
帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 93 ─

キーワード：感染症、毒素、迅速診断

蛍光標識一本鎖抗体による細菌毒素の
新規迅速検出法の開発

研究の概要
　劇症型感染の原因である細菌の外毒素に対する抗体をベースにした蛍光標識プローブを作製し、迅速
な Point of Care Test の系を確立することです。

研究の背景
　多くの細菌の多剤耐性獲得や高齢化人口の増加に伴って、感染症の診断には迅速さと正確さが求めら
れています。すでにイムノクロマト法などが汎用されていますが、病態が劇症型の疾患であっても頻度
が少ないものに対する免疫診断法は企業の開発対象から外れているのが現状です。化膿レンサ球菌は咽
頭炎や膿痂疹を起こす一方で “ 人喰いバクテリア ” とも呼ばれる程の激しい軟部組織壊死を起こします
が劇症型に移行する要因やタイミングについては不明であり、感染した宿主側の要因と菌側の要因が考
えられます。劇症型となる菌の遺伝子は非劇症型の菌とは外毒素などで遺伝子やその発現量が異なって
いることが考えられます。
　劇症型細菌の外毒素の発現量の解析とその毒素に対する特異的抗体による検出系が出来れば、早期診
断に寄与できます。
　現在、劇症型 A 群溶連菌（Streptococcus pyogenes）、クロストリジウムデイフィシル（Clostridioides 
difficile）の毒素に対するモノクローナル抗体を作製中で、得られた抗体遺伝子を phage-display 法を利
用した一本鎖抗体化し蛍光色素と結合させたプローブを開発中（一本鎖化と蛍光色素結合については東
京工業大学（論文 1, 2）との共同研究）です。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　劇症型細菌の外毒素に対する特異的抗体による検出系が出来れば、早期診断に寄与できます。
　また本迅速診断系は、大きな検出機器が不要なためベッドサイドや処置室での Point of Care Test
に利用可能です。

知的財産・論文・学会発表など
　帝京 Branding Project: グローバルな視点からの危機管理 3 カテゴリー（事故、災害、テロ）の学
際的エビデンスの構築「新規細菌毒素迅速検出用のモノクローナル抗体作製」
1: 上田宏　免疫反応を測定できる光る抗体 -Q-body の誕生秘話 - 現代化学 2014　No. 518 pp.32-36.
2:  R. Abe et al., J. Am. Chem. Soc. 2011 133, p17386.
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（引用図：論文1,2 より)
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キーワード：カフェイン、キサンチン誘導体、神経保護効果

カフェインとキサンチン誘導体の
神経保護作用に関する研究

研究の概要
　当研究室では、カフェインとその最終代謝物である尿酸が神経細胞のグルタチオン（GSH) を上昇させ
ることにより神経保護効果を示すことを見出しました。その作用はグルタチオンの材料であるシステイ
ンの細胞内への取り込みを促進することであり、これにはアミノ酸トランスポーターの EAAC1 の機能が
関わっています。（Neuroscience 2011）
　本研究ではカフェインの基本構造であるキ
サンチン骨格に焦点を当て、システインの取
り込みを促進する新規の神経保護作用薬の探
索を行っています。

研究の背景
　パーキンソン病やアルツハイマー病などの
神経変性疾患において初期の GSH の減少が病
気の進行に関わることが報告される一方で、
疫学調査では 1 日に数杯のコーヒーの摂取
が神経変性疾患の発症率を低下させることが
示されています。本研究ではコーヒーに含ま
れるカフェインやその代謝物が神経細胞内の
GSH を増加することによって神経保護効果を
示し、神経変性疾患の発症抑制に重要な役割
を担っているのではないかと考えました。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　カフェインは神経保護に関わる EAAC1 の促進作用以外にアデノシン受容体阻害作用や高濃度でホス
ホジエステラーゼ（PDE）阻害活性を持つことにより、用量依存的に痙攣などの副作用を発症するリス
クがあることから、EAAC1 特異的なより副作用の少ない新しい神経保護薬の探索を目指しています。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）：Aoyama K, Matsumura N, Watabe M, Wang F, Kikuchi-Utsumi K, Nakaki T. Caffeine 
and uric acid mediate glutathione synthesis for neuroprotection. Neuroscience. 2011 May 5;181:206-
15. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.02.047. 
国際学会発表（最新の研究成果）： Nobuko Matsumura, Koji Aoyama and Toshio Nakaki. Paraxanthine 
elevates cysteine uptake in hippocampus slice. 18th World Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology, Kyoto, Japan, July 1-6, 2018.
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研究の背景：

医療



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 95 ─

キーワード：抗凝固薬・抗血小板薬・微小血栓塞栓症

抗凝固薬・抗血小板薬の周術期管理と
微小血栓塞栓症の関係性に関する研究

研究の概要
　周術期に抗凝固薬・抗血小板薬をヘパリンで置換する様々な方法の有効性と安全性を
微小血栓・塞栓レベルで評価することです。

研究の背景
　脳梗塞等の発症リスクが高い患者は血液を固まりにくくにする抗凝固薬・抗血小板薬を内服します。
このような患者が出血リスクのある侵襲的処置を受ける場合、コントロールしやすい点滴製剤であるヘ
パリンで代用し侵襲的処置に備えます。出血するリスクと血が固まって脳梗塞等を発症するリスクを天
秤にかけて管理を行うわけです。しかしその方法やタイミング・安全性に関して確立したガイドライン
は存在せず、症状を伴わない微小塞栓症においてはほぼ報告がないのが現状です。

過去類似研究との相違
　微小塞栓を超音波で観察する場合、経頭蓋超音波装置（Transcranial doppler）を長年使用して中大脳
動脈の圧波形を観察していました。しかしアジア人・高齢者ではそもそも中大脳動脈圧波形描出が困難

である点、手技習得に時間を要する点などが問題とさ
れていました。
　本研究で使用する FURUHATA® は左右の総頚動脈
を測定するため、年齢・人種に関係なく高い成功率で
測定が可能となりました。

研究の概要
　約 60 例を目標に前向き観察研究を行なっています。
　下記のプロトコールに則り、周術期を通じて High 
Intensity Transient Signals; HITS の個数を測定するこ
とで、周術期塞栓症発生率を無症候レベル・微小レベ
ルを含めて評価します。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　Heparin Bridge のリスクを微小塞栓レベルで評価することで、適切な周術期管理につながります。

キーワード：抗凝固薬・抗血小板薬・微小血栓塞栓症

キーワード： 抗凝固薬・抗血小板薬・微小血栓塞栓症キーワード： 抗凝固薬・抗血小板薬・微小血栓塞栓症

研究の目的

研究の背景

抗凝固薬・抗血小板薬の周術期管理と
微小血栓塞栓症の関係性に関する研究

医学部 麻酔科学講座 助手

荒武 俊伍 ARATAKE, Shungo

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
なし

（写真）
医療

研究の概要
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左上：FURUHATA 本体の写真。
右上：総頚動脈に沿うようにエコープローベを装
着し一定時間測定します。
下：頚動脈圧波形。動脈波形に一部 High Intensity 
Transient Signals; HITS が観察される。
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キーワード：移植・免疫・血管外科・細胞治療

慢性拒絶反応における
制御性 T 細胞療法の有効性の検討

研究の目的
　ドナー抗原反応性制御性 T 細胞（Treg）による慢性拒絶反応・抗体関連拒絶反応の制御法の確立

研究の背景
　急性拒絶反応に関してはシクロスポリン等の免疫抑制薬やステロイドの使用により、一定の制御が可
能になった。しかし、長期生着の重要な因子である免疫寛容維持の機序は解明されておらず、慢性拒絶
反応には特定の治療法が存在しない状態である。マウス移植モデルにおいて、長期生着（100 日以上）
を示した移植心臓は機能的な拍動をしていたが、病理学的評価を行うと、一部の冠動脈に層状の血管炎
や血管閉塞を認め、微小循環障害が考えられた。また、ドナー特異的抗体（DSA）は 100 日目には有意
に上昇しており、病理評価と併せて慢性拒絶反応像の出現が示唆された（右図）。さらに、長期生着群
100 日目のマウス脾臓内の Treg は 30 日後と比較し、明らかに絶対数・割合ともに減少していた。つま
り、一見免疫寛容な状態であっても、微小な
炎症は継続しており、DSA 産生の抑制と Treg
の維持が慢性拒絶の制御法の要となるではと
考えた。

研究方法の概要
・長期生着マウス群の免疫学的評価
・戦略的養子移植による・抗体関連拒絶反応・慢性拒絶反応への効果

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 慢性拒絶反応の制御法の確立は、言い換えれば免疫寛容維持の機序を解明と同義であり、あらゆる

免疫疾患治療に応用可能である。
・ 制御性 T 細胞の安定供給システムや製剤化によって、副作用を伴う特異的、非特異的免疫抑制薬を

最大限減量し、臓器移植機能不全を 1 つでも減少させることを最終目的とする。

知的財産・論文・学会発表など
【論文】Transplantation. 2014, 97, 301-9.
【学会報告】アメリカ移植学会（ボストン）2017.6.11-15
・ Anti-BTLA Antibody (6B2) Induced Prolongation of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allograft 

and Generation of Foxp3+ Regulatory T Cells. M Uchiyama, et al.
・ Indefinite Survival of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allografts by Combination of Anti-

BTLA mAb (6B2) and Anti-PD-1 mAb (PIM-2). M Uchiyama, et al.

キーワード：移植・免疫・血管外科・細胞治療

制御性 T 細胞療法の有効性の検討

URL https://researchmap.jp/mautiya/

TEL 03-3964-1211 E-mail mautiya@med.teikyo-u.ac.jp

UCHIYAMA, Masateru

Transplantation. 2014, 97, 301-9.
2017.6.11-15

Anti-BTLA Antibody (6B2) Induced Prolongation of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allograft and Generation of Foxp3+ 
Regulatory T Cells. M Uchiyama, et al.

Indefinite Survival of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allografts by Combination of Anti-BTLA mAb (6B2) and Anti-PD-1 
mAb (PIM-2). M Uchiyama, et al.

医学部・心臓血管外科学講座　助教
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Transplantation. 2014, 97, 301-9.
2017.6.11-15

Anti-BTLA Antibody (6B2) Induced Prolongation of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allograft and Generation of Foxp3+ 
Regulatory T Cells. M Uchiyama, et al.

Indefinite Survival of Fully MHC-Mismatched Murine Cardiac Allografts by Combination of Anti-BTLA mAb (6B2) and Anti-PD-1 
mAb (PIM-2). M Uchiyama, et al.
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キーワード：尿路感染症、尿中バイオマーカー

尿路感染症における
尿中バイオマーカーの診断精度

研究の概要
・ 高齢者は、慢性疾患をもち、病院への受診・入院機会が増えるため、耐性菌の保菌が増えています。

また肺炎や腎盂腎炎などの発症率も高く、抗菌薬を使用が必要な場面も多くなっています。一方で嚥下・
排痰機能の低下や排尿障害が進行し、喀痰、尿中に細菌が無症候的に常在する例も多くなります。

・ 発熱など感染症を発症したと考えられる状況でも、腎盂腎炎では、白血球尿、細菌尿を診断の根拠の
一つとしますが、特に高齢者では上記のような無症候性細菌尿も多く、診断上の特異度は高くありま
せん。

・ そこで、最近新たに報告されている腎臓の機能障害の指標となる尿バイオマーカーの中で、腎盂腎炎
の診断への有用性を示すような有効な検査がないか取り組んでいます。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 高齢者の主要な感染症である腎盂腎炎に対して、他の非尿路系感染症あるいは無症候性細菌尿と、

採取しやすい検体である尿を用いて、鑑別できるかを検証する研究で、臨床へ応用性の高い研究と
考えています。

・ 複数の尿バイオマーカーに対しての少数例でのパイロット研究で検討を行い、腎盂腎炎が非尿路系
感染症より有意に高いバイオマーカーをいくつか見出しています。

・ 測定の迅速化が実現できれば、高齢者での腎盂腎炎の診断の精度を高め、抗菌薬の適正使用に貢献
できると考えられます。

知的財産・論文・学会発表など
・ 第 93 回日本感染症学会総会・学術講演会にて発表

キーワード：尿路感染症、尿中バイオマーカー
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尿路感染症における
尿中バイオマーカーの診断精度
医学部 内科学講座 准教授

北沢 貴利
URL：http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/infectious/?page_id=2 
連絡先：帝京大学医学部内科学講座

TEL：03-3964-1211 mobile 7645 E-mail：tkitazaw@med.teikyo-u.ac.jp

KITAZAWA, Takatoshi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

•

医療
医学部・内科学講座　准教授

北沢　貴利 KITAZAWA, Takatoshi

URL：http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/infectious/?page_id=2 

医療

板橋キャンパス

キーワード： 尿路感染症、尿中バイオマーカーキーワード： 尿路感染症、尿中バイオマーカー

研究の概要

•

•

•

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

•

•

•

尿路感染症における
尿中バイオマーカーの診断精度
医学部 内科学講座 准教授

北沢 貴利
URL：http://www2.med.teikyo-u.ac.jp/infectious/?page_id=2 
連絡先：帝京大学医学部内科学講座

TEL：03-3964-1211 mobile 7645 E-mail：tkitazaw@med.teikyo-u.ac.jp

KITAZAWA, Takatoshi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

•

医療
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キーワード：腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術

da Vinci Xi Surgical System によるロボット支援下
胃切除手術に関する臨床研究

研究の概要
　視鏡手術支援ロボット (da Vinci Surgical System：下図 ) を使用し行うロボット支援下手術は、（１）
３D 立体下の拡大視効果，（２）手振れ防止機能，（３）多関節機能などにより術後の合併症を減らすこ
とができると言われている。手術支援ロボットによる胃切除手術は現在保険収載されたが 10 例の経験
ある医師が在籍することが条件となっている。当院でも腹腔鏡下手術適応症例である Stage I 胃癌に対し、
da Vinci Xi Surgical System（Intuitive Surgical, inc.）を用いたロボット支援下胃手術を行い安全性の評
価を行う。

研究の目標症例数
　20 例

研究の方法
　術中 ･ 術後有害事象発生率を集計し手術の安全性を評価する。

　　　　https://www.intuitivesurgical.com

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在ロボット手術は、日本内視鏡外科学会の認定する技術認定に合格した医師が所定のトレーニン
グを受けたあと施行することが推奨されており、極めて安全な手術となっている。当院でもより安全
な腹腔鏡下手術である da Vinci Xi Surgical System を使用したロボット支援下胃切除術を健康保険を
使って行うことができることを目指している。

キーワード：腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術

キーワード： 腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術キーワード： 腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術
研究の概要
内視鏡手術支援ロボット(da Vinci Surgical System：下図)を使用し行う

手術支援ロボットによる胃切除手術は現在保険収載されたが10例の経験ある医師が在籍すること
が条件となっている。当院でも腹腔鏡下手術適応症例であるStage I胃癌に対し、da Vinci Xi Surgical System
（Intuitive Surgical, inc.）を用いたロボット支援下胃手術を行い安全性の評価を行う。

研究の目標症例数

研究の方法
術中･術後有害事象発生率を集計し手術の安全性を評価する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

現在ロボット手術は、日本内視鏡外科学会の認定する技術認定に合格した医師が所定のトレーニン
グを受けたあと施行することが推奨されており、極めて安全な手術となっている。当院でもより安
全な腹腔鏡下手術であるda Vinci Xi Surgical Systemを使用したロボット支援下胃切除術を健康保険を使っ
て行うことができることを目指している。

da Vinci Xi Surgical Systemによるロボット支援下
胃切除手術に関する臨床研究

（写真）
医療

医学部 外科学講座 講師

清川 貴志 KIYOKAWA, Takashi
URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=594 

連絡先： 知的財産センター
TEL： 03-3964-1984 E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp 板橋キャンパス

医学部・外科学講座　講師

清川　貴志 KIYOKAWA, Takashi

URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=594 

医療

板橋キャンパスキーワード： 腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術キーワード： 腹腔鏡手術、低侵襲、ロボット手術
研究の概要
内視鏡手術支援ロボット(da Vinci Surgical System：下図)を使用し行う

手術支援ロボットによる胃切除手術は現在保険収載されたが10例の経験ある医師が在籍すること
が条件となっている。当院でも腹腔鏡下手術適応症例であるStage I胃癌に対し、da Vinci Xi Surgical System
（Intuitive Surgical, inc.）を用いたロボット支援下胃手術を行い安全性の評価を行う。

研究の目標症例数

研究の方法
術中･術後有害事象発生率を集計し手術の安全性を評価する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

現在ロボット手術は、日本内視鏡外科学会の認定する技術認定に合格した医師が所定のトレーニン
グを受けたあと施行することが推奨されており、極めて安全な手術となっている。当院でもより安
全な腹腔鏡下手術であるda Vinci Xi Surgical Systemを使用したロボット支援下胃切除術を健康保険を使っ
て行うことができることを目指している。

da Vinci Xi Surgical Systemによるロボット支援下
胃切除手術に関する臨床研究

（写真）
医療

医学部 外科学講座 講師

清川 貴志 KIYOKAWA, Takashi
URL：http://www.teikyo-hospital.jp/doctor/view.html?key=594 

連絡先： 知的財産センター
TEL： 03-3964-1984 E-mail：tttc@med.teikyo-u.ac.jp 板橋キャンパス
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キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠

腕時計型加速度計による小児アトピー性
皮膚炎患者の掻破運動・睡眠の解析

研究の目的
　アトピー性皮膚炎を代表とした小児アレルギー疾患における掻破運動・睡眠の質を客観的に評価する。

研究の背景
　かゆみはアトピー性皮膚炎（AD）の主症状であり、患者 QOL を低下させる因子として重要である。
かゆみは睡眠障害も引き起こし、それによっても患者 QOL は低下する。かゆみ・睡眠の評価は疾患の重
症度や治療効果の判定に有用であり、客観的に評価することが望ましい。しかしながら、かゆみは主観
的な症状であることから、評価は容易ではない。われわれは、この解決となりうる方法として、アクティ
グラフィーを利用している。

研究の概要
　アクティグラフィーは加速度計を内蔵した腕時計型の装置により、睡眠や運動の解析を行う方法である。
　AD 患者の解析では、重症な患者ほど睡眠の質が低下することが示されている（図１)。さらに、われ
われは掻破運動の解析にも応用している。AD 患者は正常に比べて上肢の加速度運動の頻度が高い（図 2）。
われわれは AD の掻破運動は加速度が大きく持続が長いと仮定し、AD では高い AC の出現が多くなると
考え、掻破運動の分離を試みた。ビデオ画像との比較で AC200 以上の頻度が掻破運動と関連があること
が示唆されたため、それをもとに解析を行うと、図 3 のように AC が 200 以上である頻度が AD の重症
度に相関することが示された。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　主観的な症状である「かゆみ」を客観化できる。AD だけではなく、多くのかゆみを生じる疾患に
おいて重症度判定、薬剤や治療法の効果の判定などの臨床応用の可能性がある。また、かゆみ以外の
運動を伴う疾患にも応用可能と考える。可能であれば、かゆみを数値化するスマートウォッチのよう
な装置ができればよいとも考えている。

知的財産・論文・学会発表など
　日本アレルギー学会誌、日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学会、日本小児臨床アレルギー
学会などで報告を行っている。

キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠

キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠

研究の目的

研究の背景

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

腕時計型加速度計による小児アトピー性皮膚炎患者の
掻破運動・睡眠の解析

医学部 小児科学講座 教授

小林茂俊
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~pedi/ 
連絡先：

TEL：03-3964-1211 （33705） E-mail：shige@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI, Shigetoshi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

医学部・小児科学講座　教授

小林　茂俊 KOBAYASHI, Shigetoshi 
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~pedi/ 
              http://www.teikyo-hospital.jp/medical/specialty/pediatricallergies.html

医療

板橋キャンパス

キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠キーワード：アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、掻破、睡眠

研究の目的

研究の背景

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

腕時計型加速度計による小児アトピー性皮膚炎患者の
掻破運動・睡眠の解析

医学部 小児科学講座 教授

小林茂俊
URL：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~pedi/ 
連絡先：

TEL：03-3964-1211 （33705） E-mail：shige@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI, Shigetoshi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療
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キーワード：呼吸器外科麻酔、胸腔内陽圧、呼吸循環

二酸化炭素送気胸腔内陽圧胸腔鏡の
分離肺換気と血行動態に与える影響

研究の概要
【背景】
　二酸化炭素（CO2）送気胸腔内陽圧胸腔鏡は、胸腔鏡補助下食道切除やロボット支援下内胸動脈剥離
などで用いられるが、分離肺換気と血行動態に与える影響について検討が必要であり、データを収集し
解析を行う。

【方法】
　対象は肺小型結節に対する胸腔鏡下肺部分切除に際し CO2 送気胸腔内陽圧によって術側肺を虚脱させ
肺エコー検査で病変の描出を試みた症例である。
　全身麻酔、ダブルルーメンチューブ挿管、麻酔維持はセボフルラン１MAC 相当、レミフェンタニ
ル持続静注 0.2ug/kg/min、分離肺換気設定は FiO2100%、一回換気量 6ml/㎏、呼吸回数 12 回 / 分、
PEEP5mmHg で行った。

【測定項目】
　ピーク胸腔内陽圧
　胸腔内陽圧時間
　平均血圧
　心拍数
　SpO2

　EtCO2

　気道内圧

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　今後ロボット支援下胸腔鏡手術が増えてくる可能性があり、術野の確保のための二酸化炭素（CO2）
送気胸腔内陽圧胸腔鏡の使用頻度も増えてくると予想される。
　麻酔科医としては、二酸化炭素（CO2）送気胸腔内陽圧胸腔鏡時の呼吸循環生理の理解とトラブル
シューティングが必要となってくる。
　この研究を通じて、安全に二酸化炭素（CO2）送気胸腔内陽圧胸腔鏡下手術・麻酔が遂行できるよ
うにしていきたい。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
安田篤史、白井俊、上原浩文、川村雅文、近藤浩史、澤村成史：二酸化炭素送気胸腔内陽圧胸腔鏡の
分離肺換気と血行動態に与える影響。日本麻酔科学会第 65 回学術集会

キーワード：呼吸器外科麻酔、胸腔内陽圧、呼吸循環

医学部・麻酔科学講座　病院准教授

安田　篤史 YASUDA, Atsushi

URL：http://www.teikyo-masui.jp/ikyokuin.html 

医療

板橋キャンパス

キーワード： 呼吸器外科麻酔、胸腔内陽圧、呼吸循環キーワード： 呼吸器外科麻酔、胸腔内陽圧、呼吸循環

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

二酸化炭素送気胸腔内陽圧胸腔鏡の
分離肺換気と血行動態に与える影響

医学部 麻酔科学講座 病院准教授

安田 篤史
URL：http://www.teikyo-masui.jp/ikyokuin.html 
連絡先： 帝京大学医学部麻酔科学講座

TEL：03-3964-1211（病院代表） E-mail：yasuda24@med.teikyo-u.ac.jp

YASUDA, Atsushi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

(A) Before use of CO2 insufflation. (B) After the use of CO2 insufflation, 
complete lung collapse and a dark red tissue are noted.

Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2017) 1–3
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キーワード：地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援

地域における在宅療養支援情報
普及と活用プロジェクト

研究の概要
・ プロジェクトのウェブサイト　がんの在宅療養（http://homecare.umin.jp）において、が

ん患者の家族向けの在宅療養に必要なガイドブックを公開「ご家族のためのがん患者さん
とご家族をつなぐ在宅療養ガイド」

・ アクセス数が 2017 年度後半から急増、今後も在宅療養、緩和ケアに関する知識の普及ニーズが見込
まれる「在宅療養ガイド　概要版」を 2017 年 10 月にパンフレットとして千葉県柏地域周辺に 35 万
枚配布、公共施設、図書館、市区町村、介護福祉施設などでの普及ニーズについては検証を行う必要
がある

・ フォーラムや研修会を各地で実施、提案型のフォーラムや企画、学会や拠点病院、大学や医療機関と
共同開催している。地域での療養を支える仕組みづくりについて、モデル地域で実践したフォーラム・
研修会を全国に提案する（実績：東京、板橋区（板橋サバイバーシップ研究会）、仙台市、大船渡市、
千葉県東葛北部医療圏、出雲市、高松市、沖縄県、鶴岡市など）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・ 地域に根ざした療養支援ネットワークのニーズ地域包括ケアシステムの整備、将来にわたって持続

可能なケアシステムの実現に向けて、がんの在宅医療・療養介護は、地域における幅広い職種のネッ
トワーク化を促す有効なモデル事例となる

・ 医療・看護・介護・福祉はじめ多くの専門職種の学び・継続教育研修のモデルとなりうる
・ 日本癌治療学会がん医療ネットワークナビゲーター、がんサポーティブケア学会などとの連携

知的財産・論文・学会発表など
地域におけるがん患者の緩和ケアと在宅療養情報　普及と活用プロジェクト（http://homecare.umin.jp）
学会発表：日本癌治療学会、日本緩和医療学会、日本がんサポーティブケア学会など
放送大学オンライン講座「がんを知る」「がんとともに生きる」

キーワード：地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援

キーワード： 地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援キーワード： 地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

地域における在宅療養支援情報
普及と活用プロジェクト

医学部 内科学講座（腫瘍内科） 准教授

渡邊 清高
URL： http://homecare.umin.jp/ 
連絡先：帝京大学医学部内科学講座

TEL：03-3964-1211(7293) E-mail：kiyowata@med.teikyo-u.ac.jp

WATANABE, Kiyotaka

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
地域におけるがん患者の緩和ケアと在宅療養情報 普及と活用プロジェクト
学会発表：日本癌治療学会、日本緩和医療学会、日本がんサポーティブケア学会など
放送大学オンライン講座「がんを知る」「がんとともに生きる」

医療医学部・内科学講座（腫瘍内科）　准教授

渡邊　清高 WATANABE, Kiyotaka

URL： http://homecare.umin.jp/ 

医療

板橋キャンパス

キーワード： 地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援キーワード： 地域医療、医療情報、在宅医療、意思決定支援

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

地域における在宅療養支援情報
普及と活用プロジェクト

医学部 内科学講座（腫瘍内科） 准教授

渡邊 清高
URL： http://homecare.umin.jp/ 
連絡先：帝京大学医学部内科学講座
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知的財産・論文・学会発表など
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キーワード：経皮的動脈血炭酸ガス分圧、閉塞型睡眠時無呼吸症候群

経皮的炭酸ガス分圧測定装置の
睡眠時無呼吸症候群における臨床的有用性

研究の背景　睡眠時無呼吸症候群 （SAS） は呼吸障害ばかりでなく、心血管系、脳循環系、代謝内分泌系、
傾眠による事故など種々の疾患や障害に関係しており全身性疾患と考えられている。さらに低酸素血症
ばかりではなく高炭酸ガス血症となっていることが考えられている。患者は終夜のパルスオキシメータ
を用いた SpO2 測定による簡易検査法、または終夜ポリソムノグラフィー （PSG） の検査を受けて OSAS
と診断されると、持続陽圧呼吸 （CPAP） 療法が開始されるのが現在の第一選択治療である。特に SAS と
類似する病態であり、覚醒時にも動脈血中炭酸ガス分圧 （PaCO2） 高値を呈する肥満肺胞低換気症候群 

（OHVS） では覚醒時の呼吸状態の評価 も行う必要があり、動脈血炭酸ガス分圧の状態を知ることは現状
の把握や治療による経過を知るうえで極めて大切なことであるが、現状ではこれらはほとんど行われて
いない。そのため今回我々は非侵襲的、連続的に動脈中の PaCO2 を推測可能な PtcCO2 測定装置（TOSCA 
500TM ） を用いて、初診時における SAS 患者の呼吸状態を検討し、高炭酸ガス血症を評価し、ならびに
非侵襲的呼吸循環モニターとしての臨床的有用性を検討している。

研究の概要　非侵襲的に動脈血炭酸ガス分圧を測定する手段を用い、従来検討されていない下記の
二点について検討を行っている。① SAS 症例では覚醒時に PtcCO2 上昇をきたしているのか。②重症
の SAS 症例では覚醒時に PtcCO2 上昇を示し OHVS と区別できない病態になっているのか。つまり重
症 SAS ≒ OHVS なのかである。今回我々は非侵襲的、連続的に動脈中の PaCO2 を推測可能な PtcCO2

測定装置（TOSCA 500TM ） を用いて、初診時における SAS 患者の呼吸状態を検討し、高炭酸ガス血症
を評価し、ならびに非侵襲的呼吸循環モニターとしての臨床的有用性を検討している。

現時点での成果　PtcCO2 を BMI で分類した結果、BMI が標準の群の平均値は 38.8 torr、肥満度 1 の
群では 39.4 torr、肥満度 2 の群では 39.6 torr、肥満度 3 の群では 39.3 torr と有意差は無かった 。また
AHI での分類では AHI が正常の群の平均値は 42.0 torr、軽度の群では 38.7 torr、中等度の群では 40.5 
torr、高度の群では 39.8 torr となり r2 値は 0.0019、p 値は 0.67 となった。さらに飲酒、喫煙などの
習慣と PtcCO2 との相関を検討してみたが毎日飲酒をする群では PtcCO2 は 39.7torr、機会飲酒の群では
40.3torr、飲酒習慣のない群では 39.0torr、喫煙ありの群では PtcCO2 は 39.8torr、以前喫煙していた群
では 39.3torr、喫煙歴なしの群では 40.3torr とそれぞれ有意差は認めなかった。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この研究は覚醒時に測定した PtcCO2 をもとにしており，今後は夜間の PtcCO2 を連続で測定して
AHI や BMI などの指標との相関を調べる意義があると思われる。今回は SAS 患者の覚醒時の PtcCO2

と AHI および BMI などの指標には有意な相関が得られなかった。つまり，重症の SAS 患者でも覚醒
時には肺胞低換気は起こっておらず，PtcCO2 は正常値を示していることが判明した。このことより，
重症 SAS と OHVS は異なる病態と考えられる。今後は夜間の睡眠中の PtcCO2 が SAS の重症度に関与
していくか検討していくことが必要と考えている。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表　會田啓介　他：経皮的炭酸ガス分圧測定有用性の臨床的検討　第 58 回　日本呼吸器学会
学術講演会　など多数
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キーワード：動脈血炭酸ガス分圧（PaCO2）、呼気終末炭酸ガス分圧（PetCO2）、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)

パルスオキシ・カプノメーターを用いた
呼気終末炭酸ガス分圧測定有効性の検討

研究の背景　経皮的動脈血酸素飽和度（以下 SpO2 と略記）の測定は非常に簡便であり、動脈血採血によら
ず非侵襲的に動脈血酸素分圧（以下 PaO2 と略記）を推測することができるため、PaO2 の代わりとして呼吸器
疾患など各種疾患の病態観察や手術、検査時において臨床的に広く用いられている。しかしながら、動脈血
炭酸ガス分圧（以下 PaCO2 と略記）に関しては、代替となる測定方法が限られたり、動脈血採血に際して侵襲
的であり、被験者に疼痛や合併症のリスクなどの恐れがあることや非連続的な値であることなどが問題になり、
さらに採血技術にも左右されることから頻回に検査することは躊躇されている。一方、呼吸不全患者に特に慢
性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary Disease、以下 COPD と略記）では睡眠時による高炭酸ガ
ス血症の悪化が予想されるため、簡便に非侵襲的で連続的に PaCO2 を推測する方法について検討する意義は
十分にあると考え、新たに導入した非侵襲的に PetCO2 を連続的に測定することが可能な side stream 形式に
よるパルスオキシ・カプノメーター、カプノトウルー ASPTM（Bluepoint meical 社、ドイツ）を用いて PetCO2

測定を行い、その有用性と意義について臨床的に検討した。
研究の概要　当科入院中の COPD を基礎疾患に持つ全身状態の安定している症例を対象として問診、身体
計測、診察、カプノトウルー ASPTM を終夜装着して PetCO2 測定を行った。カプノトウルー ASPTM は phase 
in 社の ISA CO2 アナライザーを内蔵した本体と指尖式 SpO2 センサー、呼気中の水分除去および内蔵バクテ
リアルフィルターによる感染予防を目的とした NOMO アダプターから接続される鼻カニューラで構成される。
ウォーミングアップは 10 秒であり、寸法は 150mm × 75mm × 35mm、重量は電池も含め約 400g である。
PetCO2 は 8 秒ごとに記録され、単独で約 6 時間の連続使用が可能であり 400 時間までのデータ保存が可能
である。
現時点での成果　COPD43 症例（男性 38 例、女性 5 例）、平均年齢 73.7 ± 9.4 歳。平均 PaCO2 46 ± 10.2 
Torr、平均 PetCO2 47.8 ± 12 Torr。平均 BMI 20.1 ± 5.1 kg/m2、平均 mMRC スケール grade2.8 ± 1.1、平
均 %VC 66.5 ± 19%、平均 FEV1.0% 52.3 ± 13.7%、平均 Goddard 分類スコア 16.9 ± 5.3 点であった。
カプノトウルーASPTM で得られた PetCO2 ＋5 Torr（以下PetCO2´と略記）と PaCO2 の間には、R=0.79（P<0.05）
と有意な正の相関関係を認めた。そのうち17 症例で PaCO2 と PetCO2´ に 5 Torr 以上の差が認められた。
PaCO2 ＞ PetCO2´ 群は 4 症例（第Ⅰ群）、PetCO2´ ＞ PaCO2 群は 13 症例（第Ⅱ群）であった。比較検討し
た結果、PaCO2 の値には差はなかったが、Ⅰ群はⅡ群と比較して平均 %VC が低く（52.8 ± 4.1% vs 70.8 ±
18.2%）、平均 mMRC スケール（grade 3.8 ± 0.4 vs grade 2.4 ± 1.4）と平均 Goddard 分類スコア（19.5 ± 2.9
点 vs 14.2 ± 6.1 点）が高い傾向にあった。BMI での有意差は認められなかった（20.1 ± 2.2 vs 21.4 ± 5.7）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　今回、side stream 形式の PetCO2 測定装置カプノトウルー ASPTM を用いて、簡便で連続的に PetCO2
の測定を行うことが可能であり、非侵襲的に PaCO2 を推測することができることが判明した。カプノトウ
ルー ASPTM は、特に COPD 診療における呼吸循環モニターとして臨床的に有用であり、早期の NPPV
導入やタイトレーションに有効であると考えられる。ただし， PetCO2 と PaCO2 と数値の相違を理解したう
えで使用することがよく、数値に疑問を持った場合には、血液ガス分析を実施することが必要である。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表　田中　健　他：COPD におけるパルスオキシ・カプノメーターによる夜間モニタリング有用性の検討
第 58 回　日本呼吸器学会学術講演会　など多数
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キーワード：血液透析、高齢化、サルコペニア、糖尿病、栄養治療

次世代透析の開発

研究の概要
　本邦の血液透析患者数は 33 万人と増え続けています。透析技術の進歩に伴い、患者は 30-40 年にも
およぶ透析生活を送ることが出来るようになりましたが、その長い透析生活において、しばしば合併症
が患者を苦しめます。

　近年高齢者や糖尿病の透析患者が増えています。これらの
患者にとってはサルコペニア（加齢性筋肉脆弱）が最大の合
併症です。これを予防・治療することにより、QOL の高い
透析生活を保障したいというのが本研究の目標です。
　透析は尿毒素だけでなく低分子は全て除去するので、必要
なアミノ酸も漏出してしまいます。この栄養漏出は骨格筋を
分解し、サルコペニアに結びつくものです。透析中の栄養治
療としてアミノ酸製剤を投与することが行われています。
　ところが現行の治療において透析中各種のアミノ酸動態を
検討したところ、透析中におけるアミノ酸製剤の補充にもか
かわらずエネルギー代謝に必須なアラニンやグルタミンなど
が細胞内から大きく漏出することを見出しました。このこと
より、透析患者の栄養補給のためには製剤のアミノ酸組成を
最適化する必要があることが示唆されました。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　日本の血液透析技術の質は世界一で、関連要素技術の蓄積と習熟したノウハウがあります。これを
土台に新規次世代透析の開発と実用化を目指します。アジア諸国への技術移転などが見込まれます。
1.  栄養治療の最適化（透析専用栄養製剤の開発、製剤中アミノ酸組成の最適化）
2.  透析液の開発（至適グルコース濃度検討、アミノ酸、ビオチン、チアミン、カルニチン等の強化）
3.  高度透析治療の開発（合併症のない安定した透析、QOL の高い、生産活動も可能な透析生活）
　  → 製薬会社や検査会社 の協力で商品化を希望します。

知的財産・論文・学会発表など
特許出願： ①「血液透析痙攣抑制剤」　国際特願：P10-0623　出願日：2010.8.30. 発明者：藤原正子、
安藤一郎他、権利者：東北大学、医 ) 宏人会　②「生体試料中のビオチンまたはその関連物質の測定
方法」特願：2013-262185 出願日：2013.12.19 発明者 : 藤原正子、安藤一郎他　権利者：東北大学、
扶桑薬品（株）他。
論文： ① Fujiwara M, Ando I et al. Biochemical evidence of cell starvation in diabetic hemodialysis 
patients. Plos One, 2018, 13(9) ② Fujiwara M, Ando I et al Metabolic responses during hemodialysis 
determined by quantitative 1H NMR spectroscopy. J Pharm Biomed Anal 2015,111, 159-162　 ③
Oguma S, Ando I, Fujiwara M et al. Biotin Ameliorates Muscle Cramps of Hemodialysis Patients: A 
Prospective Trial. Tohoku J Exp Med 2012, 227, 217-223.
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キーワード：DLB、高炭酸ガス換気応答、簡易測定機器

簡易型高炭酸ガス換気応答検査
測定器によるレビー小体型認知症の診断

研究の背景
　レビー小体型認知症 (Dementia with Lewy Bodies: 以下 DLB) は、比較的新しい概念であり、経過中に認知機能障
害の変動、幻視、パーキンソン症状などがみられ、大脳皮質にレビー小体を認めることを病理学的特徴とする進
行性の認知症である。現在、神経病理学的診断によって本疾病アルツハイマー型認知症、血管性認知症とともに
三大認知症と言われている。しかし臨床診断率は 4.3% とされ、15% 前後が見逃され、あるいは誤診されている。
DLB では自律神経調節機能の障害と考えられる失神、起立性低血圧、睡眠障害、尿失禁、便秘などがみられ、繰
り返す心肺停止や突然死をきたす症例もある。我々は DLB に呼吸調節機能障害の一つである高炭酸ガス換気応答
(Hypercapnic Ventilatory Response:HCVR) が異常を示すことを見い出し、報告した。また、HCVR は DLB の初期、
前駆期から異常がみられることも報告されている。

研究の概要
　簡易型換気応答器としてスパイロメータに空気貯留装置を装着したものを作成した。まず、空気貯留装置を未装
着の状態で分時換気量 (VE) を測定する。その後、空気貯留装置を装着し、VE を測定する。呼気が空気貯留装置に
とどまり、その空気を再吸入することにより、徐々に吸気中の炭酸ガス濃度が上昇する。換気応答が正常であれば、
吸気中の炭酸ガス濃度が上昇することで VE が増加する。DLB 患者では異常低値を示すと考えられる。DLB 患者、
呼吸機能・認知機能正常患者それぞれにおいて、空気貯留装置装着前後での終末呼気炭酸濃度 (ETCO2) と分時換気
量 (VE) をプロットしたものである。呼吸機能・認知機能正常患者では ETCO2 上昇とともに VE が増加しているが、
DLB 患者では VE の増加が乏しい傾向にある。

現時点での成果
　DLB 患者、呼吸機能・認知機能正常患者それぞれにおいて、空気貯留装置装着前後での終末呼気炭酸濃度
(ETCO2) と分時換気量 (VE) を HCVR 計測値 ( ⊿ VE/
⊿ PETCO2/BSA(L/m/torr/m2)) として比較検討した。
呼吸機能・認知機能正常患者では ETCO2 上昇ととも
に VE が増加しているが、DLB 患者では VE の増加が
乏しい傾向にある。本研究は現在、症例集積中である。
症例が集積され次第、分析し報告する予定である。ま
た、簡易型高炭酸ガス換気応答検査測定器としての特
許申請中である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　HCVR を活用すれば、未診断である DLB 早期発見につながり、DLB の突然死のリスクの減少や誤嚥性肺炎発
症の減少に貢献できると考える。これまで HCVR はチェスト社の KAY-100 という大型の古い機械を持つ一部の
医療機関でのみ実施されてきた。しかし、全国的に DLB の早期診断率を改善するためには、コンパクトで正確
かつ廉価で普及する換気応答装置が必要である。以上の経緯から今回、新たに簡易型の HCVR 測定装置を開発
し、この装置の有用性、信頼性を検討しており、現在症例集積中であるが、DLB 症例での⊿ VE/ ⊿ PETCO2/
BSA 低値を確認できており、特許も申請中である。

知的財産・論文・学会発表など
特許出願中：整理番号 PA-28295
学会発表　白神梨沙　他：簡易型高炭酸ガス換気応答装置のレビー小体型認知症への応用　第 53 回　日本臨
床生理学会学総会　白神梨沙　他：簡易型高炭酸ガス換気応答装置のレビー小体型認知症への応用第 57 回　
日本呼吸器学会学術講演会 など

キーワード：DLB、高炭酸ガス換気応答、簡易測定機器
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キーワード：大動脈弁形成術、大動脈弁逆流術中評価

大動脈弁評価デバイスの開発と有用性の検討
～大動脈弁逆流の術中評価～

研究の概要
　大動脈弁閉鎖不全症に対する弁形成手術時に、術中大動脈
弁逆流を診断することは非常に困難である。そこで、上行大
動脈を透明な窓の付いた上行大動脈閉鎖デバイスを開発し
た。上行大動脈を閉鎖した状態で心筋保護液を注入し、大動
脈弁逆流を評価することができる。本研究では、①ブタ心臓
モデルを用いた、デバイス使用による大動脈弁形態評価、逆
流量と大動脈基部圧の関係性の評価、②実臨床での大動脈弁
形成時におけるデバイスの有用性、特に左室内に挿入した内
視鏡を用いた大動脈弁裏面からの大動脈弁形態評価と、臨床
での逆流量と大動脈基部圧の関係性の評価を目的とする。

【研究方法①　ブタ心臓を用いた実験】
　動物実験の目的は、形態的
評価と、注入圧・注入量と大
動脈弁逆流の相関関係を明
らかにすることである。注入
圧及び注入量を測定するこ
とで、大動脈弁逆流の量を類
推するためのデータ採取と
なる。実験系にブタ心臓を用
いることで、より実臨床に近
い環境での測定を行いたい。

【研究方法②　臨床使用における評価】
　大動脈弁閉鎖不全症に対する弁形成手術または
大動脈弁温存基部置換術において、本デバイスを
使用することにより、大動脈弁形成術の成功率が
向上するかを検討する。また、デバイス使用時に
気管支鏡用ファイバーを用い弁裏面形態及び逆流
を観察し、有用性
並びに安全性につ
いての検討も行う。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　これまで僧帽弁・三尖弁形成術に比較し、術中評価が困難であるために成功率が低かった大動脈弁形成
術が、このデバイスを用いることによって、より確実に行うことが出来るようになると考える。大動脈弁
形成術のメリットは、術後抗凝固療法が不要である即ち術後脳梗塞を低下させること、また人工弁感染が
起きないことなどがあり、患者さんにとってメリットのある術式である。大動脈弁逆流の術中評価は、大
動脈弁形成術成功の鍵となるため、このデバイスの開発は、日本のみならず、全世界的に有用と思われる。
また、臨床使用が可能となれば、全世界からの需要が見込まれる。

知的財産・論文・学会発表など
【知的財産】
　特願　2015-069773　　特願　2016-001372 　　医療機器承認番号　22900BZX00253000
【学会発表】
　 大 動 脈 弁 形 成 術 に お け る 術 中 大 動 脈 弁 評 価 デ バ イ ス の 開 発　 第 48 回 心 臓 血 管 外 科 学 会 総 会  　
2018.2.21（三重 )
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キーワード：脳、超音波、マイクロバブル、Drug Delivery System

脳への薬物デリバリー
　　　　超音波とマイクロバブルによる薬物送達システム

研究の概要
　脳には血液と脳実質の間の物質移動を厳密に制御する血液脳関門 （Blood Brain Barrier, BBB） が存在す
るため、脂溶性の低分子物質以外は脳実質へと送達することが困難である。脳疾患治療に向け、脳に対
する様々な薬物送達法の研究が進められているが、非侵襲的かつ効率的な方法は確立されていると言え
ない。そこで、超音波とマイクロバブル （脂質でガスを安定化した微小気泡） を利用した血液脳関門オー
プニングによる脳への薬物送達技術の開発を進めている。超音波照射によりマイクロバブルはキャビテー
ション （収縮や膨張、圧壊） を誘導し、この機械的作用により、血管内皮細胞間の間隙を広げ、血管透過
性を亢進すると考えられている。実際に、開発を進めてきた生体内で高い滞留性を示す新規マイクロバ
ブルと超音波を用いることで、超音波照射部位において物質を脳内へと送達できることを確認した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
超音波とマイクロバブルによる脳への薬物送達技術
・ 血液脳関門の透過性を亢進できる。
・ 血液脳関門の透過性亢進は可逆的である。
・ 超音波を照射した部位のみで作用を誘導できる。
・ 組織化学的評価による出血などの脳への傷害は認められていない。
・ 脳内へ移行することが困難であった化合物を脳内へ送達する新たな治療法として、脳疾患治療に貢

献できる。

知的財産・論文・学会発表など
特　　許 特願 2015-117793　セラノスティクス用のバブル製剤 （TB） 及びその使用方法
 PCT JP2016002810 Theranostic Bubble Preparation （TB）, and Method for Using Same
学会発表 6th International Symposium on Focused Ultrasound 2018, Reston, Virginia
研究助成 研究活動スタート支援 （17H07119）
 脳に対する超音波薬物送達システム構築に向けたマイクロバブルの開発

キーワード：脳、超音波、マイクロバブル、Drug Delivery System

　　　　超音波とマイクロバブルによる薬物送達システム
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キーワード：がん免疫療法、ドラッグデリバリーシステム、核酸

がん免疫療法
がん免疫抑制解除のための免疫賦活化核酸デリバリー

研究の概要
　近年、免疫チェックポイント阻害剤が登場し、がん免疫療法のパラダイムシフトが起こっている。一方、
免疫チェックポイント阻害剤でも有効性を得られない患者も数多く存在する。この原因として、がん組
織へのリンパ球浸潤の低さが一因と考えられている。この問題を解決するため、リンパ球が浸潤しやす
い腫瘍内免疫環境を構築することが求められている。そこで、腫瘍内免疫環境を改善するインターフェ
ロンα産生誘導型の免疫賦活化核酸（CpG 核酸）を形質細胞様樹状細胞などの標的細胞にデリバリーす
るキャリアとして CpG 核酸搭載脂質ナノ粒子を開発した。この粒子を、担がんマウスに静脈内投与する
ことで効果的な抗腫瘍免疫系の活性化やがん治療効果が得られることを見出した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
脂質ナノ粒子の特徴
・ 免疫賦活化核酸のデリバリーキャリアとして有望である。
・ 腫瘍内免疫環境を改善し、効果的な抗腫瘍免疫を活性化することができる。
・ 免疫チェックポイント阻害剤の効果を補完する新たながん免疫治療法として利用できる。
・ がんに対する生体免疫を活性化し、既存の化学療法のような副作用を誘導しないため、がん患者さ

