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学位授与

指導：斉田芳久（東邦大・医・大橋一般消外教授）
主査：金子弘真，副査：島田英昭，舘田一博，岡住慎一，
2016. 1～2016. 6

加藤良二
甲 527

甲 523

鳥

羽

崇

仁

高

松

諒

（東邦大・医・大森整外）28．3．29

（東邦大・医・大森消内，弘前大・大学院・医学研究科・

A comparison of the surgical invasiveness of con-

病理生命科学）28．3．29

ventional discectomy and micro-endoscopic discec-

Histological phenotype is correlated with the wall-

tomy for lumbar disc herniation, based upon

invasion pattern of gallbladder adenocarcinoma

inflammatory cytokines and degree of pain

胆嚢癌における壁浸潤様式と組織学的形質の相関

腰椎椎間板ヘルニアに対する conventional discectomy

Biomed Res 35：295―302，2014

と microendoscopic discectomy の 手 術 侵 襲 の 比 較

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

検討

主査：澁谷和俊，副査：前谷

J Spine Res 6：892―898，2015

容，金子弘真，三上哲夫，

指導：高橋

島田英昭
甲 524

片

木

淳

寛（東邦大・医・大森整外教授）

主査：金子弘真，副査：落合亮一，周郷延雄，武者芳朗，
池上博泰

（東邦大・医・薬理）28．3．29
Why can dl-sotalol prolong the QT interval in vivo

甲 528

岡

本

陽

祐

despite its weak inhibitory effect on hERG K chan-

（東邦大・医・大森消内，東邦大・大学院・医学研究科・

nels in vitro? Electrophysiological and pharmaco-

臨床腫瘍，獨協医大・医・病理（人体分子））28．3．29

kinetic analysis with the halothane-anesthetized

Effect of skip lymphovascular invasion on hepatic

guinea pig model

metastasis in colorectal carcinomas

なぜ dl-sotalol は in vitro で hERG K＋チャネル阻害作

大腸癌肝転移における非連続性脈管侵襲の影響

用が弱いにも関わらず in vivo で QT 間隔を延長するの

Int J Clin Oncol 20：761―766，2015

か？ハロセン麻酔モルモットを用いた電気生理学的およ

指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

び薬物動態学的解析

主査：澁谷和俊，副査：鈴木康夫，前谷

＋

島田英昭

Cardiovasc Toxicol 16：138―146，2016
指導：杉山

篤（東邦大・医・薬理教授）

主査：池田隆德，副査：佐地

勉，赤羽悟美，諸井雅男，

盛田俊介
甲 525

浅

川

貴

容，船橋公彦，

甲 529

岡

了

（東邦大・医・佐倉泌尿）28．3．29
Effect of androgen deprivation therapy on arterial

介

（東邦大・医・大橋腎臓）28．3．29

stiffness and serum lipid profile changes in patients
with prostate cancer: A prospective study of initial

Change over the last decade in carotid atheroscle-

6-month follow-up

rosis in patients with end-stage kidney disease

前立腺癌患者におけるアンドロゲン除去療法施行時の

末期腎臓病患者における臨床背景の経年的変化と頸動脈

動脈硬化ならびに血清脂質変化に与える影響についての

硬化の変遷

初期 6 カ月前向き研究

Atherosclerosis 240：535―543，2015

Int J Clin Oncol 21：389―396，2016

指導：長谷弘記（東邦大・医・大橋腎臓教授）

指導：鈴木啓悦（東邦大・医・佐倉泌尿教授）

主査：池田隆德，副査：龍野一郎，盛田俊介，東丸貴信，

主査：中島耕一，副査：関戸哲利，島田英昭，弘世貴久，
武城英明

武城英明
甲 526

小

林

信

（東邦大・医・大橋一般消外）28．3．29

甲 530

山

口

和

久

（東邦大・医・大森消内，愛知県がんセン・中央病院・

Randomized clinical trial of skin closure by subcu-

薬物療法部）28．3．29

ticular suture or skin stapling after elective

A single-arm phase Ⅱ trial of combined chemo-

colorectal cancer surgery

therapy with S-1, oral leucovorin, and bevacizumab

待機的結腸直腸癌における真皮縫合とステープラーに

in heavily pre-treated patients with metastatic

よる閉創方法の無作為化臨床試験

colorectal cancer

Br J Surg 102：495―500，2015

標準治療終了後の大腸癌症例に対する S1＋ロイコボリ
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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ン＋ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

