

（東邦大・医・薬理）29．3．28

Cardio-ankle vascular index is independently asso-

Pharmacological characterization of microminipig

ciated with future cardiovascular events in outpa-

as a model to assess the drug-induced cardiovascu-

tients with metabolic disorders

lar responses for non-clinical toxicity and/or safety

代 謝 異 常 を 持 つ 外 来 患 者 に お い て 血 管 機 能 Cardio-

pharmacology studies

Ankle Vascular Index は将来の心血管イベントと独立

非臨床毒性および安全性薬理試験における薬物性心血管

して関連する

反応の評価モデルとしてのマイクロミニピッグの薬理学

J Atheroscler Thromb 23：596―605，2016

的特徴づけ

指導：龍野一郎（東邦大・医・佐倉糖代内教授）

J Toxicol Sci 42：93―101，2017

主査：弘世貴久，副査：池田隆德，武城英明，並木

温，

諸井雅男
甲 577

新

井

典

指導：杉山

篤（東邦大・医・薬理教授）

主査：赤坂喜清，副査：舘田一博，赤羽悟美，池田隆德，
岳

諸井雅男

（東邦大・医・大森消内，佐倉消内）29．3．28
Level of fecal calprotectin correlates with severity

坪

乙 2710

田

貴

也

（東邦大・医・大森循内）29．2．20

of small bowel crohn＇s disease, measured by bal-

Association of repeated defibrillation with out-

loon-assisted enteroscopy and computed tomogra-

comes for out-of-hospital cardiac arrest associated

phy enterography

with ventricular fibrillation

便中カルプロテクチン濃度はバルーン小腸内視鏡や CT

心室細動を呈する院外心肺停止患者に対する除細動回数

エンテログラフィーによって評価された小腸型クローン

の検討

病の重症度と相関する

Toho J Med 2：53―60，2016

Clin Gastroenterol Hepatol 15：56―62，2017

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

主査：諸井雅男，副査：東丸貴信，渡邉善則，杉山

鈴木康夫（同・佐倉消内教授）
主査：瓜田純久，副査：船橋公彦，前谷
甲 578

長

澤

潤

篤，

尾崎重之
容，斉田芳久

平

（東邦大・医・大森神内）29．3．28

乙 2711

山

本

竜

大

（東邦大・医・大森膠原病）29．3．28
Folylpolyglutamate synthase is a major determi-

Prevalence and clinicoradiological analyses of

nant of intracellular methotrexate polyglutamates

patients with Alzheimer disease coexisting multiple

in patients with rheumatoid arthritis

microbleeds

葉酸ポリグルタメート合成酵素は，関節リウマチ患者の

多発性脳微小出血を有するアルツハイマー病患者の臨床

細胞内メトトレキサートポリグルタメート濃度を調整す

放射線学的特徴

る主要な因子である

J Stroke Cerebrovasc Dis 23：2444―2449，2014

Sci Rep 6：35615，2016

指導：岩崎泰雄（東邦大・医・大森神内教授）

指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）

主査：藤岡俊樹，副査：水野雅文，瓜田純久，寺原敦朗，

主査：杉山

甲 579

鎌

田

高

篤，副査：亀田秀人，中野裕康，近藤元就，

赤坂喜清

榊原隆次
彰

（東邦大・医・大森麻酔，川崎幸病院・麻酔）29．3．28

乙 2712

中

川

知

亮

（東邦大・医・大森小児）29．3．28

Use of urinary biomarkers for early diagnosis of

Endogenous IL-17 as a factor determining the

acute kidney injury after descending thoracic aorta

severity of Clostridium difficile infection in mice

surgery

クロストリジウムディフィシル感染症の重症度決定に関

胸部下行大動脈置換術に伴う急性腎障害の尿中バイオ

わる内因性インターロイキン 17
東邦医学会雑誌・2017 年 9 月

（35）193

赤坂喜清，亀田秀人

J Med Microbiol 65：821―827，2016
指導：小原
佐地

容，中野裕康，

岡住慎一
乙 2713

近

藤

亀

道

生

（東邦大・医・大森消内）29．5．25

勉（同・心血管病研究先端統合教授）

主査：瓜田純久，副査：近藤元就，前谷

髙

乙 2716

明（東邦大・医・大森小児教授）

Th2 dominance might induce carcinogenesis in
patients with HCV-related liver cirrhosis

康

C 型関連肝疾患症例において Th2 細胞優位は発癌を誘導

介

するかもしれない

（東邦大・医・大森脳外）29．4．27
Comparison between quantitative stiffness mea-

Anticancer Res 36：4529―4536．2016

surements and ultrasonographic findings of fresh

指導：住野泰清（東邦大・医・大森消内教授）
永井英成（同・大森消内准教授）

carotid plaques
新鮮頸動脈プラークの硬度と術前超音波所見との比較

主査：瓜田純久，副査：島田英昭，近藤元就，岡住慎一，
中野裕康

Ultrasound Med Biol 43：138―144，2017
指導：周郷延雄（東邦大・医・大森脳外教授）
主査：渡邉善則，副査：岩渕

聡，藤岡俊樹，並木

東丸貴信
乙 2714

鈴

木

片

乙 2717
温，

桐

敏

雄

（東邦大・医・大森一般消外）29．6．19
Feasibility and technique for transvaginal natural

理

代

orifice transluminal endoscopic surgery liver resec-

（東邦大・医・佐倉循内）29．4．27

tion: A porcine model

Frequency of coronary artery stenosis in patients

ブタモデルによる経腟的 NOTES 肝切除術の手術手技と

with asymptomatic familial hypercholesterolemia

有用性

and its association with carotid intimal thickness

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 27：e6―11，2017

and cardio-ankle vascular index

指導：金子弘真（東邦大・医・大森一般消外教授）

無症候性家族性高コレステロール患者の冠動脈狭窄の頻

主査：岡住慎一，副査：五十嵐良典，草地信也，

度と頸動脈硬化および CAVI との相関について
Res Rep Clin Cardiol 7：83―90，2016
指導：鈴木康夫（東邦大・医・佐倉内科教授）
主査：諸井雅男，副査：澁谷和俊，池田隆德，中村正人，
武城英明
乙 2715

関

谷

瓜田純久，島田英昭
乙 2718

二

瓶

大

（東邦大・医・大森腎臓）29．6．19
Efficacy of tonsillectomy for the treatment of
immunoglobulin A nephropathy recurrence after

潔

史

kidney transplantation

（東邦大・医・大森呼内）29．5．25

腎移植後の再発性 IgA 腎症に対する口蓋扁桃摘出術の有

Severe or life-threatening asthma exacerbation:

効性

Patient heterogeneity identified by cluster analysis

Renal Replacement Therapy DOI：10.1186/s41100-016-

重症または致死的喘息発作：クラスター分析によって同

0090-7

定される患者特異性

指導：酒井

Clin Exp Allergy 46：1043―1055，2016

主査：長谷弘記，副査：中島耕一，和田弘太，吉川

指導：本間

栄（東邦大・医・大森呼内教授）

主査：松瀬厚人，副査：海老原
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覚，中野裕康，

謙（東邦大・医・大森腎臓教授）

近藤元就

衛，

