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学位授与

高度近視に伴う黄斑円孔網膜剥離に対する内境界膜翻転
法の長期予後



2017. 7～2017. 12

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 255：1101―1106，2017
指導：前野貴俊（東邦大・医・佐倉眼科教授）

小

乙 2719

倉

剛

久

主査：堀

（東邦大・医・大橋膠原病）29．8．24

乙 2723

Comparison of ultrasonographic joint and tendon

裕一，副査：鈴木光也，富田剛司，和田弘太

片

山

雄

三

（東邦大・医・大森心血外）29．10．26

findings in hands between early, treatment-naïve

Cryoprecipitate may reduce the need for blood

patients with systemic lupus erythematosus and

products during congenital heart surgery

rheumatoid arthritis

クリオプレシピテートは先天性心疾患に対する手術にお

全身性エリテマトーデスおよび関節リウマチ早期，未治

ける輸血使用量を削減しうる

療患者における超音波検による手の関節/腱病変の比較

Toho J Med 3：10―16，2017

Lupus 26：707―714，2017

指導：渡邉善則（東邦大・医・大森心血外教授）

指導：亀田秀人（東邦大・医・大橋膠原病教授）

主査：小原

主査：南木敏宏，副査：石河

晃，池上博泰，中川晃一，

武者芳朗
牧

乙 2720

野

乙 2724
敏

之

明，副査：與田仁志，船橋公彦，尾崎重之，

伊豫田

明

吉

安

松

嗣

（東邦大・医・佐倉消化器内科）29．10．26

（東邦大・医・大橋消内，昭和伊南総合病院・消内）29．

Effectiveness of probiotic therapy for the preven-

8．24

tion of relapse in patients with inactive ulcerative

Delayed bleeding following cold snare polypectomy

colitis

for small colorectalpolyps in patients taking anti-

寛解期潰瘍性大腸炎の再燃におけるプロバイオティクス

thrombotic agents

治療の意義

抗血栓薬内服患者におけるコールドポリペクトミーを用

World J Gastroenterol 21：5985―5994，2015

いた小ポリープ切除後の遅発性出血について

指導：鈴木康夫（東邦大・医・佐倉消化器内科教授）

J Clin Gastroenterol

主査：五十嵐良典，副査：前谷

（DOI：10.1097/MCG.0000000000000802）
指導：前谷

斉田芳久

容（東邦大・医・大橋消内教授）

乙 2725

主査：五十嵐良典，副査：鈴木康夫，
斉田芳久，
瓜田純久，
岡住慎一
石

乙 2721

容，瓜田純久，三上哲夫，

平

田

絢

子

（東邦大・医・大橋膠原病）29．11．21
Concordance of patient-reported joint symptoms,

井

匡

physician-examined arthritic signs, and ultra-

（東邦大・医・大橋脳外）29．10．26

sound-detected synovitis in rheumatoid arthritis

Relationship between the direction of ophthalmic

関節リウマチ患者における関節自覚症状，診察所見と，

artery blood flow and ocular microcirculation

超音波所見との一致についての検討

before and after carotid artery stenting

Arthritis Care Res（Hoboken）69：801―806，2017

頚動脈ステント留置術前後における眼動脈血流方向の変

指導：亀田秀人（東邦大・医・大橋膠原病教授）

化と Laser speckle flowgraphy を用いた眼循環に関す

主査：池上博泰，副査：中川晃一，南木敏宏，近藤元就，

る検討

高橋

J Ophthalmol 2016：2530914，2016（DOI：10.1155/
2016/2530914）
指導：岩渕

乙 2722

木

聡（東邦大・医・大橋脳外教授）
裕一，寺田一志，黒田

亨

ment of radiation-induced pneumonitis
放射線肺炎発症の予測因子の解析

太

賀

（東邦大・医・佐倉眼科）29．10．26
Long-term surgical outcomes of the inverted inter-

Ann Thorac Med 12：252―258，2017
指導：松瀬厚人（東邦大・医・大橋呼吸器内科教授）
主査：本間

nal limiting membrane flap technique in highly
myopic macular hole retinal detachment
65 巻 1 号

寛
岸

Analysis of predictive parameters for the develop優，

温
下

山

（東邦大・医・大橋呼吸器内科）29．12．21

主査：周郷延雄，副査：堀
並木

乙 2726

乙 2727

栄，副査：草地信也，五味達哉，武城英明，

伊豫田

明

桐

孝

林

治

62（62）

（東邦大・医・大橋一般消化器外科）29．12．21

吸器管理患者に対する非スクリーニングで予防的な個室

Countermeasures against methicillin-resistant

管理および集団管理

Staphylococcus aureus transmission: Non-screen-

Toho J Med 3：34―40，2017

ing preemptive isolation and cohorting of patients

指導：草地信也（東邦大・医・大橋一般消化器外科教授）

with respiratory tract devices

主査：舘田一博，副査：伊豫田

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌交差感染対策としての呼

明，松瀬厚人，本間

栄，

近藤元就
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