甲 536

福

武

勝

典

（東邦大・医・大森整外，大森病院病理）28．3．29

BMC Cancer 15：601，2015
指導：五十嵐良典（東邦大・医・大森消内教授）

Investigation of ossification in the posterior longi-

主査：鈴木康夫，副査：船橋公彦，前谷

tudinal ligament using micro-focus X-ray CT scan-

甲 531

容，斉田芳久，

島田英昭

ning and histological examination

鹿

マイクロ CT および組織学的検索による後縦靭帯内骨化

野

孝太郎

の解析

（東邦大・医・大森膠原病）28．3．29
Efficacy of Vitamin K2 for glucocorticoid-induced

Diagn Pathol 10：205，2015

osteoporosis in patients with systemic autoimmune

指導：高橋

澁谷和俊（同・大森病院病理教授）

diseases
全身性自己免疫疾患患者におけるステロイド性骨粗鬆症

主査：武者芳朗，副査：周郷延雄，佐藤二美，赤坂喜清，

に対するビタミン K2 の有効性

髙橋
甲 537

Intern Med 55：1997―2003，2016
指導：川合眞一（東邦大・医・大森膠原病教授）
高橋
卜

部

寛
尚

渡

辺

啓
雄

大

（東邦大・医・薬理）28．3．29

主査：龍野一郎，副査：土谷一晃，亀田秀人，赤羽悟美，
甲 532

寛（東邦大・医・大森整外教授）

Intravenous administration of apomorphine does
not induce long QT syndrome: Experimental evi-

久

dence from in vivo canine models
Apomorphine は薬物性 QT 延長症候群を誘発しない：

（東邦大・医・大森呼内）28．3．29
Molecular epidemiologic analysis of a Pneumocystis

ハロセン麻酔犬モデルおよび慢性房室ブロック犬モデル

pneumonia outbreak among renal transplant

での評価

patients

Basic Clin Pharmacol Toxicol 116：468―475，2015

腎移植患者における Pneumocystis 肺炎集団感染の分子

指導：杉山

篤（東邦大・医・薬理教授）

疫学的解析

主査：杉

薫，副査：池田隆德，赤羽悟美，東丸貴信，

並木

Clin Microbiol Infect 22：365―371，2016
指導：本間

甲 538

栄（東邦大・医・大森呼内教授）

主査：相川 厚，副査：松瀬厚人，中野裕康，宍戸清一郎，
宮㟢修一
甲 533

清

水

俊

戸

部

温
美

起

（東邦大・医・大森精神）28．4．25
Characteristics of motivation and their impacts on

博

the functional outcomes in patients with

（東邦大・医・大森泌尿）28．3．29

schizophrenia

Derivation of integration-free iPSCs from a Kline-

統合失調症患者における動機づけの特性および社会的機

felter syndrome patient

能に対する影響について

遺伝子挿入のないクラインフェルター症候群患者からの

Compr Psychiatry 65：103―109，2016

iPS 細胞の誘導

指導：水野雅文（東邦大・医・大森精神教授）

Reprod Med Biol 15：35―43，2016

主査：黒木宣夫，副査：長谷川友紀，端詰勝敬，西脇祐司，
中野弘一

指導：中島耕一（東邦大・医・大森泌尿教授）
主査：森田峰人，副査：鈴木啓悦，関戸哲利，杉山

篤，

田

中

英

中

山

隆

之

（東邦大・医・大橋整外）28．6．23

中野裕康
甲 534

甲 539

樹

（東邦大・医・総診）28．3．29

The significance of rectus femoris for the favorable
functional outcome after total femur replacement