んの QOL （Quality of Life） の向上に貢献できる。

知的財産・論文・学会発表など
特　　許 特願 2018-135787　A タイプ CpG オリゴデオキシヌクレオチド含有脂質粒子
学会発表  日本薬学会第 138 年会（金沢）　効果的がん免疫療法の確立に向けた免疫賦活化核酸搭

載ナノ粒子の開発
研究助成  AMED　次世代がん医療創生研究事業　多様ながん種に適用可能な腫瘍環境標的型免疫賦

活化療法の開発研究代表者：青枝大貴（阪大・微研）

キーワード：がん免疫療法、ドラッグデリバリーシステム、核酸

がん免疫抑制解除のための免疫賦活化核酸デリバリー
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キーワード：マイクロバブル、超音波、セラノスティクス、DDS

超音波セラノスティクス
　　　　新開発リピッドバブルを用いて診断して治療する

研究の概要
　本邦初の超音波応答性リピッドバブルの開発に成功した。癌や脳疾患の治療では、薬が十分に届かな
いことが原因で難渋しているが、その問題を打開することができる。リピッドバブルに超音波を照射す
るとき、その強度に応じたオシレーションが誘導される特性を利用して、血管・血流造影だけでなく、
内皮細胞結合の一時的な開口によって血管透過性を亢進させて薬を送り届ける革新的送達法と治療法を
考案した。本システムを甲状腺癌、耳垢腺癌などに罹患したペット犬に対するリポソーム製剤（DOXIL）
の治療に適用したところ縮小効果が得られ、POC が得られた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・世界初の治療目的のバブル製剤なので、世界的展開を目指す。
・超音波診断装置をチューニングして、治療用超音波を発生させて使用するため、導入が容易。
・DDS 製剤、分子標的薬などに、新たな適応拡大が期待できる。
・核酸医薬のデリバリーシステムとして有望である。
・BBB オープニングによる、脳疾患治療薬の送達。
・血栓溶解療法への適用が可能。
・動物用としても展開する。多くの動物病院には超音波装置が設置されており、導入が容易。

知的財産・論文・学会発表など
PCTJP2016002810・特願 2015-117793 セラノスティクス用のバブル製剤（ＴＢ）及びその使用方法
H25 ～ 29 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業超音波セラノスティクスシステムの実用化を目指す研究拠点の形成
H28 ～ 29 AMED 脳科学研究戦略推進プログラム経頭蓋的収束超音波による脳深部への低侵襲的刺激法と薬物輸
送法の開発
H30 ～ 32 AMED 革新的がん医療実用化研究事業細胞外 miRNA と CMTM6–PD-L1 ネットワークを標的とした革新
的肉腫核酸治療の構築
The 18th Int. Symposium on Therapeutic Ultrasound May14 −17, 2018 Nashville, TN, USA

キーワード：マイクロバブル、超音波、セラノスティクス、DDS

　　　　新開発リピッドバブルを用いて診断して治療する

URL https://www.teikyo-dds-lab.com

TEL 03-3964-8239    E-mail maruyama@pharm.teikyo-u.ac.jp

MARUYAMA, Kazuo

🔵🔵

薬学部・セラノスティクス学講座　教授

丸山　一雄 MARUYAMA, Kazuo

URL：https://www.teikyo-dds-lab.com
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キーワード：発達障害、読み困難、読書、眼球運動

読み困難児の眼球運動評価

研究の概要
　読み困難を示す児童生徒の割合は 2.4％と推定されている。この中で注意力の障害による読み
困難は、行を順に追って読むことの苦手さが衝動性眼球運動（サッケード）に現れる。このよ
うな対象に対し、治療的介入前後の読書時の眼球運動の改善を定量化することを目指している。

　これまで健常者を対象として、視線計測データから読書の流暢性を示す指標の構築を目指し
て①視線計測データの処理方法の構築、②読書の流暢性を示す指標の検討を行ってきた。読書
時の眼球運動は読む文章により異なることや、個人差も大きく正常と異常を数値で分ける事が
困難であるなどの課題があるが、今回の方法では個人ごとに訓練前後で比較し改善の度合いを
定量化する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　読み困難は学習や日常の情報入手の困難から子どもの成長全般に波及する大きなハンディ
キャップとなるが、注意力の障害による読み困難に対しては支援の取り組みが遅れている。本障
害への治療的介入の効果を定量的に示すことで、支援の充実につなげることを目標としている。

知的財産・論文・学会発表など
論文：池田結佳 , 早川友恵 , 百瀬桂子 , 松岡久美子：アイトラッカーを用いた読書時の眼球運
動特性抽出方法の検討 . 眼科臨床紀要 11：27-32, 2018.
学会発表：池田結佳 , 百瀬桂子 , 早川友恵 , 松岡久美子：アイトラッカーを用いた読書時の眼
球運動特性抽出方法の検討第 2 報 . 第 54 回日本眼光学学会総会 , 2018 年 9 月

キーワード：発達障害、読み困難、読書、眼球運動

読み困難児の眼球運動評価

キーワード： 発達障害、読み困難、読書、眼球運動キーワード： 発達障害、読み困難、読書、眼球運動

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

読み困難児の眼球運動評価

池田結佳
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3008/33 
連絡先：

TEL：03-3964-1211(内44553) E-mail：ykikeda@med.teikyo-u.ac.jp

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

医療技術学部 視能矯正学科 准教授

板橋キャンパス

IKEDA, Yuka 医療
医療技術学部・視能矯正学科　准教授

池田　結佳 IKEDA, Yuka

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3008/33 
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

読み困難児の眼球運動評価

池田結佳
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3008/33 
連絡先：

TEL：03-3964-1211(内44553) E-mail：ykikeda@med.teikyo-u.ac.jp

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

医療技術学部 視能矯正学科 准教授

板橋キャンパス

IKEDA, Yuka 医療
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

読み困難児の眼球運動評価

池田結佳
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3008/33 
連絡先：

TEL：03-3964-1211(内44553) E-mail：ykikeda@med.teikyo-u.ac.jp

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

医療技術学部 視能矯正学科 准教授

板橋キャンパス

IKEDA, Yuka 医療
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キーワード：眼精疲労、ドライアイ、近見作業（VDT 作業）、IT 眼症

デジタル機器による近見作業 （VDT 作業） の
増加に伴う眼精疲労の評価

研究の概要
　日本眼科学会による眼精疲労の定義：視作業（眼を使う仕事）を続けることにより、眼痛・眼のかすみ・
まぶしさ・充血などの目の症状や、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっ
ても十分に回復しえない状態。
　近年はパソコンやスマｰトフォン、タブレットなどのデジタル機器による近見作業（VDT 作業）の増
加により、疲れ目や眼精疲労に悩まされる人が増え、IT 眼症が問題化している。　目のピント調節は

「水晶体」と、水晶体を支える「毛様体筋」が関わる。遠くを見るときは毛様体筋が伸展して水晶体が薄
くなり、近くを見るときは毛様体筋が収縮して水晶体が厚くなる。（下図参照） 眼精疲労の原因として、
目のピント調整の筋肉が凝り固まってしまうことと、 VDT 作業中はまばたきの回数が極端に減り、涙が
蒸発してドライアイになりやすくなることが考えられる。今回の研究ではドライアイ QOL（Quality of 
Life） 質問票や涙液検査で評価したが、他の他覚的検査法で評価できるようになることを考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　眼精疲労やドライアイに効果があるものとしては、ビタミン剤入り点眼液、人工涙液や眼瞼温罨法
などが知られている。またサプリメントも多く市販されているが、対症療法に過ぎない。
　今回の研究対象は本学の学生であり、数も限られているので、コンタクトレンズの使用年数による
違いや、多年代に渡る対象者を増やして、眼精疲労やドライアイに対する点眼を含む治療薬の開発を
アピールしたいと考えている。また治療薬ばかりではなく、スマートフォンは実生活に欠かせない人
が多いので、眼精疲労を軽減するアプリを開発する産学連携への提供が可能であると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
平成 30 年度　帝京大学医療技術学部視能矯正学科　第 1 回卒業研究発表会　
宇佐美綾可、海野舞、小島芳明、志良堂寛大、福田歩美、皆沢佳歩、田中絵里、木田淳子
市販されているホットアイマスクによる涙液量と角膜形状の変化についての検討

キーワード：眼精疲労、ドライアイ、近見作業（VDT 作業）、IT 眼症

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2526/33 

TEL E-mail

KIDA, Junko 

03-3964-1984 tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

医療技術学部・視能矯正学科　　教授

木田　淳子 KIDA, Junko 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/368/33 

医療

板橋キャンパス
URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2526/33 

TEL E-mail

KIDA, Junko 

03-3964-1984 tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

文光堂出版　視能学　第 2版　44pより引用
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キーワード：眼球光学系、光学性能、シミュレーション網膜像

眼球光学系光学性能の評価

研究の概要
　角膜、水晶体、硝子体、等の眼球光学系透光体の疾患により、視力、コントラスト、等の光学性能（QOV : 
Quality of Vision ＝見え方の質）が低下するが、その程度と進行とを他覚的に定量評価する科学的な方法は装
置として確立普及するには至っていない。
そこで、下記のシステムを開発構築した。
・独自の偏光光学系と解析アルゴリズムにより、
・眼球光学系の光学的インパルス応答（PSF：Point Spread Function）を測定し、
・水晶体を含む眼球光学系の光学伝達関数（MTF : Modulation Transfer Function）を算出、
・PSF とオリジナル視標との Convolution 演算によって、被検眼の網膜像をシミュレートする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
下記のような臨床上の寄与ができる。
・結果を網膜像の質に関する治療効果の判定基準として利用できる。
・「見え方」を提示することができるので、インフォームドコンセントに有用である。
・被検者の判断を必要とせず検眼が可能なので、自動検眼装置への応用が可能となる。
しかしながら、眼球光学系の中心部分に強い混濁がある場合は、結果に誤差が生じる可能性があり、この
ような場合でも測定精度を落とさない方法の検討が今後の課題である。

知的財産・論文・学会発表など
・ 特許 -3805227, 眼光学特性測定装置  ・USP 7,011,411 Eye‘s optical characteristic measuring system, 等
・ K.Kobayashi,et al：Calculation of Ocular single-pass modulation transfer function and retinal image 

simulation from measurements of the polarized double-pass ocular PSF, Journal of Biomedical Optics 
Vol.9, No.1, pp:154-161,2004

・ Mari Goto , Takako Tachikawa, Kazuno Negishi, Kazuhiko Ohnuma, Masahiro Shibutani, Katsuhiko 
Kobayashi, et al：Point spread function analysis in a child with ectopia lentis: objective optical 
function evaluation and correction of refractive errors, Acta Ophthalmologica doi: 10.1111/j.1755-
3768.2008.01296.x, 2009,  等

キーワード：眼球光学系、光学性能、シミュレーション網膜像

眼球光学系光学性能の評価

キーワード： 眼球光学系、光学性能、シミュレーション網膜像キーワード： 眼球光学系、光学性能、シミュレーション網膜像

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

眼球光学系光学性能の評価
医療技術学部 視能矯正学科 教授

小林 克彦
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2278/33 
連絡先：帝京大学 医療技術学部 視能矯正学科

TEL：03-3964-1328 E-mail：katsuhiko-kobayashi@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI,  Katsuhiko

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
3805227 USP 7,011,411  Eye‘s optical characteristic measuring system

K.Kobayashi,et al Calculation of Ocular single-pass modulation transfer function and retinal image simulation from 
measurements of the polarized double-pass ocular PSF, Journal of Biomedical Optics Vol.9, No.1, pp:154-161,2004
Mari Goto , Katsuhiko Kobayashi, et al Point spread function analysis in a child with ectopia lentis: objective optical function 
evaluation and correction of refractive errors, Acta Ophthalmologica doi: 10.1111/j.1755-3768.2008.01296.x, 2009,  
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医療技術学部・視能矯正学科　教授

小林　克彦 KOBAYASHI,  Katsuhiko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2278/33 
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TEL：03-3964-1328 E-mail：katsuhiko-kobayashi@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI,  Katsuhiko

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
3805227 USP 7,011,411  Eye‘s optical characteristic measuring system

K.Kobayashi,et al Calculation of Ocular single-pass modulation transfer function and retinal image simulation from 
measurements of the polarized double-pass ocular PSF, Journal of Biomedical Optics Vol.9, No.1, pp:154-161,2004
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キーワード：不等像視測定装置および検査法、空間覚、不同視

空間覚を用いた不等像視検査法

研究の概要
　不等像視とは、右眼で見ているものと左眼で見ているものの大きさが異なる状態のことで、左右の差
が 5％以上になると、眼精疲労や遠近感の喪失が起こるため、検査を行い正確に左右差を検出する必要
がある。
　しかし、現在主流となっている検査方法（直接比較法）では、精度が低く、実際の半分程度しか検出
できていない。そこで、
　　1. 液晶を覗くための鏡筒
　　2. 液晶（タブレット PC）
　　3. 画像制御ソフトウェア
　により構成されており、左右の鏡筒に組み込んだ凸レンズを通して、左右の眼投に投影される、異な
る視標を見ることで、不等像視を定量するという、従来の直接比較法とは異なる測定原理による方法を
開発した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本装置が商品化、普及することにより不等像視の発見・治療が容易となり、患者さんの QOV（Quality 
of Vision）の向上に寄与することができる。
　測定精度の比較実験を行ったところ、この検査装置（試作品）は従来の直接比較法に比べて極めて
高い精度で不等像視を測定することが可能である。
　また、タブレット PC とソフトウェアと簡単な構造の鏡筒があれば実現可能。どのように広めてい
くのかを一緒に考えたい。

知的財産・論文・学会発表など
特許　特許 6404647：不等像視測定装置及びその不等像視測定装置を用いた不等像視の測定方法
論文　佐々木 翔 , 木田淳子 , 小林克彦：空間覚を用いた新しい不等像視検査 . 視覚の科学 38：42-44, 2017.

キーワード：不等像視測定装置および検査法、空間覚、不同視

空間覚を用いた不等像視検査法
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キーワード：眼鏡、視力検査、遮閉板

眼鏡用遮閉板

研究の概要
　眼科や眼鏡店で眼鏡装用時の視力を測定する際は、片眼ずつの視力を測定するために、片眼を隠す遮
閉板を使用する。現在眼科で使用されている遮閉板は、ピンチにより眼鏡のレンズを挟むことで遮閉板
を固定する仕組みになっている。
　しかし、近年立体フレームの流行など眼鏡の多様化により、ピンチ式の遮閉板を使用することでフレー
ムやレンズを痛めてしまう例
や、そもそも遮閉板を固定する
ことが出来ないケースが散見さ
れる。そこで、
 
　1.  眼鏡を痛めない。
　2.  あらゆる態様の眼鏡に装着
　　  可能である。

の 2 点を満たす眼鏡遮閉板を作
成することを試みた。ピンチで
挟むのではなく、支持部を掛け
る構造のため眼鏡に負担がかか
らない。また、支持部を曲線に
してあるため、細枠～太枠・立
体フレームまであらゆるタイプ
の眼鏡に使用することが可能と
なった。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　眼科や眼鏡店において、患者の日常生活での視機能を評価するために「患者本人の眼鏡を装用した
時の視力（以下、眼鏡視力）」を測定することは必須である。
　本装置は安価に製造できる単純な構造でありながら、既存の装置が有していた欠点を解消している。
　本装置が商品化すれば、眼科や眼鏡店における眼鏡視力測定用の遮閉板のスタンダードとなりうる
と思われる。
　眼科関連施設は全国に約 1 万軒、眼鏡小売店は約 2 万軒あり、高いニーズが見込まれる。

知的財産・論文・学会発表など
　特許　特願 2017-196631 : 眼鏡用遮閉器

医療技術学部・視能矯正学科　講師

佐々木　翔 SASAKI, Kakeru
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キーワード：不等像視、眼精疲労、眼鏡、不同視

Spatial Ansieikonia Test を用いた不等像視の測定

研究の概要
　不等像視とは両眼から脳に送られる像の大きさまたは形状が異なる状態であり、両眼視機能の異常や
眼精疲労の原因の一つとされている。
　両眼視を保てる不等像視の許容限界は約 5％とされているが、個人差が大きく、1％でも症状を引き起
こす可能性がある。
　また、現在主流の検査方法である直接比較法（図 1）は実際の不等像視を過小評価する傾向があり、
比較的大きな不等像視が存在しても生理的な不等像視と判断される可能性がある。
　そこで、空間覚を用いた新しい不等像視検査装置である Spatial Aniseikonia Test（図 2）を用いて不
等像視の割合と影響する因子について検討する。
　現在、屈折度に左右差がない健常者での測定のみ行ったが（図 3） 、今後、両眼の屈折度に左右差が
ある不同視や不等像視の症状がある者に対して測定を行い、追加検討していきたい。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、不等像視の症状を軽減するには、コンタクトレンズで矯正を行うか眼鏡の度数差を減らす方
法が主流であるが、コンタクトレンズは常用が困難な方が存在し、眼鏡の度数差を減らすと矯正視力
が低下する。
　今後、不同視や不等像視の症状がある者に対して測定を行い、不等像視の割合や影響する因子につ
いて検討を行うことで、不等像視の治療に役立つと考える。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
　第 72 回日本臨床眼科学会　Spatial Aniseikonia Test を用いた健常者における不等像視の測定

キーワード：不等像視、眼精疲労、眼鏡、不同視

Spatial Ansieikonia Test を用いた不等像視の測定

キーワード： 不等像視、眼精疲労、眼鏡、不同視キーワード： 不等像視、眼精疲労、眼鏡、不同視

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

Spatial Ansieikonia Testを用いた不等像視の測定

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

医療技術学部 視能矯正学科 助手

瀧川 流星
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2744/33
連絡先： 視能矯正学科研究室

TEL： 03-3964-1328 E-mail： ryusei@med.teikyo-u.ac.jp 

TAKIGAWA, Ryusei 医療

板橋キャンパス

図1
現在主流の直接比較法
（New Aniseikonia Tests）

図2
空間覚を利用した新しい検査装置

（Spatial Aniseikonia Test）

図3
完全屈折矯正時と日常の主たる
矯正下の不等像視の割合

医療技術学部・視能矯正学科　助手
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キーワード：先天眼振、睡眠、薬物療法

眠くならない睡眠薬？での先天眼振治療

研究の概要
　先天眼振とは、生後早期からみられる眼の揺れで、その揺れのために視力が出にくかったり、また、正面
視で眼振が強い場合には、眼振の弱くなる視方向を正面にするために、顔を回して見たりする。
　眼振の原因は不明だが、眼球運動に関与する神経積分器の異常といわれている。
　揺れは水平で、振子様の眼振だったり、引っ張られるような律動眼振だったりする。
律動眼振には揺れが最も弱くなる静止位があり、その位置が最も視力が良いので、こ
の静止位の位置によって異常頭位がみられるようになる（図 1）。
　静止位より右方向を見ると、律動眼振の向きは右向きにみられ、左方向を見ると、
左向きにみられ、眼振の向きが変わるのが先天眼振の特徴である（図 2）。
　 ただし、眼が揺れていても、物が揺れて見える（動

揺視） という自覚はなく、揺れが強い方向で見る
とぼやけ感 （視力低下） を自覚する。

　 治療としては、顔回しをなくすために、眼振の最も弱い視方向を正面に持っ
てくる手術（図 3）や、眼振そのものを弱めるための外眼筋を緩める手術

（図 4）をするが、現在の医学では眼振を止める方法はない。

　また、近年では非観血的療法として、てんかんの治療薬である GABA 誘導体やアルツハイマー型認知症の
治療薬であるメマンチンの内服が効果的であるという報告があるが、副作用として、傾眠や不穏、幻視といっ
た症状があげられる。さらには、その作用機序は分かっていないが、炭酸脱水酵素阻害薬の点眼で眼振が弱まっ
たという報告もある。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　先天眼振は、日常では興奮したりドキドキしたりすると揺れが強くなり、逆にリラックスしているときには
揺れが弱くなる。特に、寝ているときには不思議なことに、まぶたを開けてみても眼は揺れていない。
　そこで、眠くならず眼振を止めるだけの睡眠薬？のようなもので、起きているときの眼振を弱めたり止めた
りする作用の薬剤はないものかと考えている。もしもそのような薬剤があれば、眼振の治療が飛躍的に進化す
ると思われる。そこで、睡眠や睡眠薬を研究している人と共同研究ができればと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文：
1） Gradstein L, Goldstein HP, Wizov SS, Hayashi T, Reinecke RD : Relationships among visual acuity demands, convergence, 

and nystagmus in patients with manifest/latent nystagmus. JAAPOS 2: 218-229, 1998.
2） 林 孝雄、長谷川二三代、臼井千惠、久保田伸枝 : 頭位異常が自然改善した先天眼振の 1 例 . 眼臨 95: 534-536, 2001.
3） 林 孝雄、長谷川二三代、臼井千惠、久保田伸枝 : 先天周期性交代性眼振の病態と診断 . 日眼会誌 107: 265-272, 2003.
4） 林 孝雄、長谷川二三代、中川真紀、臼井千惠、久保田伸枝 : 静止位が常在部位に存在しない先天眼振の 1 例 . 眼臨 99: 

300-302, 2005. 
学会発表：Hayashi T : Evolution of Latent Nystagmus. ARVO 1993. 
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キーワード：交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視

交代プリズム遮閉試験における
1 眼遮閉時間の検討

研究の概要
　交代プリズム遮閉試験（alternate prism cover test：以下、APCT）とは眼位検査の 1 つで、片眼にプリズムを当て、
両眼開放せずに 1 眼ずつ交互に遮閉することで、顕性の眼位ずれと潜伏性の眼位ずれを合わせた融像除去眼位を定
量する検査である。
　この APCT の 1 眼遮閉時間は、融像を除くためにゆっくり行うとされており、過去の報告では１～ 2 秒、2 ～ 3 秒、
最低 2 秒など様々であり、APCT における最適な 1 眼遮閉時間に一定の見解はない。
　そこで、間欠性外斜視を対象に APCT の 1 眼遮閉時間の違いによる融像除去眼位の変化について検討した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　APCT では斜視角の最大偏位を定量的にとらえるために融像除去を確実に行う必要がある。また、融像除去
を確実に行い最大斜視角を検出することが間欠性外斜視の今後の治療方針を決定する際に欠かせない。そのた
め、APCT における最適な 1 眼遮閉時間を解明し、間欠性外斜視の最大斜視角を検出することで、効果的な治
療を実施することが可能となり、患者さんの QOV（Quality of Vision）の向上に寄与することができる。
　今後は、間欠性外斜視の病態を明らかにするために、視線解析装置を用いて交代遮閉中の眼球運動を測定し、 
APCT における最適な 1 眼遮閉時間の解明に繋げていきたいと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文
山川護、佐々木 翔、溝田淳、林孝雄（印刷中）．交代プリズム遮閉試験における 1 眼遮閉時間の検討 臨床眼科．
学会発表
山川護．交代プリズム遮閉試験における遮閉時間の違いによる融像除去眼位の変化 第 22 回帝京弱視斜視研究
会、2016．
山川護．間欠性外斜視に対する遮閉試験の一眼遮閉時間の検討 第 25 回帝京弱視斜視研究会、2018．
山川護、佐々木 翔、溝田淳、林孝雄。交代プリズム遮閉試験における 1 眼遮閉時間の検討 第 72 回日本臨床眼
科学会、2018．

キーワード：交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視

研究の概要

キーワード： 交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視キーワード： 交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

交代プリズム遮閉試験における
1眼遮閉時間の検討

医療技術学部 視能矯正学科 助手

山川 護
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2793/33 
連絡先：帝京大学医療技術学部視能矯正学科

TEL： 03-3964-1328 E-mail： yamaru@med.teikyo-u.ac.jp 

YAMAKAWA, Mamoru

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

, , , . 1 .

