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学位授与

neutrophils isolated from Kawasaki disease
小児における好中球 TLR2，TLR4 発現と川崎病との関係
2014. 7～2014. 12

Pediatr Allergy Immunol Pulmonol 27：24―29，2014
指導：佐地

甲 509

中

野

千

裕

勉（東邦大・医・大森小児教授）

主査：舘田一博，副査：與田仁志，近藤元就，中野裕康，

（東邦大・医・大森呼内）26．7．24

盛田俊介

Utility of MostGraph and fractional exhaled nitric

乙 2669

大和田

聡

子

（東邦大・医・佐倉耳鼻）26．7．24

oxide measurement in chronic cough
慢性咳嗽におけるモストグラフ法と呼気 NO 測定意義に

The relationship between vasomotor symptoms and

ついての検討

menopause-associated dizziness

J Med Soc Toho 61：81―91，2014

血管運動神経症状と閉経期めまいの関連

指導：本間

Acta Otolaryngol 134：146―150，2014

栄（東邦大・医・大森呼内教授）

主査：海老原覚，副査：松瀬厚人，中野裕康，伊豫田明，
草地信也
乙 2665

小

峰

指導：鈴木光也（東邦大・医・佐倉耳鼻教授）
主査：森 田峰人，副査：枝松秀雄，吉川

由美子

衛，

久布白兼行，池田隆德
乙 2670

（東邦大・医・大森小児）26．8．26
Maternal consumption of Lactobacillus rhamnosus

伊

賀

淳

（東邦大・医・大森循内）26．10．21

GG yogurt during pregnancy promotes bifidobacte-

Transradial versus transfemoral coronary inter-

ria growth in intestinal microflora of infants

vention for acute myocardial infarction compli-

妊婦の Lactobacillus rhamnosus GGヨーグルト摂取に

cated by cardiogenic shock: Is transradial coronary

よる乳児期早期の腸内 Bifidobacterium 属菌形成促進

intervention suitable for emergency PCI in high-

J Med Soc Toho 61：3―12，2014

risk acute myocardial infarction?

指導：佐地

心原性ショックを合併した急性心筋梗塞患者に対する橈

勉（東邦大・医・大森小児教授）

主査：舘田一博，副査：森田峰人，瓜田純久，與田仁志，
乙 2666

難波江

骨動脈穿刺および大腿動脈穿刺による冠動脈インターベ
ンションの比較：橈骨動脈穿刺による冠動脈インターベ

関根孝司
功

ンションは危険度の高い急性心筋梗塞に対する緊急 PCI

二

として適しているか？

（東邦大・医・公衆衛生）26．7．24
Estimating the risk of parvovirus B19 infection in

J Invasive Cardiol 26：196―202，2014

blood donors and pregnant women in Japan

指導：池田隆德（東邦大・医・大森循内教授）

日本の献血者および妊婦におけるパルボウイルス B19

主査：杉

感染のリスク推定

尾㟢重之

PLoS One DOI：10.1371/journal.pone.0092519
指導：長谷川友紀（東邦大・医・公衆衛生教授）
主査：西脇祐司，副査：舘田一博，杉山

篤，石井良和，

森田峰人
乙 2667

荻

野

薫，副査：東丸貴信，中村正人，渡邉善則，

乙 2671

安

樂

礼

子

（東邦大・医・大橋眼科）26．10．21
Baseline thickness of macular ganglion cell complex predicts progression of visual field loss

晶

弘

（東邦大・医・大森形成）26．8．26

ベースラインの黄斑部網膜神経節複合体厚は視野障害の
進行を予測する

Vascular waveform analysis of flap-feeding vessels

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 252：109―115，2014

using color doppler ultrasonography

指導：富田剛司（東邦大・医・大橋眼科教授）

超音波カラードプラを用いた皮弁栄養血管波形解析

主査：前野貴俊，副査：堀

指導：大西
主査：林

清（東邦大・医・大森形成教授）
明照，副査：渡邉善則，中村正人，尾㟢重之，

島田英昭
乙 2668

三

井

裕一，藤岡俊樹，岩崎泰雄，

周郷延雄

Plast Surg Int DOI：10.1155/2014/249670
乙 2672

永

山

大

二

（東邦大・医・佐倉糖代内）26．10．21
Effects of serotonin on expression of the LDL recep-

一

賢

（東邦大・医・大森小児）26．7．24
Increased TLR2 and TLR4 expression in peripheral

tor family member LR11 and 7-ketocholesterolinduced apoptosis in human vascular smooth muscle cells

（71）71

セロトニンがヒト血管平滑筋細胞における LR11 発現

指導：寺田一志（東邦大・医・佐倉放射教授）

と，7-ketocholesterol が誘発するアポトーシシスに与

主査：中村正人，副査：東丸貴信，岩渕

える影響
Biochem Biophys Res Commun 446：906―910，2014
指導：龍野一郎（東邦大・医・佐倉糖代内教授）
主査：東丸貴信，副査：本村
杉山
乙 2673

北

聡，盛田俊介，

赤坂喜清

昇，池田隆德，盛田俊介，

篤
村

乙 2674

佐々木

雄

毅

（東邦大・医・大森心血外）26．11．27
The in vitro research of bacterial invasion of prosthetic vascular grafts: Comparison of elastomer-

範

子

（東邦大・医・佐倉放射）26．10．21

sealed and gelatin-coated Dacron vascular grafts
人工血管への細菌進入に関する研究：エラストマーシー

Basic fibroblast growth factor as a potential stent

ルドダクロンとゼラチンコーティングダクロンの比較

coating material inducing endothelial cell

Surg Today 44：1542―1547，2014

proliferation

指導：渡邉善則（東邦大・医・大森心血外教授）

次世代薬剤溶出性ステント開発における基礎検討～

主査：金子弘真，副査：澁谷和俊，周郷延雄，石井良和，

bFGF の血管壁細胞に対する反応性評価
J Atheroscler Thromb 21：477―485，2014

尾㟢重之