A mathematical model of the pathophysiology of

全大腿骨置換術後の良好な患肢機能における大腿直筋の

reflux esophagitis

重要性

数理モデルにおける逆流性食道炎の検討

Plast Reconstr Surg Glob Open 4：e630，2016

Toho J Med 2：8―15，2016

指導：武者芳朗（東邦大・医・大橋整外教授）

指導：瓜田純久（東邦大・医・総診教授）

主査：土谷一晃，副査：大西

主査：島田英昭，副査：片田夏也，五十嵐良典，西脇祐司，
村上義孝

63 巻 3 号

高橋

寛

清，高橋

啓，佐藤二美，
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乙 2690

大

嶋

陽

幸

（RalA）抗体の臨床的意義

（東邦大・医・大森一般消外）28．1．21

Esophagus 13：167―172，2016

NY-ESO-1 autoantibody as a tumor-specific bio-

指導：島田英昭（東邦大・医・大森一般消外教授）

marker for esophageal cancer: Screening in 1969

主査：前谷

三上哲夫

patients with various cancers
抗 NY-ESO-1 抗体は食道癌の特異的腫瘍マーカーである：
1969 例の各癌種におけるスクリーニングより

容，副査：瓜田純久，岡住慎一，片田夏也，

乙 2695

髙

林

一

浩

（東邦大・医・大橋一般消外）28．4．25

J Gastroenterol 51：30―34，2016

Diagnostic potential of near-infrared Raman spec-

指導：島田英昭（東邦大・医・大森一般消外教授）

troscopy for colon cancer

主査：前谷

ラマン分光法による大腸癌診断の可能性

容，副査：瓜田純久，岡住慎一，
三上哲夫，

片田夏也
乙 2691

徳

田

Toho Jo Med 1：35―40，2015
暢

子

指導：斉田芳久（東邦大・医・大橋一般消外教授）

（東邦大・医・大橋眼科）28．3．29

主査：金子弘真，副査：前谷 容，船橋公彦，五十嵐良典，
岡住慎一

Size of the optic nerve head and its relationship
with the thickness of the macular ganglion cell
complex and peripapillary retinal nerve fiber layer

乙 2696

山

㟢

健

司

（東邦大・医・大橋循内）28．4．25

in patients with primary open angle glaucoma

High-sensitivity cardiac troponin T level is associ-

原発開放隅角緑内障眼における視神経乳頭サイズと黄斑

ated with angiographic complexity of coronary

部神経節細胞複合体厚，乳頭周囲網膜線維層厚との関連

artery disease: A cross-sectional study

J Ophthalmol DOI：org/10.1155/2015/186249

高感度心筋トロポニン T 値と冠動脈病変の血管造影上の

指導：富田剛司（東邦大・医・大橋眼科教授）

複雑性との関連

主査：堀

Heart Vessels 31：890―896，2016

裕一，副査：前野貴俊，藤岡俊樹，岩崎泰雄，

黒田
乙 2692

指導：杉

松

優
島

康

二

主査：池田隆德，副査：渡邉善則，諸井雅男，杉山

チタン製インプラントを用いた甲状軟骨形成術Ⅰ型に
ついての検討

乙 2697

佐々木

優

子

（東邦大・医・大森耳鼻）28．4．25
118：1027―1036，2015

慢性中耳炎に対する内視鏡下の鼓室形成術Ⅰ型の検討―

指導：枝松秀雄（東邦大・医・大森耳鼻教授）

Minimally invasive surgery の有用性―

主査：大西 清，副査：海老原 覚，鈴木光也，吉川 衛，

耳鼻展望

乙 2693

篤，

東丸貴信

（東邦大・医・大森耳鼻）28．3．29

日耳鼻会報

薫（東邦大・医・大橋循内教授）

林

明照

岩

㟢

59：19―25，2016

指導：枝松秀雄（東邦大・医・大森耳鼻教授）
昌

樹

主査：金子弘真，副査：鈴木光也，吉川

（東邦大・医・大橋腎臓）28．4．25
Declining prevalence of coronary artery disease in
incident dialysis patients over the past two decades