. 22 , 2016.

. 25 , 2018.
, , , . 1 72 , 2018.

（写真）
医療

医療技術学部・視能矯正学科　助手

山川　護 YAMAKAWA, Mamoru

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2793/33 

医療

板橋キャンパス

研究の概要

キーワード： 交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視キーワード： 交代プリズム遮閉試験、眼位検査、間欠性外斜視

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

交代プリズム遮閉試験における
1眼遮閉時間の検討

医療技術学部 視能矯正学科 助手

山川 護
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2793/33 
連絡先：帝京大学医療技術学部視能矯正学科

TEL： 03-3964-1328 E-mail： yamaru@med.teikyo-u.ac.jp 

YAMAKAWA, Mamoru

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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キーワード：遠視性不同視弱視、光干渉断層計、中心窩形態

遠視性不同視弱視の中心窩形態解析

研究の概要
　不同視 anisometropia とは、左右
眼に屈折度の差がある場合をいう。
　臨床的に問題視されるのは、その
左 右 差 が 1.50 ～ 2.00diopter 以 上
の差があると不等像視や屈折異常
の強い方の眼の視力が低下して弱
視となり不同視弱視 anisometropic 
amblyopia を生じることがある。
　小児の遠視性不同視弱視の要因は、
機能的要因と器質的要因が相まって
おり、本態はなお明らかではない。
　遠視性不同視弱視の中心窩形態を
光干渉断層計で撮影後解析し、弱視
眼のみならず健眼も正視眼と異なる
可能性があることを過去に報告した。
　さらなる遠視性不同視弱視の本態
の解明のため中心窩形態のみならず、
網膜無血管領域、脈絡膜形態にも着
目し、解析をすすめている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　遠視性不同視弱視の病態が解明されることにより弱視治療における予後予測が可能となる。小
児の弱視の患者さんに対してより効果的な弱視治療を実施することで患者さんの QOV（Quality of 
Vision）の向上に寄与することができる。
　また、臨床研究だけではなく基礎研究の観点から網膜の発生機序を遺伝子レベルで解析し、遠視性
不同視弱視の本態を多角的に解明をすすめていきたい。

知的財産・論文・学会発表など
論文
渡部　維、臼井　千惠、林　孝雄：遠視性不同視弱視 3 症例の 6 歳時と 13 歳時の網膜中心窩形状の
比較 . 臨床眼科 72：1601-1609, 2018.
学会発表
渡部　維、臼井　千惠、林　孝雄、遠視性不同視弱視の中心窩形態における経時的変化 . 第 73 回日
本弱視斜視学会総会 , 2017 年 6 月 , 金沢

キーワード：遠視性不同視弱視、光干渉断層計、中心窩形態

遠視性不同視弱視の中心窩形態解析
医療技術学部・視能矯正学科　講師

渡部　維 WATABE, Yui

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2279/33 

医療

板橋キャンパス

キーワード： 遠視性不同視弱視，光干渉断層計，中心窩形態キーワード： 遠視性不同視弱視，光干渉断層計，中心窩形態

研究の概要弱視眼における比較検討

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

遠視性不同視弱視の病態が解明されることにより弱視治療における予後予測が可能となる。
小児の弱視の患者さんに対してより効果的な弱視治療を実施することで

また、臨床研究だけではなく基礎研究の観点から網膜の発生機序を遺伝子レベルで解析し、
遠視性不同視弱視の本態を多角的に解明をすすめていきたい。

遠視性不同視弱視の中心窩形態解析
医療技術学部 視能矯正学科 講師

渡部 維
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2279/33 
連絡先：帝京大学医療技術学部視能矯正学科

TEL： 03-3964-1328 E-mail： y-watabe@med.teikyo-u.ac.jp

WATABE, Yui

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

中心窩 最も視力の出る部分
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キーワード：褥瘡、創部、評価、アセスメント、MMP、BMP

褥瘡創部の可視的評価ツールの開発

研究の概要
　褥瘡とは、持続した圧力とズレなどの物理的要因および皮膚の脆弱化などが複合して生じる皮膚損傷
である。褥瘡は本来の疾患への治療や療養生活の妨げになるものであるため、予防が重要であり国家レ
ベルでの対策がなされてきた。しかしその中でも褥瘡は未だ発生している。発生した褥瘡に対しては早
期に治癒を目指すが、そこには的確な評価がカギとなる。現在わが国で多く用いられている評価ツールは、
測定値で判断できる項目は少なく、評価者の能力に委ねられていると言わざるを得ない。また、臨床で
働く看護師からは、褥瘡創部の評価に自信を持てないという声が聞こえる。
　そのため、創部の視覚的な評価を補助し適切な判断を可能にするツール開発を目指し、褥瘡創部の滲
出液中のタンパク質の種類・量と創部の状態の関連について検討している。
　これまでの成果として、細胞外マトリックス分解酵素（matrix metalloprotease：MMP）− 9 および骨
形成タンパク質（bone morphogenetic protein：BMP）− 6 の量と創部評価ツールのいくつかの項目のと
の相関を確認し、創部の状態を可視化するツール開発に有用な結果を得ている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　視覚的評価が中心となっている既存の創部評価ツールでは、経験・能力により常に適正な評価を行
うことに限界がある。本研究は、創傷治癒の状態を反映するタンパク質を可視化し、本来見えない体
内の状況を可視化させることで、あらゆる場面や立場の人でも的確に創部を評価し、よりよい治療や
援助につなげるための一助となると考える。
　本研究を進め、病院・施設・在宅等様々な場面で活用可能な創部評価の可視化ツールを開発し、褥
瘡だけではなくあらゆる創部の早期治癒に貢献したい。それが、医療費の増大を抑制する手立てにも
つながると考える。

知的財産・論文・学会発表など
論文：新井直子，米田雅彦：褥創アセスメントツール開発に向けた基礎的研究−生体高分子マーカー
の活用を目指して−，日本看護科学会誌，36，138-146，2016．

医療技術学部・看護学科　准教授

新井　直子 ARAI, Naoko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1750/34 

医療

板橋キャンパス

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1750/34 

TEL 03-3964-1211 46116 E-mail ntakada@med.teikyo-u.ac.jp 

ARAI, Naoko

OK
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BMP-6

MMP-9 BMP-6



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 120 ─

キーワード：ICU-AW、敗血症、CT画像、骨格筋

腹部 CT 画像を用いた骨格筋の評価による
ICU-AW の早期発見

研究の概要
【はじめに】
　ICU-acquired weakness（以下 ICU-AW）とは、人工呼吸器管理を必
要とするような重症患者が全身的な筋力低下を生じる合併症のことで
ある。ICU-AW の発症頻度は敗血症患者で 60 ～ 100% と高い。
【目的】
　ICU 敗血症患者での腹部主要筋面積計測の ICU-AW 診断における有
用性を検討する。
【方法】
①  ICU に入室した敗血症患者を対象とし、MRC スコア 48 点未満の

ICU-AW 群と 49 点以上の N 群に分ける入室時および退室時・退室後の臨床病理学的因子を検討する。
②  ICU 入室時および退室時の腹部 CT 画像第 3 腰椎（以下 L3）レベルで腹部主要筋（大腰筋、腹直筋、

腹斜筋、脊柱起立筋）面積を計測する
③ CT 画像の解析方法
撮影画像：CT（DICOM)
撮影時期：ICU 入室時および ICU 退室時
評価位置：第 3 腰椎の横断画像
計測方法：Image J を用いて、左右の腹部主要筋を
region of interest(ROI) としてトレースし、面積の合
計値を算出した。
補正方法：男女差を補正するため、筋断面積を身長
で除した値を算出した（身長比：単位 cm2/m2）

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　集中治療が必要とされる患者は鎮静剤の使用等に伴い、筋肉量の評価をすることは難しい。鎮静状態
にある患者でも CT 撮影を行っていれば骨格筋面積を計測することで筋肉量減少の有無を評価できる。
　本研究手法についてはサルコペニアの研究で主に用いられてる手法である。集中治療領域において
の研究報告はまだ国内外をみても少ない。
　臨床現場でより簡易的に行えるソフトウエア等があれば波及効果は高いと考える。

知的財産・論文・学会発表など
・第 6 回日本静脈経腸栄養学会＠山梨　2018/10/28
「ICU に入室した敗血症患者の入室時 CT 画像を用いた腹部主要筋断面積と MRC score との関連について」

・第 34 回　日本静脈経腸栄養学会学術集会＠東京　2019/2/14.15
「敗血症患者における ICU-AW の診断：腹部主要筋断面積計測の有用性」

・文部科学省：科学研究費補助金（若手研究）「腹部 CT 画像を用いた ICU-AW の早期発見方法の開発」
  研究期間：2019 年− 2021 年

キーワード：ICU-AW、敗血症、CT画像、骨格筋

CT
ICU-AW

URL

TEL 03-3964-1984 E-mail mitobe@med.teikyo-u.ac.jp

MITOBE, Yuta

画像の解析方法
撮影画像： （
撮影時期： 入室時および 退室時
評価位置：第 腰椎の横断画像
計測方法： を用いて、左右の腹部主要筋を

として トレースし、面
積の合計値を算出した。
補正方法：男女差を補正するため、筋断面積を身
長で除した値を算出した（身長比：単位

医療技術学部・看護学科　助教

水戸部　優太 MITOBE, Yuta 医療

板橋キャンパス
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TEL 03-3964-1984 E-mail mitobe@med.teikyo-u.ac.jp

MITOBE, Yuta

画像の解析方法
撮影画像： （
撮影時期： 入室時および 退室時
評価位置：第 腰椎の横断画像
計測方法： を用いて、左右の腹部主要筋を

として トレースし、面
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キーワード：大腸がん検診、要精密検査、受診指導、受診率向上

大腸がん検診精密検査受診率向上にむけた保健師に
よる受診サポートシステムの構築と効果検証

研究の概要
　大腸がん検診は、他のがん検診精検受診率の 80% 以上と比べ 68.3％（平成 26 年度）と低く、改善が
見られていない。したがって、がん検診の意義を完遂するためには、受診者自らが検診の意義を認め、
精密検査受診にむけた行動ができるように支援していく必要がある。そこで、モデル地区にて、便潜血
検体回収時に、保健師（もしくは他の医療職など）による大腸がん検診の概要と精密検査に関するリー
フレットの配布・説明を行う。さらに、要精密検査となった者を対象に、検査の選択支援（CTC もしく
は CF）、連携する医療機関について検査の予約を行ない精密検査受診を促すための支援を行う。受診者
支援による効果を精密検査受診率と次年度の受診率にて評価する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では、大腸がん検診精密検査の受診率の向上にむけた保健指導の方法を開発することである。
効果的な精密検査受診に関する保健指導が確率されることによって、「第３期がん対策推進基本計画」
で課題としてあげられている要精密検査者となった者が確実に精密検査を受診すること可能性があ
り、がん検診としての目標を達成するための一助となることができる。また、帝京大学医学部附属新
宿クリニックを精密検査の対応可能な施設の一つとして、紹介を考えているため、帝京大学医学部附
属新宿クリニックとして地域貢献ができる。

知的財産・論文・学会発表など
・ 化学療法を受けているがん患者の就労に関する現状 . 山﨑恭子，小沢　香，八木瑠美，贄田里奈，

古平恵美子，番匠章子 . 第 77 回 日本公衆衛生学会総会 .2017
Factors that Determine Work Continuation among Chemotherapy Patients. Kyoko Yamasaki,Kaori 
Ozawa,Rumi Yagi,Fumiko Bansho. International Conference on Cancer Nursing (ICCN) 2018

医療技術学部・看護学科　　教授

山﨑　恭子 YAMASAKI, Kyoko 医療

板橋キャンパス

キーワード： 大腸がん検診、要精密検査、受診指導、受診率向上キーワード： 大腸がん検診、要精密検査、受診指導、受診率向上

研究の概要

大腸がん検診精密検査受診率向上にむけた保健
師による受診サポートシステムの構築と効果検証

医療技術学部 看護学科 教授

山﨑 恭子 YAMASAKI, Kyoko

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

連絡先：

TEL：（内線）41914 E-mail： kyoko-y@med.teikyo-u.ac.jp 

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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キーワード：画質評価、モデルオブザーバ

モデルオブザーバを用いた画質評価法

研究の概要
　CT 撮影の低コントラスト画像の画質評価は、主観的評価方法である ROC 評価がよく
用いられる。しかしながら ROC 評価は多大な時間を要するため、繰り返し評価を行う
ことは容易ではない。そこで、コンピュータに人間の観察者と同様な検出能力を付与し
たモデルオブザーバの理論を用いれば、簡便且つ短時間に画質評価が行えるのではない
かと考え研究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　人間の画像認識をモデル化しているので、近年発展の著しい AI を使った画像評価
の妥当性を検証するということが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
国際学会発表：
T. Ishibashi 1), T. Okamoto 1), T. Chibana 1), S. Katsuragawa 2), H. Tomizawa 1), 
H.Haneishi 3) ; 1)TOKYO/JP, 2)Kumamoto/JP, 3)Chiba/JP :Development of image 
evaluation methods based on model observers. EUROPEAN Congress of Radiology 
2018 Electronic Presentation Online System, 2018.

医療技術学部・診療放射線学科　助教

石橋　徹 IHIBASHI, Toru 医療

板橋キャンパス

キーワード： 画質評価、モデルオブザーバキーワード： 画質評価、モデルオブザーバ

研究の概要

撮影の低コントラスト画像の画質評価は、主観的評価方法である 評価がよく用いられる。しかしなが
ら 評価は多大な時間を要するため、繰り返し評価を行うことは容易ではない。そこで、コンピュータに人
間の観察者と同様な検出能力を付与したモデルオブザーバの理論を用いれば、簡便且つ短時間に画質評
価が行えるのではないかと考え研究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人間の画像認識をモデル化しているので、近年発展の著しい を使った画像評価の妥当性を検証すると
いうことが期待できる。

モデルオブザーバを用いた画質評価法

医療技術学部 診療放射線学科 助手

石橋 徹
URL：
連絡先： 帝京大学知的財産センター

TEL： 03-3964-1984 E-mail： tishibashi@med.teikyo-u.ac.jp 

IHIBASHI,  Toru

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

国際学会発表：

２０１８

（写真）
医療写真

不可



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 123 ─

キーワード：慢性腎臓病〈CKD〉、放射線医学、総合診療

CKD における放射線の臨床応用

研究の概要
　慢性腎臓病〈CKD〉は、さまざまな病態や疾患に関連する（電解質酸塩基平衡異常、浸透圧性脱髄症候群、
CKD-MBD、腎動脈狭窄、多発性嚢胞腎、間質性腎炎、原発性アルドステロン症、後腹膜線維症、造影剤腎症、
コレステロール塞栓、腎性全身性線維症、TAFRO 症候群など）。CKD の関連は全身のあらゆる臓器に及び、
放射線の臨床応用と密接に関係する。CKD は末期腎不全、透析療法につながるため、進行を抑制しなけ
ればならない。CKD における放射線の臨床応用を研究し、病態生理と検査、診断および治療との統合に
取組んでいる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
＊検査・診断
　超音波検査、尿路造影検査、CT、 MRI/MRA、 RI シンチグラフィ、PET、血管造影検査、副腎静脈
サンプリング、超音波ガイド下腎生検など。
＊治療との関連
　生物学的製剤、分子標的薬、バスキュラーアクセスカテーテル、シャント血管形成術、腹膜透析カ
テーテル、腎動脈血管形成術、血液浄化療法など。

知的財産・論文・学会発表など
論文　Tsurumi H, Fugigaki Y, Yamamoto T, Iino R, Taniguchi K, Nagura M, Arai S, Tamura Y, Ota T, 
Shibata S, Kondo F, Kurose N, Masaki Y, Uchida S. Remission of refractory ascites and discontinuation 
of hemodialysis after additional rituximab to long-term glucocorticoid therapy in a patient with 
TAFRO syndrome. Intern Med, 57(10):1433-1438, 2018.
総説　太田　樹、内田俊也：水・ナトリウム代謝異常 . 日本内科学会雑誌 , 104(5):901-905, 2015.

キーワード：慢性腎臓病〈CKD〉、放射線医学、総合診療

CKD における放射線の臨床応用
CKD

URL

TEL 03-3964-1211 E-mail tatsuruota@med.teikyo-u.ac.jp

OTA, Tatsuru医療技術学部・診療放射線学科　准教授

太田　樹 OTA, Tatsuru 医療

板橋キャンパス

CKD

URL

TEL 03-3964-1211 E-mail tatsuruota@med.teikyo-u.ac.jp

OTA, Tatsuru
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キーワード：X線 CT 被ばく、診断参考レベル、実効線量

X 線 CT 検査における医療被ばくの線量記録法
～組織吸収線量の実測研究～

研究の概要
　放射線診療は常に医療被ばくを管理する必要がある。特に X 線 CT 検査は線量記録を行わなければな
らなくなる。現在、CTDIvol などが装置に表示されるようになっているが、これは撮影条件に対しての
装置的な線量であって患者個々の被ばく線量とはならない。また、実効線量で評価するためには CT 検
査の目的部位以外の組織吸収線量を得なければならない。この状況から、本研究の目的は患者ごとの組
織吸収線量および実効線量を精度良く推定することとした。
　CT 用電離箱線量計が挿入できる診断参考レベル（DRL）測定用の人体ファントムを用いて線量測定を
行い、CTDIvol と比較することで線量評価を実施する。そして、小型検出器を用いた測定値との比較に
より、患者ごとの線量実測から組織吸収線量を算出する。同時に線量計算シミュレーションを行い高精
度に線量推定を可能にする。この成果により X 線 CT 検査の線量記録への一助と
なることが期待される。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　X 線 CT 装置に表示される CTDIvol を記録し、線量計算ソフトの値を医療被ばくとしている施設は
多い。しかし、定期的な実測での検証実績は少ない。本研究の実学性は、DRL 測定用人体ファント
ムを用いた電離箱線量計および小型検出器による実測の有効性が示されることである。そして、より
精度の高い線量実測のための人体ファントムおよび検出器の開発が産業界へのアピールポイントであ
る。今後、X 線 CT 検査による医療被ばくの線量記録が義務化されることにより、本研究の成果が産
業技術参入の可能性を大きく広げることが期待される。

知的財産・論文・学会発表など
原著論文：
1.  Determination of Skin Dose in High Energy Photon Beam Using Optically Stimulated Luminescent 

Detector and Monte Carlo Simulation. 日本保健科学学会誌  Vol.20 No.2  82-88, 2017 年
学会発表：
1.  診断参考レベル CTDIvol に対する物理評価による画像解析 . 日本放射線技術学会 関東・東京支部

合同研究発表大会 , 2018 年

キーワード：X線 CT 被ばく、診断参考レベル、実効線量

医療技術学部・診療放射線学科　 教授

大谷　浩樹 OHTANI, Hiroki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3106/35 

医療

板橋キャンパス
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URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3106/35 

TEL 03-3964-1211 46133 E-mail ohtani@med.teikyo-u.ac.jp

OHTANI, Hiroki

Determination of Skin Dose in High Energy Photon Beam Using Optically Stimulated Luminescent Detector and 
Monte Carlo Simulation. Vol.20 No.2  82-88, 2017

学会発表：
1. CTDIvol . , 2018
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TEL 03-3964-1211 46133 E-mail ohtani@med.teikyo-u.ac.jp

OHTANI, Hiroki

Determination of Skin Dose in High Energy Photon Beam Using Optically Stimulated Luminescent Detector and 
Monte Carlo Simulation. Vol.20 No.2  82-88, 2017

学会発表：
1. CTDIvol . , 2018

CT
10 cm



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 125 ─

キーワード：Ｘ線画像、撮影条件

下腿骨Ｘ線像の描出能と撮影条件の関係

研究の概要
【背景・目的】
　X 線画像は画像診断の基本に位置づけされている。X 線画像は被検体に X 線を照射し、透過
X 線の強弱と受像系により、被検体の形態・状態の描出を可能なものにしている。とくに、骨
の X 線画像は骨内の無機質により、画像上での骨の描出を可能にさせている。したがって、骨
の状態を客観的に把握可能な描出像を作成するために、コントラストや鮮鋭度、粒状性などの
画像工学的技術を駆使することが要求される。すなわち、骨の X 線撮影では、骨がフィルム上
に鮮明に描出されることを目的に行なう必要がある。
　このような現状を踏まえて、本実験では人体ファントムの右下腿部を用いて、臨床的な下腿
骨正面像を 3 種類の撮影条件で作成し、それらの画像の描出について検討を行った。
【方法】
　まず、臨床と同様な撮影機材・手法により、人体ファントムの下腿骨正面像を診断に適した
画像濃度（脛骨中央付近の濃度値を 1.00 程度）が一定になるように、3 種類の撮影条件（管電
圧 :44kV、54 kV、64kV）で 3 画像作成した。つぎに、画像評価の基本部位として、膝関節付近、
中央付近、足関節付近を設定し、3 画像の描出状態と放射線物理学的（X 線物理）観点から比較・
検討を行った。
【結果・検討】
　3 画像は全体的に下腿骨が観察可能な状態で描出されていたが、個々の画像を詳細に観察す
ると、骨内部で違いを認めた。たとえば、膝関節と足関節部分について、44kV ではコントラス
トが高く骨梁が明瞭であり、54 kV では骨梁が確認できるコントラストが得　られ、64kV では
骨梁の描出が低かった。この違いは、管電圧（X 線エネルギー、X 線波長）と骨の構成元素に
起因していると判断できる。つまり、骨の主な構成元素（4 元素）の Ca、P、O、H と X 線エネ
ルギーの吸収度に基づいた管電圧を設定することが、適正な骨の画像作成に繋がると言える。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究により下腿骨Ｘ線画像のみならず、骨・関節Ｘ線画像の基本的撮影条件の組み立て
方を再確認することが求められる。すなわち、医用画像はアナログからデジタルに移行して
いることから、撮影条件のもつ意味は決して軽視することはできない。撮影条件は常に被験
者と画質、被ばくなどの関係を追求する必要があると考える。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
　下腿骨 CR 像の最適化処理の試み　第 31 回日本骨代謝学会学術集会，2013

医療技術学部・診療放射線学科　講師

木村　千里 KIMURA, Chisato 医療

板橋キャンパス
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キーワード：超解像、スパースコーディング、ディープラーニング、機械学習、応用数学

超解像による高画質化

研究の概要
　本研究は、異なるモダリティの画像間の変換を行う技術についてのものである。この技術を使うと、
低画質モダリティの画像を画質向上させることができる。
　例えば、画像誘導放射線治療と呼ばれる現行の標準的な治療法では、患者セットアップのために、コー
ンビーム CT と呼ばれる小型で特殊なタイプの CT 装置を使って毎回の患者の状態を確認しているが、こ
のコーンビーム CT は、画質が悪いという欠点があった。この問題に対し、コーンビーム CT の画像の辞
書と呼ばれる画像基底のようなものを用意し、スパースな画像表現を見つけた後、高画質の治療計画 CT
画像の辞書で対応する部分を置換する超解像と呼ばれるスパースコーディングの手法を用いて、画質改
善を行ったものが下の図である。改善された画像は、最新の患者の体内の幾何情報を見事に保持しており、
画質は治療計画 CT に迫るものである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　異なるモダリティ間で、画像の変換をしたいという方にお勧めです。
　このような方法を使ったら、面白いことができそうと思われた方は、ご連絡お願い致します。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Oyama A, Kumagai S, Arai N, Takata T, Saikawa Y, Shiraishi K, Kobayashi T, Kotoku J, Image quality 

improvement in cone-beam CT using the super-resolution technique., Journal of radiation research   
59(4) 501-510  (2018) 帝京大学図書館の Paper of the Month(2018 年 9 月 ) に選出された．

2.  Kida S, Nakamoto T, Nakano M, Nawa K, Haga A, Kotoku J, Yamashita H, Nakagawa K, Cone Beam 
Computed Tomography Image Quality Improvement Using a Deep Convolutional Neural Network., 
Cureus 10(4) e2548 (2018)

キーワード：超解像、スパースコーディング、ディープラーニング、機械学習、応用数学
キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，

機械学習，応用数学
キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，

機械学習，応用数学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

超解像による高画質化
医療技術学研究科 診療放射線学専攻 教授

古徳 純一
： h u u in c i in h

連絡先： 医学物理グループ

： i ： u i u c

Jun’ichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

帝京大学図書館の 年 月 に選出された．

（写真）
医療

超解像画像
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PlanCT（少し昔）

医療技術学研究科・診療放射線学専攻　教授

古徳　純一 KOTOKU, Jun’ichi

URL： http://square.umin.ac.jp/teikyo-mp/index.html

医療

板橋キャンパス

キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，
機械学習，応用数学

キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，
機械学習，応用数学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

超解像による高画質化
医療技術学研究科 診療放射線学専攻 教授

古徳 純一
： h u u in c i in h

連絡先： 医学物理グループ

： i ： u i u c

Jun’ichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

帝京大学図書館の 年 月 に選出された．

（写真）
医療

超解像画像

コーンビームCT

PlanCT（少し昔）
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キーワード：人工知能、機械学習、レディオミクス、ホモロジー、応用数学

レディオミクス医用画像鑑別

研究の概要
　本研究は、自動的に医用画像から病態の鑑別を行うものである。昨今、表現学習も同時に行える方法
としてディープラーニングが全盛であるが、ディープラーニングは大量の学習データが必要という使い
にくさがある。この手法は、しばしば医療現場で遭遇する少量の画像データ（数百枚）程度でも、高い
正答率を達成する効率的な表現を利用する。我々のグループでは、すでに肝腫瘍の判別と、脳腫瘍の原
発の判別に対して、高い性能を確認している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　データはあるけれども、自動的に分類するルールなんか思いつかない、今までこんな作業は人間に
しかできないと思っていた方、機械学習の出番です。このような方法を使ったら、面白いことができ
そうと思われた方は、ご連絡お願い致します。

知的財産・論文・学会発表など
1．Kotoku, Oyama et al., 第 115 回日本医学物理学会学術大会大会長賞受賞（2018）
2．Oyama et al., 第 115 回日本医学物理学会学術大会（2018）
3．Saikawa et al., 第 115 回日本医学物理学会学術大会（2018）
4．Kotoku, et al., American Association of Physicists in Medicine Annual Meeting 2018

医療技術学研究科・診療放射線学専攻　教授

古徳　純一 KOTOKU, Jun’ichi

URL： http://square.umin.ac.jp/teikyo-mp/index.html

医療

板橋キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

超解像による高画質化
医療技術学研究科 診療放射線学専攻 教授
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： h u u in c i in h

連絡先： 医学物理グループ

： i ： u i u c

Jun’ichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

帝京大学図書館の 年 月 に選出された．

（写真）
医療

超解像画像

コーンビームCT

PlanCT（少し昔）
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キーワード：モンテカルロシミュレーション，ハイパフォーマンス
　　　　　   コンピューティング，バーチャルリアリティ，拡張現実，可視化

リアルタイムモンテカルロシミュレーションと
バーチャルリアリティによる診療中の放射線線量の可視化
医療技術学研究科・診療放射線学専攻　教授

古徳　純一 KOTOKU, Jun’ichi

URL： http://square.umin.ac.jp/teikyo-mp/index.html

医療

板橋キャンパス

研究の概要
　本研究は、世界で初めて、インターベンショナルラジオロジー中の放射線からもたらされる患者皮膚
線量、術者水晶体線量をほぼリアルタイムで計算することのできるシステムの開発である。このシステ
ムを用いて、空間の線量を可視化し、バーチャルリアリティ（VR）を用いて、実際に体験できるシステ
ムを構築した。術者は、実際に空間を歩き回り、実際に放射線の制御をリアルタイムに行いながら、手
技のシミュレーションを行うことができる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　放射線の挙動を一つずつ追跡するモンテカルロシミュレーションを高速に行うハイパフォーマンス
コンピューティングの技術と、可視化の技術があります。このような方法を使ったら、面白いことが
できそうと思われた方は、ご連絡お願い致します。

知的財産・論文・学会発表など
1．  Takata, Kotoku, et al., 第 115 回日本医学物理学会学術大会大会長賞受賞 (2018)
2． Takata, Kotoku, et al., Radiological Scociety of North America Annual Meeting 2017
3． Takata T, Kotoku J, Maejima H, Kumagai S, Arai N, Kobayashi T, Shiraishi K, Yamamoto M, Kondo 

H, Furui S, Fast skin dose estimation system for interventional radiology., Journal of radiation 
research   59(2) 233-239 (2017)

キーワード：モンテカルロシミュレーション，ハイパフォーマンス

バーチャルリアリティによる診療中の放射線線量の可視化

キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，
機械学習，応用数学

キーワード： 超解像，スパースコーディング，ディープラーニング，
機械学習，応用数学

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

超解像による高画質化
医療技術学研究科 診療放射線学専攻 教授

古徳 純一
： h u u in c i in h

連絡先： 医学物理グループ

： i ： u i u c

Jun’ichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

帝京大学図書館の 年 月 に選出された．

（写真）
医療

超解像画像

コーンビームCT

PlanCT（少し昔）

キーワード： モンテカルロシミュレーション，ハイパフォーマンス
コンピューティング，バーチャルリアリティ，拡張現実，可視化

キーワード： モンテカルロシミュレーション，ハイパフォーマンス
コンピューティング，バーチャルリアリティ，拡張現実，可視化

研究の概要

本研究は，世界で初めて，インターベンショナルラジオロジー中の放射線からもたらされる患者皮膚線量，術
者水晶体線量をほぼリアルタイムで計算することのできるシステムである．このシステムを用いて，空間の線量
を可視化し，バーチャルリアリティ（ ）を用いて，実際に体験できるシステムを構築した．術者は，実際に空
間を歩き回り，実際に放射線の制御をリアルタイムに行いながら，手技のシミュレーションを行うことができる．

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

放射線の挙動を一つずつ追跡するモンテカルロシミュレーションを高速に行うハイパフォーマンスコンピュー
ティングの技術と，可視化の技術があります．このような方法を使ったら，面白いことができそうと思われた方は，
ご連絡お願い致します．

リアルタイムモンテカルロシミュレーションとバーチャル
リアリティによる診療中の放射線線量の可視化

医療技術学研究科 診療放射線学専攻 教授

古徳 純一
： h u u in c i in h

連絡先： 医学物理グループ

： i ： u i u c

Jun’ichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

第 回日本医学物理学会学術大会大会長賞受賞

（写真）
医療
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キーワード：光学 CT、３Ｄゲル線量計、放射線治療

光学ＣＴ装置の開発

研究の概要
　真の３次元線量分布を直接取得できる線量計である 3D ゲル線量計は、近年普及して
いる IMRT（強度変調放射線治療）など高精度放射線治療に対しての精度検証用の線量
計として期待されている。研究対象としている色素ゲルは、放射線の照射箇所が発色し
可視化できること、またその組成が水等価であるという被ばく線量計としての優れた性
質を持っている。我々の研究室では色素ゲル線量計の線量読取り装置として光学 CT 装
置の開発に数年前から着手した。本年度に入り開発中の光学 CT 装置を用いて、色素ゲ
ル線量計に対して 3 次元的に線量分布を取得することに成功し、最近ではサンプル内部
に仮定した球状の腫瘍に対して VMAT（強度変調回転放射線治療）を模擬した照射を行
い、治療計画との一致が確認できるまでに至っている 1）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　サイズの小さいサンプルであれば市販の装置と遜色ない結果を得つつあり実用化も
近い。

知的財産・論文・学会発表など
1） Kang, et al : Acquisition of 3D dose distribution with optical CT scanner, The 116th 

Scientific Meeting of the Japan Society of Medical Physics O-53

キーワード：光学 CT、３Ｄゲル線量計、放射線治療

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/357/35 

TEL 03-3964-1211 Ext.41607 E-mail kobat@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI, Takenori
医療技術学部・診療放射線学科　教授

小林　毅範 KOBAYASHI, Takenori

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/357/35 

医療

板橋キャンパス

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/357/35 

TEL 03-3964-1211 Ext.41607 E-mail kobat@med.teikyo-u.ac.jp

KOBAYASHI, Takenori
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キーワード：核磁気共鳴、肝臓、脂肪、拡散、造影剤

磁気共鳴画像を用いた生体情報の定量化

研究の概要
　磁気共鳴画像（MRI）によって病態を定量的に解析する事が可能である。我々は肝臓を中心に拡散、
脂肪、体積の定量について研究を進めている。これにより従来は肝生検で侵襲的かつ主観的に行ってい
た評価を、非侵襲的かつ客観的に評価することが出来る可能性がある。その他にも肝臓造影 MRI 検査に
おいてアーチファクトが発生する原因を解明する事によって、画質を改善するための研究も行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究により従来の MRI 検査に付加情報を与えることが可能となる。この新たな情報により病態
の定量化を行うことが出来れば、病態の把握・治療効果の判定など様々な利用が期待できる。これら
の情報を得るためのプロセスを自動化するための手法を協力し開発していきたい。

知的財産・論文・学会発表など
主要論文
1.  Hayashi T, et al. Diffusion analysis with triexponential function in liver cirrhosis. J Magn Reson 

Imaging. 2013 Jul;38(1):148-153.
2.  Hayashi T, et al. Influence of Gadoxetate Disodium on Oxygen Saturation and Heart Rate during 

Dynamic Contrast-enhanced MR Imaging. Radiology. 2015 Sep;276(3):756-765.
3.  Hayashi T, et al. Hepatic fat quantification using the two-point Dixon method and fat color maps 

based on non-alcoholic fatty liver disease activity score. Hepatol Res. 2017 Apr;47(5):455-464.
4.  Hayashi T, Noninvasive Assessment of Advanced Fibrosis Based on Hepatic Volume in Patients with 

Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Gut Liver. 2017 Sep 15;11(5):674-683.

キーワード：核磁気共鳴、肝臓、脂肪、拡散、造影剤

磁気共鳴画像を用いた生体情報の定量化

キーワード： 核磁気共鳴、肝臓、脂肪、拡散、造影剤キーワード： 核磁気共鳴、肝臓、脂肪、拡散、造影剤

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

磁気共鳴画像を用いた病態の定量

医療技術学部 診療放射線学科 講師

林 達也
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2973/35 

HAYASHI, Tatsuya

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

連絡先： 帝京大学知的財産センター

TEL： 03-3964-1984 E-mail： tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

Fat fraction  map 

医療技術学部・診療放射線学科　講師

林　達也 HAYASHI, Tatsuya

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2973/35 

医療

板橋キャンパス
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キーワード：臨床実習指導、OSCE、ヒューマンコミュニケーション

The Educational Current of the Technology Corresponding to a Patient
（患者対応技術の教育現状─コミュニケーション教育と OSCE 及び臨床実習指導を

体系的に融合し、学生の患者対応力を高める研究の外部への発信）

研究の概要
　昨今、一般社会において若者のコミュニケーション不足が叫ばれているが、このことは医療職におい
てはより重要な問題となる。患者個々への対応、更にチーム医療が重視される現実においてコミュニケー
ション力の重要性は論を待たない。コミュニケーション力には個人差があるが、大学にて組織的に教育
を行う意義はあり、帝京大学では授業としてこれを継続している。更にコミュニケーション力の養成と
並行して、3 学部、7 職種の医療職（医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、救急救命士、視能訓練士、
臨床検査技師）を目指す学生達が合同で行っている点も大きな特徴である。また診療放射線学科では、
学生と教員のコミュニケーションを図るべく、H.R. も設けている。診療放射線技師が実務に就くためには、
国家試験の合格の他に臨床実習を経なければならない。当学科では、この臨床実習を効果的に履修する
ために、事前に客観的臨床能力試験（Objective Structured Clinical Examination:OSCE) も併せて行ってい
る。またその後、臨床実習直前には専門資格を持つ教員
から臨床実習ガイダンスを受ける。これら、個々の実践
を全体の流れとして捉えると、まずヒューマンコミュニ
ケーションでコミュニケーション力を養った上で臨床実
習を行い、患者対応を重視した OSCE を済ませ、臨床実
習ガイダンスにより具体的な指導を受けて臨床実習に向
かう流れが形成される。また、OSCE の実践に関しては、
臨床実習先へ、適宜その報告を行っている。大学側が指
導している内容を報告することで、臨床実習受け入れ施
設もその状況を念頭に学生を指導できることとなる。こ
れらの項目を順序も念頭に一連の流れとして実践される
ことで、学生、教員、そして臨床実習施設とのコミュニ
ケーションが相互に強化され、臨床実実習の効果も、コ
ミュニケーション力を背景に期待できる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　一般社会においても若者のコミュニケーション不足が叫ばれている昨今、医療職においてはより重
要な問題であるばかりでなく、診療放射線技師養成校として実務の前の臨床実習にてある程度の対応
が求められる。実務に関わる実習教育のみならず、事前のヒューマンコミュニケーション授業、そし
て OSCE の実践、それを受けての臨床実習ガイダンスを経て臨床実習へ学生を送り出すといった教育
パターンの確立は臨床実習の効果を高めるだけでなく、これらの実践を学会を通じて公表することが
実習前教育に力を入れているアピールとなり、その後の採用にも効果的に寄与すると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
日本放射線技術学会第 71 回総会学術大会  専門講座にて 「患者対応技術の教育現状  The Educational 
Current of the Technology Corresponding to a Patient 」のタイトルとして講演

キーワード：臨床実習指導、OSCE、ヒューマンコミュニケーション

OSCE

URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/search

TEL 03-3964-7053 E-mail kiyoshih@med.teikyo-u.ac.jp

HISHIKI, Kiyoishi

ヒューマンコミュニケーション

講義

OSCE

医療技術学部・診療放射線学科　准教授

菱木　清 HISHIKI, Kiyoishi

URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/314/35

医療

板橋キャンパス

OSCE

URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/search

TEL 03-3964-7053 E-mail kiyoshih@med.teikyo-u.ac.jp

HISHIKI, Kiyoishi

ヒューマンコミュニケーション
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キーワード：ハンセン病、ブルーリ潰瘍、顧みられない熱帯病

ハンセン病やブルーリ潰瘍の検査法や治療法開発、
後遺症対策、啓発活動などに関する統合的研究

研究の概要
　世界保健機関（WHO）は「顧みられない熱帯病（neglected tropical diseases: NTDs）」として 20 疾患ほどを
指定している。多くは原虫や蠕虫感染症であるが、その中にハンセン病とブルー
リ潰瘍という主に皮膚に病変を形成する抗酸菌感染症が含まれている。帝京
大学に異動する前は、国立感染症研究所ハンセン病研究センター感染制御部
感染診断室の室長として、これらの疾病対策に取り組んできており、現在も客
員研究員として研究を継続している。
　これらの疾患は、日本では年間数例の発症があるのみだが、世界では未だ
多くの患者が適切な医療を受ける機会が無い状態で苦しんでいる。
　ブルーリ潰瘍に対しては、2018 年度より日本医療研究開発機構（AMED）
の「西アフリカにおけるブルーリ潰瘍とその他の皮膚 NTDs 対策のための統合
的介入」の研究代表者として、簡便な診断法開発、適切な治療法開発、現地
での住民健診法の確立、現地で可能な潰瘍治療法の開発などに、ガーナ、コー
トジボワール、アメリカとの４ヶ国共同研究を開始している。
　また、ハンセン病に関しても AMED の「ハンセン病等の予防・診断・治療
法の開発に向けた研究」の研究分担者として「発症機序解明と啓発活動・ネッ
トワーク構築」に関して、日本国内およびミャンマーを対象として共同研究を
行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　世界では毎年約 20 万人のハンセン病の新患が発症し、抗菌薬で感染症としてのハンセン病が治癒して
も末梢神経障害が後遺症として残り、一生不自由な生活と偏見差別にさらされる可能性がある。ブルーリ
潰瘍は、WHO に報告される数が年間 2000 例程度であるが、実際には診断が付いていない例が多数存在
すると考えられ、患者は適切な治療を受けることなく広範な潰瘍と治癒後も後遺症に苦しむことになる。
これらの疾患に対する迅速診断法やより良い治療プロトコールを提供するとともに、一般市民や医療従事
者に対する啓発活動を行うことは極めて重要である。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Suzuki K, et al.: Detection of Mycobacterium leprae DNA from archaeological skeletal remains in Japan using whole 

genome amplification and polymerase chain reaction. PLoS One 5, e12422, 2010.
2.  Suzuki K, et al.: Infection during infancy and long incubation period of leprosy suggested in a case of a chimpanzee used 

for medical research. J Clin Microbiol 48, 3432, 2010.
3.  Sugawara M, et al.: Exploration of a standard treatment for Buruli ulcer through a comprehensive analysis of all cases 

diagnosed in Japan. J Dermatol 42:588, 2015.
4.  Suzuki K, et al.: Current status of leprosy: epidemiology, basic science and clinical perspectives. J Dermatol 39, 121, 2012. 
5.  Yotsu RR, et al.: Buruli ulcer: a review of the current knowledge. Curr Trop Med R 5, 1, 2018.
6.  Suzuki K, et al.: Buruli ulcer in Japan. in Buruli Ulcer - Mycobacterium Ulcerans Disease. Springer Nature Switzerland AG, 

2018 (in press).
7.  Scherr N, et al.: Reductive evolution sensitized Mycobacterium ulcerans to drugs targeting the cytochrome bc1:aa3 

terminal oxidase. Nat Commun, 2018 (in press). 

キーワード：ハンセン病、ブルーリ潰瘍、顧みられない熱帯病

後遺症対策、啓発活動などに関する統合的研究
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

ハンセン病やブルーリ潰瘍の検査法や治療法開発、
後遺症対策、啓発活動などに関する統合的研究

医療技術学部 臨床検査学科 教授

鈴木 幸一
URL： http://plaza.umin.ac.jp/suzuki-lab/index.html
連絡先：

TEL： 内線46190 E-mail： koichis0923@med.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Koichi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

医療
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研究の概要
　甲状腺は濾胞構造の集合体であり、一つ一つの濾胞がホルモン合成を行う最小機能単位である。甲状腺濾胞
の機能状態（放射性ヨード取込みや甲状腺ホルモンの蓄積量など）には濾胞間で大きな差があり、形態学者の
間では follicular heterogeneity として知られていたが、その原因は長い間不明であった。
　我々は、甲状腺濾胞内に蓄積するサイログロブリン (Tg) が、その濃度依存性にホルモン合成に必要な一連の
遺伝子発現を転写レベルで抑制することを発見した。
　このことから、濾胞機能は濾胞内 Tg 濃度依存性に自己調節され、個々の濾胞はそれぞれの周期でホルモンの
生合成、蓄積、分泌のサイクルを繰り返しているというモデルを提示し、そのような機能状態の差が follicular 
heterogeneity として組織切片上で観察され得ることを示
した（図）。 
　これまで、甲状腺機能は下垂体前葉から分泌される甲
状腺刺激ホルモン（TSH）によって一義的に調節を受け
ていると理解されてきた。しかし、我々が見つけた濾胞
内 Tg の作用は、TSH による刺激を完全に打ち消すほど
強力なものであった。すなわち、甲状腺濾胞機能の真の
調節因子は TSH ではなく Tg だったのだ。
　この Tg の作用機序をさらに詳しく解明することにより、
甲状腺の生理作用の解明やさまざまな甲状腺疾患の発症
機序に答えを与えてくれるものと考えられる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　Tg 作用の全体像やそのシグナル伝達機構の詳細は未だ明らかになっていないが、TSH の作用を完全に
打ち消すほど強力な Tg の生理活性を介在する経路のどこかに異常が起こると、甲状腺機能に重大な影響
が及ぶと考えられることから、その解明は甲状腺機能異常症の病因解明につながると考えられる。すなわ
ち、Tg の negative feedback によるシグナルが持続的に低下すると甲状腺機能が亢進し、逆に Tg 下流の
シグナルが常に活性化すると持続的機能低下状態に陥ると予想される。甲状腺機能異常症がどのようにし
て発症するか、その最初のステップはほとんど分かっていない。本研究は、そのような病態の理解や新た
な検査法や治療法の標的を見出すことにつながると期待される。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Suzuki K, et al.: Autoregulation of thyroid-specific gene transcription by thyroglobulin. Proc Natl Acad 

Sci USA 95, 8251, 1998.
2.  Suzuki K, Kohn LD: Differential regulation of apical and basal iodide transporters in the thyroid by 

thyroglobulin. J Endocrinol 189, 247, 2006.
3.  Sellitti DF, Suzuki K: Intrinsic regulation of thyroid function by thyroglobulin. Thyroid 24, 625, 2014.
4.  Ishido Y , et al.: Thyroglobulin suppresses thyroid-specific gene expression in cultures of normal but not 

neoplastic human thyroid follicular cells. J Clin Endocrinol Metab 99, E694, 2014. 
5.  Luo Y, et al.: A novel role for flotillin-containing lipid rafts in negative-feedback regulation of thyroid-

specific gene expression by thyroglobulin. Thyroid 26:1630, 2016.
6.  鈴木幸一。コロイド内 thyroglobulin による濾胞機能 autocrine negative feedback 調節機構研究の展開。

第 59 回日本甲状腺学会学術集会、基礎甲状腺学セミナー。2016 年 11 月 3-5 日。東京。 
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キーワード：予防医学、生活習慣病、循環器・高血圧

日本人の健康診断データを用いた大規模疫学研究
～ゆうぽうと Study ～

研究の概要
　近年、病気の発症には至らないが軽い異常が見られる状態、「未病」の段階で発症させない手当をして
いく予防医学の重要性が高まっている。特に、自覚症状が現れにくい糖尿病、高血圧、脂質異常症といっ
た生活習慣病は患者数の増加が続いており、その早期対応は重要な課題となっている。
　我々は、1998 年 4 月～ 2006 年 4 月までに、五反田ゆうぽうと健診センターで人間ドックを受診さ
れた約 3 万 5 千人の検査データを用いて、日常の臨床現場で得られた疑問や様々な疾患の発生要因、そ
の影響因子の関連などを調査している。
　 ゆ う ぽ う と Study
の デ ー タ ベ ー ス は、
横断研究とコホート
研 究 に 対 応 可 能 と
なっており、多くの
健康に関する情報が
得られるものとなっ
ている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ゆうぽうと Study データベースは、上記研究のほかにも以下のような利用方法があります。
　　・テーマはあるが、標本数が不足している・・
　　・患者と比較する健常人のデータがほしい・・
　　・これまでに言われていることを検証してみたい・・・
　ゆうぽうと Study データベースを用いた研究を希望する場合（テーマの提案、共同研究提案など）は、
関までご連絡ください。また、最終責任者は帝京大学ちば医療センター教授 井上和男先生です。デー
タベース使用の際は、ゆうぽうと研究グループを共同研究者に加えることが条件となります。

知的財産・論文・学会発表など
1 .  Reiko Seki, Inoue K, Akimoto K,C-reactive Protein Associates with Metabolic Syndrome:AnImproved 

Conventional Assay may Fit for Purpose in Population-based Analyses.,Annals of Biomedical Research  1(2) 
1-7  2018 年 9 月（横断研究）