衛，佐藤二美，

落合亮一
乙 2698

長

島

義

宜

（東邦大・医・大橋循内）28．4．25

過去 20 年間で透析導入患者における冠動脈疾患の有病

Utility of the SYNTAX score in predicting outcomes

率は減少している

after coronary intervention for chronic total

J Atheroscler Thromb 21：593―604，2014

occlusion

指導：長谷弘記（東邦大・医・大橋腎臓教授）

慢性完全閉塞病変の治療結果予測におけるシンタックス

主査：池田隆德，副査：相川

スコアの有用性

厚 , 諸井雅男，宍戸清一，

渡邉善則
乙 2694

名

波

Herz 40：1090―1096，2015
竜

規

（東邦大・医・大森一般消外）28．4．25

指導：杉

主査：池田隆德，副査：渡邉善則，東丸貴信，本村
杉山

Clinical significance of serum autoantibodies
against Ras-like GTPases, Ralin patients with
esophageal squamous cell carcinoma
食道扁平上皮癌患者における血清抗 Ras-like GTPases

薫（東邦大・医・大橋循内教授）

乙 2699

小

昇，

篤
島

泰

子

（東邦大・医・大森小児，女医大・大学院・循環器小児）
28．4．25
東邦医学会雑誌・2016 年 9 月
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Analysis of genetic mutations related to TGF-β/BMP
signaling in children and adults with pulmonary

乙 2702

野

中

哲

（東邦大・医・大橋消内，国立がん研セン・中央病院・

arterial hypertension

内視鏡）28．6．23

成人および小児 PAH における TGF-β 経路関連疾患遺伝

Clinical outcome of endoscopic resection for non-

子の解析

ampullary duodenal tumors

Toho J Med 1：23―31，2015

非乳頭部十二指腸腫瘍に対する内視鏡切除の治療成績

指導：佐地

勉（東邦大・医・大森小児教授）

主査：澁谷和俊，副査：本間
乙 2700

伊豫田

明

蓮

寛

舎

栄，盛田俊介，関根孝司，

Endoscopy 47：129―135，2015
指導：前谷

容（東邦大・医・大橋消内教授）

斎藤 豊（国立がん研セン・中央病院・内視鏡科長）
子

（東邦大・医・大森精神）28．4．25

小田一郎（同・内視鏡病棟医長）
主査：五十嵐良典，副査：鈴木康夫，島田英昭，船橋公彦，
瓜田純久

Psychosocial functioning of persons who develop
serious mental illness after exhibiting a somatic
prodrome in adolescence

乙 2703

大牟田

繁

文

（東邦大・医・大橋消内）28．6．23

思春期に前駆症状として身体症状を呈し，後に重症精神

Is endoscopic papillary large balloon dilatation

疾患を発症した者の心理社会的機能

without endoscopic sphincterotomy effective?

Toho J Med 1：62―68，2015

内視鏡的乳頭括約筋切開術を施行しない大バルーン乳頭

指導：水野雅文（東邦大・医・大森精神教授）

拡張術は有効か？

主査：黒木宣夫，副査：関根孝司，端詰勝敬，中野弘一，

World J Gastroenterol 21：7289―7296，2015
指導：前谷

村上義孝
乙 2701

村

松

陽

子

主査：五十嵐良典，副査：島田英昭，鈴木康夫，瓜田純久，
船橋公彦

（東邦大・医・大森呼内）28．5．26
Effect of inhaled N-acetylcysteine monotherapy on
lung function and redox balance in idiopathic pul-

容（東邦大・医・大橋消内教授）

乙 2704

飯

田

泰

明

（東邦大・医・大森整外）28．6．23

monary fibrosis

Evaluation of antimicrobial prophylaxis against

特発性肺線維症における NAC 単独吸入療法の効果と

postoperative infection after spine surgery: Limit of

レドックス制御

the first generation cephem

Respir Investi 54：170―178，2016

脊椎手術後感染における予防抗菌薬の評価―第 1-2 世代

指導：本間

セフェム系抗菌薬の限界―

栄（東邦大・医・大森呼内教授）

主査：松瀬厚人，副査：海老原 覚，中野裕康，伊豫田 明 ,
杉山

篤

J Infect Chemother 22：157―161，2016
指導：高橋

寛（東邦大・医・大森整外教授）

主査：舘田一博，副査：石井良和，西脇祐司，池上博泰，
中川晃一

63 巻 3 号