2 .  Reiko Seki, Kazuo Inoue, Shiori Takao, Kimihiko Akimoto.,Effect of weight change on the progression to 
diabetes among non-obese individuals.,Annals of Biomedical Research 1(1) 102  2018 年 1 月（コホート研究）  

3 .  Reiko Seki, Kazuo Inoue,et,.al.,Non-HDL cholesterol is better than Friedwald-estimated LDL cholesterol to 
associate with cardiometabolic markers., Biomedical Research and Clinical Practice ISSN:2397-9631  2(2) 
1-6  2017 年 6 月（横断研究）
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研究の概要
　自然免疫は病原体などの侵入において、初期に発動される生体には不可欠な免疫システムである。
Toll 様受容体（TLR）は、病原体の構成成分や自己の細胞が壊れることで漏出する分子などを認識する
パターン認識受容体であり、マクロファージや樹状細胞の膜表面に多くみられ、初期免疫において重要
な役わりを担っている。しかし、これらの応答が過剰になると全身性の炎症から循環不全や臓器障害が
引き起こされる。とくに、敗血症は「感染に対する制御不十分な生体反応による致死をもたらす臓器障害」
であり、その病態の多様性から未だ効果的な治療法は確立されていない。
　そこで、マウスに様々な異なる TLR アゴニストを D-galactosamin と併用投与（腹腔内投与）することで、
以下の特徴をもつモデルを提案した。
　① 投与後 10 時間程度の比較的短時間で炎症を誘発する
　② 投与量を変えることで、炎症の程度や生存率を変えることができる
　③ 同容量の投与でマウス系統により炎症の程度が異なる
　④ アゴニストを変えることで肝障害や全身炎症の重症度バランスが異なる
　⑤ TLR アゴニストの連続投与（24 時間インターバル）でトレランス（免疫抑制状態）を誘導できる

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この炎症惹起動物モデルは、投与する薬剤の量や TLR アゴニストの種類を変えることで、臓器ダメー
ジや生存率といった異なる炎症像を再現することができる。また TLR アゴニストの併用でトレラン
ス状態も再現できる。そのことから炎症を抑制する物質のスクリーニングに適していると思われる。
また、敗血症などの複雑な病態をもつ疾患の形成機序だけではなく、各 TLR 応答の違い、免疫担当
細胞以外の関与、激しい炎症後に陥る免疫抑制状態への移行機序といった基礎的な課題の検討におい
ても有用であると考える。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Reiko Seki,Toll-like receptor ligand-induced liver injury in D-galactosamine-sensitized mice: 

differences between TLR7/8 and TLR9 ligands, cytokine patterns, and cross tolerance induction by 
TLR2 ligand pretreatment.,Journal of Immunology Research.,  2017(2) 10  2017 年 9 月

2.  Reiko Seki and Kazuhisa Nishizawa, Inflammatory vs thrombotic states of platelets: a mini-review 
with a focus on functional dichotomy., Annals of Biomedical Research   1(107)   2018 年 6 月   
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Toll 様受容体アゴニストを用いた
マウス炎症モデルの拡張
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キーワード：血小板関連 IgG 測定法、ITP、 ICFA

血小板膜糖タンパク特異的抗体検出による
血小板関連 IgG 測定法

研究の概要
　特発性血小板減少性紫斑病（ITP）等、自己免疫性の抗血小板抗体を産生する患者に対し、血小板表面
に存在する IgG（血小板関連 IgG 以下、PA-IgG）を実施して、生体内で既に患者の血小板に結合してい
る抗体の有無および抗体量を測定することは、臨床的有用性がある。一方、従来の PA-IgG は特異性に欠
けるという側面を持っており、ITP の診断補助として用いられているが、原因を問わず血小板減少症で
陽性となるため、ITP 診断における意義は低い。
　本研究は、我々が開発した「蛍光ビーズを用いた免疫複合体検出による抗体解析法」（特開 2009-
080019： 以下、ICFA）を応用し、従来の PA-IgG において問題であった『血小板膜糖タンパク特異的自
己抗体の検出』および『ITP に特異的な抗体の定量』を可能とする新たな PA-IgG 測定法を検討している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本法の開発は、『血小板膜糖タンパク特異的自己抗体の検出』および『ITP に特異的な抗体の定量』
につながるものであり、本法の試薬が市販化され、普及することによって、ITP 診断が容易となり、
早期に ITP 治療を行うことが可能となる。

知的財産・論文・学会発表など
特許　特開 2009-080019：蛍光ビーズを用いた免疫複合体検出による抗体解析法
論文　 Fujiwara K, Shimano K, Tanaka H: Application of bead array technology to simultaneous 

detection of human leucocyte antigen and human platelet antigen antibodies. Vox sang 96: 244-
251, 2009.

論文　 Takanashi M, Atsuta Y, Fujiwara K: The impact of anti-HLA antibodies on unrelated cord blood 
transplantations. Blood 116:2839-2846, 2010.

論文　 藤原孝記： HLA-QC ワークショップレポート　抗体検査結果解析　その他検査法，クロスマッ
チ - LCT・AHG-LCT, MPHA, FCM, ICFA - 日本組織適合性学会誌 25(1):31-32. 2018
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キーワード：筋・骨格系、可塑性、酸素分圧

筋・骨格系の可塑性に関する研究

研究の概要
　我々は約 760 mmHg という大気圧環境下で生活しており、極端にその環境が変わることはない。その
ため、細胞内酸素分圧は極めて狭い範囲で制御されており、その逸脱は細胞に対して刺激となる。その
刺激が過剰であれば細胞死に、ある程度の適度な刺激であれば細胞の働きの活性化に繋がる。たとえば、
細胞内酸素分圧が 4 mmHg 以下の状態が長時間続けば細胞死が起こるが、短時間であれば低酸素応答因
子 (hypoxic-induced factor)-1 等の活性化による血管増殖や造血作用が賦活され身体は環境に適応する。
　そこで、現在、細胞内酸素分圧の低下や上昇が細胞機能にどのような変化を与えるか、また、その変
化を積極的に健康増進に応用できないかという視点で特に筋・骨格系への影響について in vivo, in vitro
の実験系を用いて分子レベルで検討している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　気体に着目するのは、気体は空間さえあれば、そこが液相、気相に関係なく送り込むことが可能だ
からです。これは薬剤にはない特徴といえます。酸素分圧を変化させることで、生体にとってどのよ
うなプラスの効果があるのかが明らかになれば、気体単独、あるいは他の方法と併用することで、よ
り健康科学、医学に貢献できるものと考えています。

知的財産・論文・学会発表など
論文
1） Kawada S, Harada A, Hashimoto N. Impairment of cold injury-induced muscle regeneration in mice 

receiving a combination of bone fracture and alendronate treatment. PLoS One 12(7): e0181457. (2017)
2） Kawada S, Wada E, Matsuda R, Ishii N. Hyperbaric hyperoxia accelerates fracture healing in mice. PLoS 

One 8(8): e72603. (2013)  
3） Kawada S, Ohtani M, Ishii N. Increased oxygen tension attenuates acute ultraviolet-B-induced skin 

angiogenesis and wrinkle formation. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 299(2): R694-701 (2010)
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剰であれば細胞死に、ある程度の適度な刺激であれば細胞の働きの活性化に繋がる。たとえば、細胞内酸
素分圧が4 mmHg以下の状態が長時間続けば細胞死が起こるが、短時間であれば低酸素応答因子
(hypoxic-induced factor)-1等の活性化による血管増殖や造血作用が賦活され身体は環境に適応する。
そこで、現在、細胞内酸素分圧の低下や上昇が細胞機能にどのような変化を与えるか、また、その変化を積
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キーワード：心肺蘇生法の質、疲労、病院前救護

心肺蘇生法における
救助者の疲労軽減に関する研究

研究の概要
　私は現在、心肺蘇生法（以下、CPR）の質と疲労との関連に関する研究を行っている。CPR は胸骨圧
迫と人工呼吸を組み合わせた方法が用いられているが、特に胸骨圧迫の質の重要性が蘇生ガイドライン
でも示されている。CPR の質は救助者の疲労により低下することが報告されているため、CPR 中の救助
者の疲労を軽減し、CPR の質を維持することは重要であると考える。

　そこで、CPR 施行者に対して身体補助具を装着することにより、CPR に伴う疲労の軽減を図り、CPR
の質が維持できるかどうかを現在研究している。身体補助具として、「サポーター」を装着した評価を検
討している。①肘部（肘の屈曲防止）、②腰部（腹斜筋、腹横筋、脊柱起立筋の負担軽減）、③大腿部（大
腿筋の動揺抑制）に装着し、装着しなかった場合と比べて疲労度や CPR の質にどのような影響があるか
を評価する予定である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　心肺停止傷病者に対して質の高い CPR が傷病者の予後に大きく影響を与えることが知られている。
救急現場に居合わせた人による CPR、救急隊による救急現場での CPR、病院搬送中の救急車内で行
われる CPR など、病院到着までの間は限られた人員で CPR を行わなければならない。このことから、
救助者の CPR 中の身体的負担を軽減することができれば、一人で長時間の CPR を行っても CPR の質
が低下せず、傷病者の利益に繋がると考える。また、心肺蘇生法は世界共通の手法であるため、本研
究の成果は世界に発信することができる。

知的財産・論文・学会発表など
論文：
菊川 忠臣 , 小関 一英 , 大松 健太郎 , 小林 國男 : 救助者の CPR 習熟度の違いが 10 分間の CPR の質に
与える影響 ―圧迫単独法と標準法の比較―. 日臨救医誌 20: 1-9, 2017
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研究の概要

そこで本研究の目的は、長時間1人で行うCPRの質を維持する手段
として、救助者に対して身体補助具を装着することにより疲労を軽減
しつつ、CPRの質を維持できるかどうかを検討することである。
骨圧また胸骨圧迫の質の低下を防ぐために救助者を1～2分ごとに
交代することが推奨されている。しかし、周囲に救助者がいない場
合、救急隊による救急車内でのCPRなど、状況よって一人の救助者
が長時間の胸骨圧迫を行わなければならない場合がある。そのよう
な状況で救助者の疲労を軽減しつつ、CPRの質を維持するための方
策について検討した報告は見当たらない。
そこで本研究の目的は、長時間1人で行うCPRの質を維持する手段
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骨圧迫を行わなければならない場合がある。そのような状況で救助
者の疲労を軽減しつつ、CPRの質を維持するための方策について検
討した報告は見当たらない。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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キーワード：災害医療、トリアージ、現場救護所、GPS、位置情報

Wi-Fi を利用した災害現場の
GPS 位置情報管理システム

研究の概要
　災害現場に Wi-Fi を利用して電子化された救急隊等の人員や重症度別傷病者の位置情報と、救護所・
内側警戒線など現場レイアウトを提供し、災害対応の俯瞰的把握を可能にすることで災害対応の円滑化
を図る。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　災害発生現場は、一般人の立ち入りを厳しく制限する外側警戒線と、適切な個人防護服を装着した
人員のみが立ち入りを許可される危険な発災現場を意味する内側警戒線で仕切られる。　内側警戒線
内の発災現場から傷病者を現場救護所に移送し、そこで最終的なトリアージ ( 治療や病院搬送の優先
順位付け）が行われる。現場には様々な重症度の多数の傷病者や、救急・消防隊員、医療班員等の多
数の人員が存在するが、傷病者搬送の動線の障害や人員の過不足を認識できず混乱が生じている。そ
こで Wi-Fi による GPS 位置情報管理システムの設置により、災害現場レイアウト及び人員配置の適切
性、さらに傷病者の位置・動きの俯瞰的把握が可能になり、傷病者対応を円滑に進めることを目指す。

知的財産・論文・学会発表など
参考文献： MIMMS　大事故災害への医療対応 ( 永井書店）
　　　　　DMAT 標準テキスト（へるす出版）
　　　　　橘田要一：行政　災害医療　災害医療の現状と展望　大事故災害時の医療支援 (MIMMS)．
                  医学のあゆみ　 226：646-650，2008

キーワード：災害医療、トリアージ、現場救護所、GPS、位置情報

Wi-Fi
GPS

URL http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/medical/sports.html#course02

5
TEL 03- 03-3964-1211 45560 E-mail kitsutay@med.teikyo-u.ac.jp

KITSUTA, Yoichi 

X

医療技術学部・スポーツ医療学科　救急救命士コース　教授

橘田　要一 KITSUTA,　Yoichi 

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/medical/sports.html#course02

医療

板橋キャンパス

Wi-Fi
GPS

URL http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/medical/sports.html#course02

5
TEL 03- 03-3964-1211 45560 E-mail kitsutay@med.teikyo-u.ac.jp

KITSUTA, Yoichi 

X



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 140 ─

キーワード：AED、心電図、心肺停止

AED データ回収システムの検討
（非医療機関での AED 使用）

研究の概要
背景　2004 年 7 月に非医療従事者の AED の使用が可能となり 10 年以上が経過した。

これらの使用された AED の検証が必要とされているが、システムとして検証され

ている報告はない。

目的　非医療機関での AED 使用を、PAD（public Access Defibrillation) と定義した。

システムとして PAD 使用後の AED の内部データが回収できるか検討し、そのデー

タを検証すること。

方法　対象は東京都内の三次医療機関に搬送された、非医療機関における AED 使用症例。

　　　搬送先病院から本作業部会に内部データ回収の依頼を受ける。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　AED のデータを回収し内部の心電図を確認することは、傷病者の心肺停止原因の診
断につながり、各種トラブルなどの発生時には原因究明の手段となる。管理トラブル
などが発生しており、適切な対応を検討する材料となる。

知的財産・論文・学会発表など
　第 42 回　日本救急医学会　ワークショップ（H26 年）

キーワード：AED、心電図、心肺停止
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キーワード：救急救命士、基礎教育、看護学実習

基礎救急救護技術（仮称）の確立を目指して！

研究の概要
　救急救命士が病院前救護の医療専門職として誕生してから 26 年、大学での救急救命士養成教育が始
まってからは 18 年経過しているにも関わらず、未だに科学的な教育指導法が確立されておらず、発展
途上にあると言わざるを得ない。
　救急救命士は当初、救急実務経験の豊富な救急隊員を念頭にした資格であり、即戦力としての「救急
救命処置」である医術の習得に重きが置かれたために、
看護教育に比べ救急救命士としての基本的な知識や技
術の習得が教育上不足している。特に、実際の患者を
対象にした臨床実習（病院実習）においては「特定行
為に関連する手技の習得に向けられるべき」ことが重
要視されており、コミュニケーション、ストレッチャー
搬送、体位変換、車いす操作など、救急救命士とし
ての基本的知識・技術の習得は就職後の on the job 
training によるところが大きい。
　救急救命士における基本的知識・技術である「基礎
救急救護技術（仮称）」を確立し、大学での必修教授
科目に取り入れるなどの系統的な学びを行い、学習内
容を充実させるべきである。その構築に向けた取り組
みとして、①他校に類をみない先駆的な取り組みであ
る救命士大学生に対する看護学実習の普及に向けた研
究、②現職、救急救命士への調査から「基礎救急救護
技術（仮称）」の項目を抽出する研究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本学で行われている救命士大学生に対する看護学実習は、大学教育での臨床実習として他校に類を
みない、先駆的な取り組みである。そして、事前に学内で指導をうけ、一部座学を取り入れながら論
理的な部分を学び、その後病棟で実際の入院患者さんに対して、行うことで知識と技術を融合させる、
まさに、本学が掲げる「実学」の部分といえる。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
・ 実習記録表を用いた救命士学生の客観的病院実習評価表についての検討：医療教授システム学会　

2012.2
・ 東京 DMAT 出動時携行資器材の検討と工夫：救急医学会関東地方会　2007.12
・ 中心静脈カテーテル関連血流感染の感染率低減へ向けての取り組み―初療室でのマキシマルバリア

プレコーションを導入して―：日本救急看護学会　2002.9

キーワード：救急救命士、基礎教育、看護学実習

本学で行われている救命士大学生に対する看護学実習は、大学教育での臨床実習として他校に類
をみない、先駆的な取り組みである。そして、事前に学内で指導をうけ、一部座学を取り入れなが
ら論理的な部分を学び、その後病棟で実際の入院患者さんに対して、行うことで知識と技術を融合
させる、まさに、本学が掲げる「実学」の部分といえる。

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1458/37

TEL 03-3964-8438 E-mail nero-s@med.teikyo-u.ac.jp

SAKAMOTO, Mizuki

学会発表
•
•
•

現在の救命士教育

基礎救急救護技術
（仮称）

医療技術学部・スポーツ医療学科　救急救命士コース　助教

酒本　瑞姫 SAKAMOTO, Mizuki

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1458/37

医療

板橋キャンパス

本学で行われている救命士大学生に対する看護学実習は、大学教育での臨床実習として他校に類
をみない、先駆的な取り組みである。そして、事前に学内で指導をうけ、一部座学を取り入れなが
ら論理的な部分を学び、その後病棟で実際の入院患者さんに対して、行うことで知識と技術を融合
させる、まさに、本学が掲げる「実学」の部分といえる。

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1458/37

TEL 03-3964-8438 E-mail nero-s@med.teikyo-u.ac.jp

SAKAMOTO, Mizuki

学会発表
•
•
•

現在の救命士教育

基礎救急救護技術
（仮称）
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キーワード： 介護予防、地域包括ケアシステム、柔道整復キーワード： 介護予防、地域包括ケアシステム、柔道整復

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

※本研究は、本学経済学部地域経済学科との共同研究です。

地域介護予防資源としての宇都宮市内
柔道整復師施術所のマッピングと特性調査

医療技術学部 柔道整復学科 講師

阿部 弘之
URL： https://researchmap.jp/read0058316/
連絡先： 帝京大学宇都宮キャンパス柔道整復学科棟研究室409

TEL： 028-627-7280 E-mail： habe@ucjt.teikyo-u.ac.jp 

ABE, Hiroyuki

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

キーワード：介護予防、地域包括ケアシステム、柔道整復

地域介護予防資源としての宇都宮市内
柔道整復師施術所のマッピングと特性調査

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では、まず地理情報システム（GIS）を用いて、宇都宮市内接骨院の分布状況を Web 上の地
図上に可視化します。さらに、各接骨院に勤務する柔道整復師の特性情報（機能訓練指導員届け出の
有無など）を併記することによって、地域介護予防資源としての柔道整復師の可視化を図ります。ま
た、接骨院に通院する患者の虚弱状態を調査することにより、介護予防事業対象者のピックアップ機
能を接骨院に持たせることを試みます。デイケアセンターを併設する接骨院を経営している方や、行
政・地域包括支援センターの方々との連携が可能と考えております。
※本研究は、本学経済学部地域経済学科との共同研究です。

知的財産・論文・学会発表など
1． 牛込謙一郎、宮川誠、青木未来、田中篤、阿部弘之：組織の再生過程における栄養物質トランスポー

ター発現動態解析～マウス肝再生モデルを用いて～．帝京大学医療技術学部紀要 (6)　印刷中
2． Lagrue, Emmanuelle and Abe, Hiroyuki (co-top authors) et al., Regional characterization of energy 

metabolism in the brain of normal and MPTP-intoxicated mice using new markers of glucose and 
phosphate transport, J. Biomed. Sci. 2010; 17 91.

キーワード：介護予防、地域包括ケアシステム、柔道整復

柔道整復師施術所のマッピングと特性調査
医療技術学部・柔道整復学科　講師

阿部　弘之 ABE, Hiroyuki

URL： https://researchmap.jp/read0058316/

医療

宇都宮キャンパス

研究の概要

★超高齢社会を迎えて、地域で高齢者を支える地域包括ケアシステムの確立が急がれています。

★ 柔道整復師施術所（接骨院）を地域の介護予防資源と捉え、高齢者の機能訓練（足腰の強化など）や、
虚弱高齢者のピックアップ機能（地域包括支援センターとの連携）を担う医療機関として地域包括ケ
アシステムへの参入を促すことを目指しています。



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 143 ─

キーワード：3次元動作分析、VICON、ハイスピードカメラ

3 次元動作分析装置を用いた
スポーツ動作に関する研究

研究の概要
　主に藤井研究室では、① VICON（モーションキャプチャーシステム）、または②複数台のハイスピー
ドカメラを用いた 3 次元動作分析を行い
　1.  スポーツ動作における力学的メカニズムの解明
　2.  一流競技者の動きとの比較から、スポーツパフォーマンス向上のために重要な “ 動き ” について明

らかにすること
　3.  スポーツ障害と動きとの関係性について検討を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　スポーツに従事する学生が現場で感じる「なぜ？」という疑問を、動作解析などを通じて明らかにし
ていくことで、学生の「考える力」を育むことが大きな目的です。そして、指導者や競技者にとってパフォー
マンス向上のための有益な知見を提供していくことを目指して日々研究活動を行っています。

知的財産・論文・学会発表など
藤井宏明、藤井範久：記録水準の異なるハンマー投選手のターン動作におけるハンマーヘッド加速動
作のキネマティクス的分析 . 日本体育学科大会予稿集 69：139, 2018.
藤井宏明、藤井範久：ハンマー投ターン動作におけるハンマーヘッドスピード増加とハンドル法線速
度増加との関係性について．第 25 回日本バイオメカニクス学会大会論文集 , 109, 2018.
草川祐生、藤井宏明、白石聖：前足部内反変形は片脚着地動作中の膝関節外反運動を増大させる：第
20 回スポーツ整復療法学会大会，2018．

キーワード：3次元動作分析、VICON、ハイスピードカメラ

3

URL

TEL 028-627-7136 E-mail fujii@ucjt.teikyo-u.ac.jp

FUJII, Hiroaki

について検討を行っている。

医療技術学部・柔道整復学科　講師

藤井　宏明 FUJII, Hiroaki 医療

宇都宮キャンパス

3

URL

TEL 028-627-7136 E-mail fujii@ucjt.teikyo-u.ac.jp

FUJII, Hiroaki

について検討を行っている。



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 144 ─

キーワード：COPD 地域連携

局地大気汚染地域での COPD 早期診断システムの有用性
― COPD 地域連携システムの構築について―

研究の概要
　研究は、医療インフラを利用して、保健所、医師会、病院、大学で地域リハビリテーションを活用し
た慢性閉塞性肺疾患（COPD）地域連携システムの構築、地域に普及する研究である。
現在の我が国は PM2.5 に代表される大気汚染が全
国に広がり、COPD に代表される呼吸器疾患患者
数の増悪が懸念されている。公害指定地域である
福岡県大牟田市に地域連携システムを構築し検証
を行っている。　　
　我が国では PM2.5 に代表される大気汚染が問
題となり、今後さらに、大気汚染や喫煙による
COPD 患者数の増悪が懸念されている。現在 COPD
の患者数は 530 万人と推定されているが、大多数
は適切な診断、治療を受けないまま潜在している。
大気汚染が日本各地に広がるなかで、COPD 早期
発見の為の地域病診連携システムの作成し、早期
発見し予防効果を検証し地域に貢献していく。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　大牟田、筑豊地域は、公害指定地域にされ、国内の大気汚染物質のみならず、PM2.5 など高い汚
染物質量が報告されている。さらに高齢化率 35.7％と高く、多くの未受診である潜在的患者数が予
測される。
　本研究の目的は、大牟田市を中心に保健所を中心とした、行政、医師会、地域中核（基幹）病院、
大学で地域リハビリテーションを活用した COPD 地域連携システムの構築を開発し、定期的に呼吸機
能検査、スクリーニングを行い、早期発見を促しシステム有用性を調査することである。
その結果、COPD 患者を早期発見し医療費の抑制に寄与することができると考える。

知的財産・論文・学会発表など
１.  Kenji, Kotaki et al. Trends in the prevalence of COPD in elderly individuals in an air-polluted city in 

Japan: a cross-sectional study. Dovepress （Published online 3 April 2019）
２.  Kenji, Kotaki et al. Effectiveness of diagnostic screening tests in mass screening for COPD using a 

cooperative regional system in a region with heavy air pollution: a cross-sectional study BMJopen 
（Published online: 15 Nov 2016）

３.  Kenji, Kotaki et al. Tobacco use among designated airpollution victims and its association with 
lung function and respiratory symptoms: a retrospective cross-sectional study bmjopen （Published 
online: 31 Jul 2014）

キーワード：COPD 地域連携

― COPD 地域連携システムの構築について―

COPD
― COPD ―

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2084/38 

TEL 0944-88-8493 E-mail koutaki@fmt.teikyo-u.ac.jp

KOUTAKI, Kenji

.Kenji,Kotaki et al. Effectiveness of diagnostic screening tests in mass screening for COPD using a cooperative regional system in a 
region with heavy air pollution: a cross-sectional study
BMJopen Published online: 15 Nov 2016

.Kenji,Kotaki et al. Tobacco use among designated airpollution victims and its association with lung function and respiratory 
symptoms: a retrospective cross-sectional study bmjopen Published online: 31 Jul 2014

. et al. COPD COPD
(30): 14 -18 2017

福岡医療技術学部・理学療法学科　講師

上瀧　健二 KOTAKI, Kenji

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2084/38

医療

福岡キャンパス

COPD
― COPD ―

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2084/38 

TEL 0944-88-8493 E-mail koutaki@fmt.teikyo-u.ac.jp

KOUTAKI, Kenji

.Kenji,Kotaki et al. Effectiveness of diagnostic screening tests in mass screening for COPD using a cooperative regional system in a 
region with heavy air pollution: a cross-sectional study
BMJopen Published online: 15 Nov 2016

.Kenji,Kotaki et al. Tobacco use among designated airpollution victims and its association with lung function and respiratory 
symptoms: a retrospective cross-sectional study bmjopen Published online: 31 Jul 2014

. et al. COPD COPD
(30): 14 -18 2017
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キーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォンキーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

市販スマートフォンを活用した
評価・治療・教育システムの開発
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

丸山 倫司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2874/38 
連絡先：帝京大学 福岡キャンパス

TEL：0944-57-8333(研究室) E-mail：maru@fmt.teikyo-u.ac.jp

MARUYAMA, Norikazu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

アプリケーション

主にビューアとログ機能を有する

キーワード：理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォン

市販スマートフォンを活用した
評価・治療・教育システムの開発

研究の概要
スマートフォンを活用した簡易動作解析システムの開発
　リハビリテーション関連職種では、歩行や立ち上がりなどヒトの動作を分析し治療方針を決めるが、分析
は視覚で確認し経験則をもとに判断されるため、定量的な評価が困難である。そこで、市販スマートフォン
搭載のモーションセンサー（加速度・角速度・地磁気）を活用し、同期信号ユニットを組み合わせた、簡易
動作解析システムを開発した。従来の動作解析システムに比べて、安価で可搬性に富んだシステム構成であ
るため、臨床で活躍する医療従事者に最適の評価機器といえる。

スマートフォンを活用した筋電計
　リハビリテーション関連職種の評価機器および患者本人の
治療機器、学生の教育ツールとして、市販スマートフォンを活
用した筋電計を開発した。筋電位センサーについては、公開
技術を参考に新規にノイズ対策を行い、表示・計測するアプ
リケーションを開発した。アプリケーションは評価のために、
筋電位の ARV（実効値）、FFT（周波数解析）を解析用に記
録可能とし、加えて患者治療用のバイオフィードバック機能を
設けた。評価や治療機器だけでなく、学部生教育、小中学生
の科学教育へ用いることが可能である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　簡易動作解析システムについては、高価（1,000 万円～）な動作解析装置と比較して遜色のない精度
が確認できている。特許も保有していることから、安価で普及型の動作解析システムをライセンスするこ
とができる。筋電計については、臨床家および患者のニーズに訴求できるシステムである。鍵になるのは
アプリケーションの仕様であるので、産学連携にて用途に応じたシステム作りの提案が可能である。

知的財産・論文・学会発表など
知的財産： 動作解析装置および動作解析方法　特許 6445232　出願人：帝京大学　発明者：丸山倫司・

松尾清美
学会発表： 丸山倫司：簡易型動作解析システムの開発～スマートフォン内蔵の加速度センサーによる

動作解析～、第 29 回日本義肢装具学会学術大会、2013

キーワード：理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォン

評価・治療・教育システムの開発

キーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォンキーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

市販スマートフォンを活用した
評価・治療・教育システムの開発
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

丸山 倫司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2874/38 
連絡先：帝京大学 福岡キャンパス

TEL：0944-57-8333(研究室) E-mail：maru@fmt.teikyo-u.ac.jp

MARUYAMA, Norikazu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

アプリケーション

主にビューアとログ機能を有する

福岡医療技術学部・理学療法学科　講師

丸山　倫司 MARUYAMA, Norikazu

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2874/38 

医療

福岡キャンパス

キーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォンキーワード： 理学療法、動作解析、筋電図、スマートフォン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

市販スマートフォンを活用した
評価・治療・教育システムの開発
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

丸山 倫司
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2874/38 
連絡先：帝京大学 福岡キャンパス

TEL：0944-57-8333(研究室) E-mail：maru@fmt.teikyo-u.ac.jp

MARUYAMA, Norikazu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

アプリケーション

主にビューアとログ機能を有する
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キーワード：食品、健康危機管理、薬剤耐性菌

種鶏等における人細菌性下痢症の
原因菌に関する汚染実態調査

研究の概要
　医療及び獣医療領域における薬剤耐性菌の広がりは喫緊の課題であり、両領域における薬剤耐性菌の
動向を把握し、抗生剤の適正使用のための公衆衛生学的な啓発が求められている。
　本研究では、農場から食卓に至るまでの養鶏関連の工程にお
いて、代表的な病原性細菌（Campylobacter  とSalmonella）を
分離、遺伝学的な手法を用いた系統分類、薬剤感受性試験及び
耐性遺伝子の解析を実施した。その結果、肉用鶏の生産現場
における抗生剤使用が鶏肉を汚染する薬剤耐性菌の出現にあ
る程度の寄与をしていることが疑われる成果が得られた。更
に養鶏関連における広域スペクトラムセファロスポリン耐性
Salmonella  、フルオロキノロン耐性のCampylobacter など、薬
剤耐性菌の拡がりに注視する必要性を情報発信している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
・市販鶏肉の約３割が病原性細菌に汚染されていることを明らかにした。
・市販鶏肉の病原性細菌の汚染源が養鶏場環境そのものにあることを明らかにしつつある。
・ 肉用鶏の肥育の際に使用される抗生剤が、市販鶏肉や食中毒患者から分離される薬剤耐性菌の一要

因となっていることを明らかにしつつある。

知的財産・論文・学会発表など
原著論文：Decrease in the prevalence of extended-spectrum cephalosporin-resistant Salmonella following 
cessation of ceftiofur use by the Japanese poultry industry, International journal of Food Microbiology, 
2018 Jun 2;274:45-51.
学会発表：Decrease in extended-spectrum cephalosporin-resistant Salmonella from chicken meat in Japan, 
International Union of Microbiological Societies 15th Congress, Singapore, 17-21 July 2017

キーワード：食品、健康危機管理、薬剤耐性菌
キーワード： 食品、健康危機管理、薬剤耐性菌キーワード： 食品、健康危機管理、薬剤耐性菌

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

種鶏等における人細菌性下痢症の
原因菌に関する汚染実態調査
福岡医療技術学部 作業療法学科 教授

世良暢之
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3319/39 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：sera@fmt.teikyo-u.ac.jp

SERA, Nobuyuki

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療福岡医療技術学部・作業療法学科　教授

世良　暢之 SERA, Nobuyuki 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3319/39 

医療

福岡キャンパス
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キーワード：発達障害、Vineland- Ⅱ、適応度

発達障害児の適応行動について
～ Vineland- Ⅱを用いて～

研究の概要
　近年発達障害児の増加が顕著で、学校や社会でその対応の難しさが問題になっていま
す。発達障害児の症状やその程度は多様です。そのため、アメリカなど海外では発達障
害児の診断について日常生活の適応度の評価が重視されています。
しかし、日本では長らくこの日常生活の適応度を評価できる標準化された尺度がありま
せんでした。そのため、厚生労働科学研究班が立ちあがり、2014 年に Vineland 適応行
動尺度第二版（Vineland- Ⅱ）が刊行されました。この検査は対象児の日常の適応行動
を以下の４つの領域から評価することができます。
　
 ①コミュニケーション ②日常生活スキル ③社会性 ④運動スキル
 　受容言語 　身辺自立 　対人関係 　粗大運動
 　表出言語 　家事 　遊びと余暇 　微細運動
 　読み書き 　地域生活 　コーピングスキル

　この Vineland- Ⅱを用いて発達障害児の適応度が具体的にどの程度なのか捉えること
ができます。
　適応度を適切に評価すること、そしてその結
果を基に、発達障害児に必要な支援を明確にし
ていくことを研究の目的としています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　Vineland- Ⅱが臨床場面でも必須検査として広がっていけば、リハビリなどの療育
場面においてより具体的なアプローチを実施することに繋がり、対象児の生活におけ
る問題の改善が期待できます。

キーワード：発達障害、Vineland- Ⅱ、適応度

Vineland-Ⅱ

https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3031/39

TEL 0944-57-8333 E-mail marumoto@fmt.teikyo-u.ac.jp

MARUMOTO, Tsugumi福岡医療技術学部・作業療法学科　助教

丸本　つぐみ MARUMOTO, Tsugumi

https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3031/39

医療

福岡キャンパス

Vineland-Ⅱ

https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3031/39

TEL 0944-57-8333 E-mail marumoto@fmt.teikyo-u.ac.jp

MARUMOTO, Tsugumi
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キーワード：超高齢社会、クレイル、健康寿命の延伸

超高齢社会におけるサルコペニア /
フレイル予防に関する臨床的研究

研究の概要
　超高齢社会を迎えた我が国では、今後、機能障害をもつ高齢多疾患患者の増加と伴に医療介
護の負担が増大する。そのために疾病の管理と共に生活機能障害を予防することが極めて重要
である。
　生活機能障害の原因になるフレイル（加齢に伴う身体全体の臓器機能や予備能力が低下して、
外的ストレスによって身体機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態）は、早
期にフレイルを把握し、適切な介入により健康な状態に戻せると考えられている。フレイルは
社会的問題（独居、閉じこもり）、精神・心理的問題（認知症、うつ）および身体的問題（サル
コペニア）を包括している。サルコペニア / フレイル予防には、1） 適度な運動、2） バランス
のとれた栄養、3） 社会と人とのつながりを持つことが重要で、多職種協働のチーム医療による
心臓リハビリテーションの応用が有用であることを報告した。本研究では、高齢化率 35.9％の
福岡県大牟田市において、地域包括ケアシステムにおける「医療介護予防事業」の一環として、
行政・医師会・大学の連携・協力による「サルコペニア・フレイル予防事業」を展開し、サル
コペニア / フレイルに対する予防効果を検証する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
1） サルコペニア / フレイルは高齢者の包括的を行う際の臨床的概念で、予後の推定が可能で

ある。
2）サルコペニア / フレイルは適切な介入により健康な状態に戻る可逆的な病態である。
3）サルコペニア / フレイル予防により、高齢者の自立した生活を支援できる可能性がある。
4）サルコペニア / フレイル予防は健康寿命の延伸に貢献できる可能性がある。
5）サルコペニア / フレイル予防は国民医療費の増加抑制に貢献できる可能性がある。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）
１） Harada H,  Kai H, Niiyama H, Nishiyama Y, Katoh K, Yoshida N, Fukumoto Y, Ikeda H. 

Effectiveness of cardiac rehabilitation for prevention and treatment of sarcopenia in 
patients with cardiovascular disease - a retrospective cross-sectional analysis. J Nutr. 
Health Aging 21:449-456, 2017

2） Harada H, Kai H, Shibata R, Nishiyama Y, Murohara T, Yoshida N, Katoh A, Ikeda H: New 
diagnostic index for sarcopenia in patients with cardiovascular diseases. Plos One 12 (5): 
e0178123, 

キーワード：超高齢社会、クレイル、健康寿命の延伸

フレイル予防に関する臨床的研究

キーワード： 超高齢社会、フレイル、健康寿命の延伸キーワード： 超高齢社会、フレイル、健康寿命の延伸

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

超高齢社会におけるサルコペニア /
フレイル予防に関する臨床的研究

福岡医療技術学部 看護学科 教授

池田 久雄
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2626/194 

連絡先： TEL： 0944-57-8333 E-mail： ikeda_hisao@fmt.teikyo-u.ac.jp 

IKEDA, Hisao

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

医療福岡医療技術学部・看護学科　教授

池田　久雄 IKEDA, Hisao

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2626/194

医療

福岡キャンパス
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キーワード：ストレス、ストレスマネジメント、炎症性腸疾患

炎症性腸疾患患者のストレス不適応に対する
ストレスマネジメント介入

研究の概要
　炎症性腸疾患 ( クローン病、潰瘍性大腸炎 ) は代表的なストレス関連疾患の一つであり、スト
レスが腸炎増悪の強い誘因になるといわれている。我々の研究結果から、炎症性腸疾患患者は、
ストレス対処機能が十分に働いておらず、自分を表現しにくい性格傾向であることが判明して
いる。これらの結果から、炎症性腸疾患患者にストレスマネジメント介入（適切な自己開示の
促進や、認知の歪みの修正）を行い、以下の内容を明らかにする研究を行っている。

　　1．神経・内分泌・免疫系に関係するホルモンや、神経伝達物質がどう変化するのか。
　　2．自己効力感や性格傾向、自覚ストレス度がどう変化するのか。
　　3．疾患活動性（病態の程度）が改善するのか。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この研究を行うことにより、炎症性腸疾患患者のストレスマネジメント能力が高まり、神
経・内分泌・免疫系を通じたストレス対処機能の改善や、心理傾向が変化するという結果が
予想される。この結果により、炎症性腸疾患患者のストレスによる病態増悪の予防には、ス
トレスマネジメント能力を高めるような介入が有効であるとの意義が示されることになる。
今後、慢性疾患の第 3 次予防、つまり治療の過程においてストレスネジメントの介入などに
より、QOL に配慮した増悪防止対策や社会復帰対策がより重要視されてくると考えられ、本
研究の結果もこの分野で医療・看護の実践に貢献できるものと予想される。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）
1.  Functional disturbance of the stress-adaptation system in patients with scleroderma. 

Matsuura E, Ohta A, Suematsu R, Inoue H, Koarada S, Tada Y, Sherriff-Tadano R, Kuroki T, 
Ikeda D, Nagasawa K. Mod Rheumatol. 21(4):397-405. 2011

2.  Imbalance in the stress-adaptation system in patients with inflammatory bowel disease. 
Kuroki T, Ohta A, Sherriff-Tadano R, Matsuura E, Takashima T, Iwakiri R, Fujimoto K. Biol 
Res Nurs. 13(4):391-8. 2011.

3.  Stress maladjustment in the pathoetiology of ulcerative colitis. Kuroki T, Ohta A, Aoki 
Y, Kawasaki S, Sugimoto N, Ootani H, Tsunada S, Iwakiri R, Fujimoto K. J Gastroentetol. 
42:522-527. 2007

キーワード：ストレス、ストレスマネジメント、炎症性腸疾患
キーワード： ストレス、ストレスマネジメント、炎症性腸疾患キーワード： ストレス、ストレスマネジメント、炎症性腸疾患

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

炎症性腸疾患患者のストレス不適応に対する
ストレスマネジメント介入

福岡医療技術学部 看護学科 准教授

黒木 司
URL： http://www.teikyo-u.ac.jp/fukuoka/index.html
連絡先：

TEL： 0944-57-8333 E-mail： kuroki@fmt.teikyo-u.ac.jp

KUROKI, Tsukasa

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文（査読あり）

（写真）
医療

福岡医療技術学部・看護学科　准教授

黒木　司 KUROKI, Tsukasa

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/fukuoka/index.html  

医療

福岡キャンパス
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キーワード：Radiomics、画像特徴量、予後予測

医用画像に基づくがんの予後予測

研究の概要
　がん医療は各患者の遺伝子検査に基づいた精密医療へと移行しつつある。
しかし、遺伝子検査は（１）侵襲的、（２）高コスト、（３）精度の信頼性などの欠点を持つ。
　近年、さまざまな医用画像からがんの特性を反映する多数の表現型特徴を抽出し、その特徴と患者の
予後との関連性を解析する Radiomics が注目されている。
　人工知能（AI）を用いた Radiomics では、生存時間や再発などの予後予測精度が向上し、がんの放射
線治療における精密医療の実用的な方法となる可能性を秘めている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究はがん患者一人ひとりのアウトカムを最大限にし、副作用を最小限に抑えることを可能と
し、精密医療を実現する有用な方法の 1 つとなる可能性がある。また、これまでの研究結果から
Radiomics を利用することで高精度に予後予測が可能であることが示されている。
　今後、Radiomics に基づいた各患者に最適な治療戦略を支援するシステム開発が望まれる。

知的財産・論文・学会発表など
論文
1.  Arimura H, Soufi M, Ninomiya K, Kamezawa H and Yamada M．Potentials of radiomics for cancer 

diagnosis and treatment in comparison with computer-aided diagnosis. 2018 年 12 月 | Radiol 
Phys Technol. 11(4): 365-374　

2.  亀澤秀美，有村秀孝，Soufi Mazen，二宮健太，山田真大．放射線治療における AI を用いたレディ
オミクスの可能性，2018 年 10 月 | Rad Fan Vol.16 No.12

学会発表
1.  Kamezawa H, Arimura H, Yasumatsu R，Soufi M, Haseai S and Ninomiya K．Radiomics-based 

prediction of malignant potential in patients with parotid gland cancer. Radiological Society of 
North America 2018, McCormick place, Chicago, USA, November 25-30, 2018

キーワード：Radiomics、画像特徴量、予後予測

医用画像に基づくがんの予後予測

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2638/195 

TEL 0944-57-8333 E-mail kamezawa@fmt.teikyo-u.ac.jp

KAMEZAWA, Hidemi

•
•
•

福岡医療技術学部・診療放射線学科　講師

亀澤　秀美 KAMEZAWA, Hidemi

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2638/195 

医療

福岡キャンパス
URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2638/195 

TEL 0944-57-8333 E-mail kamezawa@fmt.teikyo-u.ac.jp

KAMEZAWA, Hidemi

•
•
•
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キーワード：医療資源、電子カルテデータの二次利用

蓄積された電子カルテデータの
二次利用に関する研究

研究の概要
　電子カルテが多くの病院で導入されています。患者さんの情報は、蓄積されています。

蓄積されたデータは有効に活用しなければなりません。しかしながら、医療の分野では

蓄積されたデータから新たな知見を発見することは、他のビジネスの世界に比べて遅れ

ています。

　そこで、患者さんの臨床情報や検査情報を用いて、新たな知見を発見するような研究

を行っています。

　今現在の研究は、患者さんから得た検査画像を病気の有無だけではなく、他の分野に

活用できないか研究しています。検査画像から手術時間を予測したり、長期入院になる

可能性を深層学習を用いることで予測可能か研究しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　蓄積されたデータを、効率的な病院経営や働き方改革に利用することで、患者さん
だけでなく、病院職員にも安心で安全な病院づくりに貢献します。

知的財産・論文・学会発表など
Efficient Use of Diagnostic Imaging and Objective Evaluation of Work that Reflects 
Patient Condition. J Health Med Econ 2017: Volume 3, Issue 1

キーワード：医療資源、電子カルテデータの二次利用
キーワード： 医療資源、電子カルテデータの二次利用キーワード： 医療資源、電子カルテデータの二次利用

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

蓄積された電子カルテデータの
二次利用に関する研究

福岡医療技術学部 診療放射線学科 助教

信太 圭一
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3041/195 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 (5831) E-mail：shida@fmt.teikyo-u.ac.jp

SHIDA, Keiichi

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療福岡医療技術学部・診療放射線学科　助教

信太　圭一 SHIDA, Keiichi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3041/195

医療

福岡キャンパス
キーワード： 医療資源、電子カルテデータの二次利用キーワード： 医療資源、電子カルテデータの二次利用

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

蓄積された電子カルテデータの
二次利用に関する研究

福岡医療技術学部 診療放射線学科 助教

信太 圭一
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3041/195 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 (5831) E-mail：shida@fmt.teikyo-u.ac.jp
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キーワード：脳血流定量、非採血、SPECT、自動解析　

非侵襲的脳血流定量値を用いた、
認知症評価解析法の構築

研究の概要
　脳血流製剤（99mTc-ECD, 123I-IMP）を用いた非採血での定量値算出を自動化で行い、その脳血流定量値を使用し
た認知症の評価法の構築に関する研究である。現在使用されている定量値を使わない、定性画像を使用した正常群
との比較評価法に対して、被験者個人の定量値を用いて、経過観察や予後の予測、薬剤の効果判定を可能にする評
価方法を構築し、その解析を自動化システムを開発することである。現在、装置メーカを共同で開発している非侵
襲的脳血流自動定量法（自動定量解析システム）を用いて、算出された個人の局所脳血流値の変化と認知症におけ
る局所部位の定量値の変化を観察する。
　今回の評価法により、従来定量値算出に対して行われていた動脈採血が不要となり、また、解析の自動化により
再現性を含めた精度の向上が見込まれる、さらに、従来の認知症統計解析評価法は、正常者群との比較で行うため、
その正常群の構築や更新が必要とされていた。しかし、今回の評
価法は、個人の局所脳血流値の変化を比較することによる評価法
のため、正常群の構築が不要であることは、医療倫理においても
重要な役割を果たす。
　研究の概要図（デジタルデータによる、予想）
上段）初回受診時：全体の血流値問題なし
中段）1年度：全体的な血流低下を認める
下段）3年後：血流低下を認める
注）�これは、全体的な変化を提示したが、認知症は局所部位の血流低下

を示すため、評価は、局所部位による評価を行う。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、自動解析ソフトウェアを他大学と装置メーカと共同で開発し、装置導入を目指している。この自動定
量解析システムの完成により、侵襲的な動脈採血検査が不要となり、患者さんの検査に対する負担軽減に寄与
することができる。精度の臨床評価などを、複数の検査実施施設との共同研究を行い、評価方法のこうち構築
と評価を行う予定である。

知的財産・論文・学会発表など
特許 2011 年 12 月  脳血流定量解析プログラム、記録媒体および脳血流定量解析方法  ：特許第 4879472 号
 2016 年 2 月 ROI 設定装置、ROI 設定方法コンピュータプログラム及び脳血流推定装置：特許第 5889825 号
論文　
1） A simple non-invasive I-123-IMP autoradiography method developed by modifying the simple non-invasive I-123-IMP 

microsphere method: Asato Ofuji, Rieko Nagaoka, Kosuke Yamashita, Akihiro Takaki, Shigeki Ito, Asia Oceania Journal of 
Nuclear Medicine and Biology AOJNMB-1707-1173 (2017) 

2） Uptake Index of 123I-metaiodobenzylguanidine Myocardial Scintigraphy for Diagnosing Lewy Body Disease：Yoshito 
Kamiya, Satoru Ota, Shintaro Okumiya, Kosuke Yamashita, Akihiro Takaki, Shigeki Ito：Asia Ocean J Nucl Med Biol. 
2017; 5(1) 

3） Fully automatic input function determination program for simple noninvasive 123I-IMP microsphere cerebral blood 
flow quantification method：Kosuke Yamashita, MSca, c, Yoshikazu Uchiyama, PhDb, Asato Ofuji, MSca, Hiroaki Mimura, 
PhDd, Shintaro Okumiya, MSca, Akihiro Takaki, PhDc, Teruki Sone, PhDd, Shigeki Ito, PhD（Physica Medica　Available 
online 2 September 2016）

4） Improvement of image quality using interpolated projection data estimation method in SPECT. Akihiro Takaki , Tsutomu 
Soma , Akihiro Kojima , Kimie Asao , Shinya Kamada , Masanori Matsumoto , Kenya Murase、Ann Nucl Med 2009 ; 23 (7): 
617-626. 

キーワード：脳血流定量、非採血、SPECT、自動解析　

福岡医療技術学部・診療放射線学科　准教授

高木　昭浩 TAKAKI, Akihiro
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キーワード：胸部 X線画像、観察トレーニング、LROC

胸部 X 線画像の観察トレーニングによる
胸部結節影の検出能の改善

研究の概要
　医療技術の進歩に伴い、放射線医学の分野には最新のモダリティーが導入され、これらの画像診断機
器を用いて画像診断や治療が行われている。これらの画像診断に従事する診療放射線技師の役割は、質
の高い専門性が求められている。

　質の高い画像を提供する診療放射線技師を目指すため、大学教育のカリキュラムに沿って、学生は４
年間学修するが、実際の臨床画像を観察する機会は非常に少ない。また、種々の症例と多様なモダリティー
により得られた画像を関連付けて学修する経験がほとんどないため、
臨床画像と画像解剖学の関連付けができていない。

　本研究では、診療放射線技師を目指す学生を対象に、胸部 X 線
画像の観察に関するトレーニングの効果について検討した。学生
10 名を 2 つのグループに分け、片方のグループは観察トレーニン
グ無し、もう一方は胸部画像の観察法、正常解剖および肺結節影の
観察トレーニングを行った。観察トレーニング実施前と実施後で肺
結節影の観察者実験を行い、観察結果を LROC(localization receiver 
operating characteristic) を用いて解析した。

　その結果、観察トレーニング有りの平均 AUC 値（area under the 
curve）（0.667）は、観察トレーニング無しの平均 AUC 値（0.191）
と比較して高い値を示し、観察トレーニングの効果が認められた。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　臨床経験のない学生において、観察トレーニングの実施により、肺結節影検出に関して大きな改善
が認められた。臨床画像を用いた観察トレーニングは、画像解剖学の知識や理解を深めることが可能
であると考える。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
•  都倉佳代子，中村舞他，胸部腫瘤影における観察トレーニング効果と検出能の関係：第 12 回九州

放射線医療技術学大会，2017.
論文
•  中村舞他，胸部 X 線画像の観察トレーニングによる胸部腫瘤陰影の検出能の改善：LROC 解析．：

帝京大学福岡医療技術学部紀要 13: 1-7, 2018.

キーワード：胸部 X線画像、観察トレーニング、LROC

X
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福岡医療技術学部・診療放射線学科　助教

中村　舞 NAKAMURA, Mai
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キーワード：MRI、MRA、Phantom、画像評価

MRI における画像評価

研究の概要
　MRI の技術革新は、非常に速いスピードで行われており、画像診断に役立つ撮像法も変化している。
いかにその新しい撮像の特徴を生かして、臨床に役立てることができるかが重要となる。
　われわれは、ファントムを用いた MRI 画像の評価を行い、新しい撮像法の最適化を行ったうえで、既
存の撮影などとの比較を行って、新しい撮像法の有用性の検討を行っている。これまでに、MR 血管撮
像における血管描出能の評価、体動補正シーケンスの評価、磁化率アーチファクトの評価など、その時々
の必要性に合わせたファントムの作成を行い、評価を検討を行っている。
　また、臨床施設ではなく、大学という研究施設であることを生か
して、いくつかの施設および装置メーカをまたがって実験、評価を
行い、施設に依らない標準化を目指している。
　現在は、位相差強調画像法（PADRE）にお
ける、脳神経線維の描出能検討用ファントム
の作成および、撮像時間短縮技術である、圧
縮センシングの最適化を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　MRI 検査は、現在の画像診断の中で大きな役割を果たしている。MRI の特徴の一つは、様々な撮
像法が常に新たに開発されていることであり、臨床で使用できるかを検討することが、臨床現場では
常に必要となる。それぞれの撮像法の、臨床的な意義を含め、それに必要な画質の検討をわれわれの
研究室では行っている。
　臨床に直結した研究を行っている。

知的財産・論文・学会発表など
・特許　2008 年 12 月共同、米田哲也、肥合康弘
日本：特許第 4982881 号、欧州：09834726.3、米国：US8，829，902B2 Sep.9,2014
位相差強調画像化方法（Phase Difference Enhanced Imaging;PADRE）、機能画像作成法、位相差強調
画像化プログラム、位相差強調画像化装置、機能画像作成装置および磁気共鳴画像化
・論文査読あり 1例　Hiai Y, Kakeda S, Sato T, Ohnari N, Moriya J, Kitajima M, Hirai T, Yamashita Y, 
Korogi Y: 3D TOF MRA of intracranial aneurysms at 1.5 T and 3 T: influence of matrix, parallel imaging, 
and acquisition time on image quality - a vascular phantom study. Acad Radiol. May;15(5) 2008

キーワード：MRI、MRA、Phantom、画像評価

の技術革新は、非常に速いスピードで行われており、画像診断に役立つ撮像法も変化している。い
かにその新しい撮像の特徴を生かして、臨床に役立てることができるかが重要となる。
われわれは、ファントムを用いた 画像の評価を行い、新しい撮像法の最適化を行ったうえで、既存の
撮影などとの比較を行って、新しい撮像法の有用性の検討を行っている。これまでに、 血管撮像にお
ける血管描出能の評価、体動補正シーケンスの評価、磁化率アーチファクトの評価など、その時々の必要
性に合わせたファントムの作成を行い、評価を検討を行っている。

また、臨床施設ではなく、大学という研究施設であることを生かして、
いくつかの施設および装置メーカをまたがって実験、評価を行い、
施設に依らない標準化を目指している。

現在は、位相差強調画像法（ における、
脳神経線維の描出能検討用ファントムの作成
および、撮像時間短縮技術である、
圧縮センシングの最適化を行っている。

検査は、現在の画像診断の中で大きな役割を果たしている。 の特徴の一つは、様々な撮像法が常
に新たに開発されていることであり、臨床で使用できるかを検討することが、臨床現場では常に必要となる。そ
れぞれの撮像法の、臨床的な意義を含め、それに必要な画質の検討をわれわれの研究室では行っている。
臨床に直結した研究を行っている。

MRI

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2576/195

TEL 0944-88-8254 E-mail hiai@fmt.teikyo-u.ac.jp

HIAI, Yasuhiro

・特許 年 月共同、米田哲也、肥合康弘
日本：特許第 号、欧州： 、米国： ， ，
位相差強調画像化方法（ ）、機能画像作成法、位相差強調画像化プログラム、位相差
強調画像化装置、機能画像作成装置および磁気共鳴画像化

1 Hiai Y, Kakeda S, Sato T, Ohnari N, Moriya J, Kitajima M, Hirai T, Yamashita Y, Korogi Y: 3D TOF MRA of 
intracranial aneurysms at 1.5 T and 3 T: influence of matrix, parallel imaging, and acquisition time on image quality - a vascular 
phantom study. Acad Radiol. May;15(5) 2008

福岡医療技術学部・診療放射線学科　教授

肥合　康弘 HIAI, Yasuhiro

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2576/195
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の技術革新は、非常に速いスピードで行われており、画像診断に役立つ撮像法も変化している。い
かにその新しい撮像の特徴を生かして、臨床に役立てることができるかが重要となる。
われわれは、ファントムを用いた 画像の評価を行い、新しい撮像法の最適化を行ったうえで、既存の
撮影などとの比較を行って、新しい撮像法の有用性の検討を行っている。これまでに、 血管撮像にお
ける血管描出能の評価、体動補正シーケンスの評価、磁化率アーチファクトの評価など、その時々の必要
性に合わせたファントムの作成を行い、評価を検討を行っている。

また、臨床施設ではなく、大学という研究施設であることを生かして、
いくつかの施設および装置メーカをまたがって実験、評価を行い、
施設に依らない標準化を目指している。

現在は、位相差強調画像法（ における、
脳神経線維の描出能検討用ファントムの作成
および、撮像時間短縮技術である、
圧縮センシングの最適化を行っている。

検査は、現在の画像診断の中で大きな役割を果たしている。 の特徴の一つは、様々な撮像法が常
に新たに開発されていることであり、臨床で使用できるかを検討することが、臨床現場では常に必要となる。そ
れぞれの撮像法の、臨床的な意義を含め、それに必要な画質の検討をわれわれの研究室では行っている。
臨床に直結した研究を行っている。
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URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2576/195
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・特許 年 月共同、米田哲也、肥合康弘
日本：特許第 号、欧州： 、米国： ， ，
位相差強調画像化方法（ ）、機能画像作成法、位相差強調画像化プログラム、位相差
強調画像化装置、機能画像作成装置および磁気共鳴画像化

1 Hiai Y, Kakeda S, Sato T, Ohnari N, Moriya J, Kitajima M, Hirai T, Yamashita Y, Korogi Y: 3D TOF MRA of 
intracranial aneurysms at 1.5 T and 3 T: influence of matrix, parallel imaging, and acquisition time on image quality - a vascular 
phantom study. Acad Radiol. May;15(5) 2008

の技術革新は、非常に速いスピードで行われており、画像診断に役立つ撮像法も変化している。い
かにその新しい撮像の特徴を生かして、臨床に役立てることができるかが重要となる。
われわれは、ファントムを用いた 画像の評価を行い、新しい撮像法の最適化を行ったうえで、既存の
撮影などとの比較を行って、新しい撮像法の有用性の検討を行っている。これまでに、 血管撮像にお
ける血管描出能の評価、体動補正シーケンスの評価、磁化率アーチファクトの評価など、その時々の必要
性に合わせたファントムの作成を行い、評価を検討を行っている。

また、臨床施設ではなく、大学という研究施設であることを生かして、
いくつかの施設および装置メーカをまたがって実験、評価を行い、
施設に依らない標準化を目指している。

現在は、位相差強調画像法（ における、
脳神経線維の描出能検討用ファントムの作成
および、撮像時間短縮技術である、
圧縮センシングの最適化を行っている。

検査は、現在の画像診断の中で大きな役割を果たしている。 の特徴の一つは、様々な撮像法が常
に新たに開発されていることであり、臨床で使用できるかを検討することが、臨床現場では常に必要となる。そ
れぞれの撮像法の、臨床的な意義を含め、それに必要な画質の検討をわれわれの研究室では行っている。
臨床に直結した研究を行っている。
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HIAI, Yasuhiro

・特許 年 月共同、米田哲也、肥合康弘
日本：特許第 号、欧州： 、米国： ， ，
位相差強調画像化方法（ ）、機能画像作成法、位相差強調画像化プログラム、位相差
強調画像化装置、機能画像作成装置および磁気共鳴画像化

1 Hiai Y, Kakeda S, Sato T, Ohnari N, Moriya J, Kitajima M, Hirai T, Yamashita Y, Korogi Y: 3D TOF MRA of 
intracranial aneurysms at 1.5 T and 3 T: influence of matrix, parallel imaging, and acquisition time on image quality - a vascular 
phantom study. Acad Radiol. May;15(5) 2008

の技術革新は、非常に速いスピードで行われており、画像診断に役立つ撮像法も変化している。い
かにその新しい撮像の特徴を生かして、臨床に役立てることができるかが重要となる。
われわれは、ファントムを用いた 画像の評価を行い、新しい撮像法の最適化を行ったうえで、既存の
撮影などとの比較を行って、新しい撮像法の有用性の検討を行っている。これまでに、 血管撮像にお
ける血管描出能の評価、体動補正シーケンスの評価、磁化率アーチファクトの評価など、その時々の必要
性に合わせたファントムの作成を行い、評価を検討を行っている。

また、臨床施設ではなく、大学という研究施設であることを生かして、
いくつかの施設および装置メーカをまたがって実験、評価を行い、
施設に依らない標準化を目指している。

現在は、位相差強調画像法（ における、
脳神経線維の描出能検討用ファントムの作成
および、撮像時間短縮技術である、
圧縮センシングの最適化を行っている。

検査は、現在の画像診断の中で大きな役割を果たしている。 の特徴の一つは、様々な撮像法が常
に新たに開発されていることであり、臨床で使用できるかを検討することが、臨床現場では常に必要となる。そ
れぞれの撮像法の、臨床的な意義を含め、それに必要な画質の検討をわれわれの研究室では行っている。
臨床に直結した研究を行っている。
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・特許 年 月共同、米田哲也、肥合康弘
日本：特許第 号、欧州： 、米国： ， ，
位相差強調画像化方法（ ）、機能画像作成法、位相差強調画像化プログラム、位相差
強調画像化装置、機能画像作成装置および磁気共鳴画像化

1 Hiai Y, Kakeda S, Sato T, Ohnari N, Moriya J, Kitajima M, Hirai T, Yamashita Y, Korogi Y: 3D TOF MRA of 
intracranial aneurysms at 1.5 T and 3 T: influence of matrix, parallel imaging, and acquisition time on image quality - a vascular 
phantom study. Acad Radiol. May;15(5) 2008
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キーワード：インシデント、作業環境、筋電図測定、近赤外光脳計測

Medical incident の原因解明

研究の概要
　医療従事者の質の向上と安全を確保し各職場におけるインシデント・医療事故の原因及び防止方法並
びに医療体制の改善方法について研究を行っており、医療従事者の知識・技術・経験によって、検査時・
作業姿勢負荷の変化を医療行為中での作業関連疾患の発生や病変描出能、また、検査再現性など習熟度
の違いによる技術の学習効果の影響が発生する。
　 1. アンケート（インシデント・医療事故・作業環境など）
　 2. 検査・作業環境の関係（基本動作の、筋活動量測定・脳機能活動測定）
　 3. 習熟度の違いによる技術や学習効果の影響（作業動作の、筋活動量測定・脳機能活動測定）
　情報収集、分析、対策などを解明し、医療従事者の教育・研修・発生予防を明らかにすることでイン
シデント・医療ミス・医療事故の予防、安全対策に提言を行い、発生原因を解明するシステムの構築に
おいて学術的価値
は高いと考える。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　医療事故を防止するために、各施設及び個人が、事故防止の必要性・重要性を課題と認識して、防
止体制や対策方法の確立には、まだ至ってない現状がある。この作業関連疾患減少やインシデント発
生原因解明や事故を防止するための作業姿勢負荷時の筋活動水準と作業負荷軽減及び脳活動や記憶・
学習・感情の因果関係を示し、医療従事者の教育・研修・発生予防を明らかにすることでインシデン
ト・医療ミス・医療事故の予防、安全対策に提言を行い、発生原因を解明するシステムの構築におい
て学術的価値は高いと考察する。

知的財産・論文・学会発表など
梅北文仁，本田城二 : 撮影技術領域による学習効果と脳機能活動の検討．第 7 回九州放射線医療技術
学術大会，2012.
髙比良好輝，本田城二 : 撮影実技経験の差における脳活動の変化について．第 7 回九州放射線医療技
術学術大会，2012.

キーワード：インシデント、作業環境、筋電図測定、近赤外光脳計測

Medical incident の原因解明Medical incident
福岡医療技術学部 診療放射線学科

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2293/35
福岡医療技術学部 診療放射線学科

TEL 0944-57-8333 E-mail honda@fmt.teikyo-u.ac.jp 

HONDA, Jouji福岡医療技術学部・診療放射線学科　 教授

本田　城二 HONDA, Jouji

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2293/35

医療

福岡キャンパス

Medical incident
福岡医療技術学部 診療放射線学科

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2293/35
福岡医療技術学部 診療放射線学科

TEL 0944-57-8333 E-mail honda@fmt.teikyo-u.ac.jp 

HONDA, Jouji

Medical incident
福岡医療技術学部 診療放射線学科

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2293/35
福岡医療技術学部 診療放射線学科

TEL 0944-57-8333 E-mail honda@fmt.teikyo-u.ac.jp 

HONDA, Jouji
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糖尿病早期発見のための
微量アルブミン尿検査のすすめ

研究の概要
　微量アルブミン尿検査は糖尿病診断に有効で
あるが、その保険適応は「糖尿病または早期糖
尿病性腎症患者で微量アルブミン尿を疑うもの」
とされており、検査対象者は限定されている。
　しかし、生活習慣の欧米化に伴い、一般住民
の中にはかくれ糖尿病が多数潜在しているもの
と推定される。現に著者らが行った糖尿病でな

性となった場合、右図プログラムのとおり
早期診断、早期治療を行うことによって透
析患者を減らせるものと期待される。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　前述のように微量アルブミン尿検査は一般住民検診では保険適応外となる。ちなみ
に保険点数は113点、判断料が34点で計147点（1,470円）となり、保険適応外での
実負担額は1,500円程度と推定される。したがって、自治体または企業、教育機関が
その実費を負担する制度づくりが必要であること、あるいは全額自己負担で行われる
場合を想定し、正確で安価な検査キットの開発が望まれる。

知的財産・論文・学会発表など

1)  Masahiro Sato • Atsushi Hozawa • Tsuneo Konta et.al ; Relation between dietary　intake and
    microalbuminuria, finding from the Takahata study. Clinical and Experimantal and Nephrology 
 2012(16) p147-155

労働安全衛生管理体制確立に関する研究

キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理

研究の概要
現在、透析機器の洗浄消毒方法として次亜塩素系消毒液と酢酸系消毒液が使用されている。しかし、それ
ら 剤を調製した際に発生する塩素ガスについてはあまり考慮されていない現状にある。そのため、北川式ガ
ス探知器 （光明理化学工業株式会社）を用いて消毒液作製時における大気中の塩素ガス濃度を測定
したところ、消毒液作成後の大気中より基準値を超える塩素ガスが発生していることがわかった。現在、消毒
液作製業務の際に塩素ガス発生を低く抑える方法や大規模災害があった場合の影響について研究をおこ
なっている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

ダクトなどの換気設備や警報装置の設置、定期的に塩素ガス測定を行うなど、消毒液作製業務の安全性に
配慮することで透析業務に従事するスタッフの健康被害を低く抑えることができると考えられる。また、大規模
な地震などの災害が起こった場合、薬液タンクに保管されている多量の次亜塩素酸系消毒液と酢酸系消毒
液が混合し、高濃度かつ大量の塩素ガスが透析施設内に発生されることが想定されるため、事前にそのよう
な災害を想定した訓練や消毒液の設置場所の検討が必要であると考えられる。

透析用消毒液作製業務における
労働安全衛生管理体制確立に関する研究

福岡医療技術学部 医療技術学科 講師

鈴木 理功
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2884/196 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：m.suzuki@fmt.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Masakatsu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文 鈴木理功 高橋誠一郎 大石賢二：透析機器用消毒液作製業務における安全配慮の必要性 日本臨
床工学技士会会誌 ：

医療福岡医療技術学部・医療技術学科　教授

佐藤　正広 SATO, Masahiro

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffi  nfo/public/staff /detail/2590/196

医療

福岡キャンパスキーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理

研究の概要
現在、透析機器の洗浄消毒方法として次亜塩素系消毒液と酢酸系消毒液が使用されている。しかし、それ
ら 剤を調製した際に発生する塩素ガスについてはあまり考慮されていない現状にある。そのため、北川式ガ
ス探知器 （光明理化学工業株式会社）を用いて消毒液作製時における大気中の塩素ガス濃度を測定
したところ、消毒液作成後の大気中より基準値を超える塩素ガスが発生していることがわかった。現在、消毒
液作製業務の際に塩素ガス発生を低く抑える方法や大規模災害があった場合の影響について研究をおこ
なっている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

ダクトなどの換気設備や警報装置の設置、定期的に塩素ガス測定を行うなど、消毒液作製業務の安全性に
配慮することで透析業務に従事するスタッフの健康被害を低く抑えることができると考えられる。また、大規模
な地震などの災害が起こった場合、薬液タンクに保管されている多量の次亜塩素酸系消毒液と酢酸系消毒
液が混合し、高濃度かつ大量の塩素ガスが透析施設内に発生されることが想定されるため、事前にそのよう
な災害を想定した訓練や消毒液の設置場所の検討が必要であると考えられる。

透析用消毒液作製業務における
労働安全衛生管理体制確立に関する研究

福岡医療技術学部 医療技術学科 講師

鈴木 理功
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2884/196 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：m.suzuki@fmt.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Masakatsu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文 鈴木理功 高橋誠一郎 大石賢二：透析機器用消毒液作製業務における安全配慮の必要性 日本臨
床工学技士会会誌 ：

（写真）
医療

キーワード：微量アルブミン尿検査、若年齢層、糖尿病

また、不幸にして微量アルブミン尿が陽性となった場合、上図プログラムのとおり早
期診断、早期治療を行うことによって透析患者を減らせるものと期待される。

─

論文（査読あり）

い一般住民を対象としたTakahata study1)では
実に男性においては約20%、女性においては約
10%が微量アルブミン陽性であった。年齢別で
は高齢になるに従い陽性率は上がるが、40歳代
の年齢層でも約10%の陽性率であった。
　以上のことから、一般住民検診または職場、
教育機関における健康診断において20歳代の若
年齢層から微量アルブミン尿検査を取り入れる
ことによって、若年齢層における糖尿病の早期
発見、早期治療をするにより、糖尿病性腎症へ
の発展を阻止できるのではないかと考えている。
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キーワード：臨床工学、透析治療、安全管理

透析用消毒液作製業務における
労働安全衛生管理体制確立に関する研究

研究の概要
　現在、透析機器の洗浄消毒方法として次亜塩素系消毒液と酢酸系消毒液が使用されて
いる。しかし、それら 2 剤を調製した際に発生する塩素ガスについてはあまり考慮され
ていない現状にある。そのため、北川式ガス探知器 AP-20（光明理化学工業株式会社）
を用いて消毒液作製時における大気中の塩素ガス濃度を測定したところ、消毒液作成後
の大気中より基準値を超える塩素ガスが発生していることがわかった。現在、消毒液

作製業務の際に塩素ガス発生を低
く抑える方法や大規模災害があっ
た場合の影響について研究をおこ
なっている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ダクトなどの換気設備や警報装置の設置、定期的に塩素ガス測定を行うなど、消毒
液作製業務の安全性に配慮することで透析業務に従事するスタッフの健康被害を低く
抑えることができると考えられる。また、大規模な地震などの災害が起こった場合、
薬液タンクに保管されている多量の次亜塩素酸系消毒液と酢酸系消毒液が混合し、高
濃度かつ大量の塩素ガスが透析施設内に発生されることが想定されるため、事前にそ
のような災害を想定した訓練や消毒液の設置場所の検討が必要であると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
論文　鈴木理功 , 高橋誠一郎 , 大石賢二：透析機器用消毒液作製業務における安全配
慮の必要性 . 日本臨床工学技士会会誌 No.43：91-95, 2011.

キーワード：臨床工学、透析治療、安全管理

労働安全衛生管理体制確立に関する研究

キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

透析用消毒液作製業務における
労働安全衛生管理体制確立に関する研究

福岡医療技術学部 医療技術学科 講師

鈴木 理功
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2884/196 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：m.suzuki@fmt.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Masakatsu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文

（写真）
医療福岡医療技術学部・医療技術学科　講師

鈴木　理功 SUZUKI, Masakatsu

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2884/196

医療

福岡キャンパスキーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理キーワード： 臨床工学 透析治療 安全管理

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

透析用消毒液作製業務における
労働安全衛生管理体制確立に関する研究

福岡医療技術学部 医療技術学科 講師

鈴木 理功
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2884/196 
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：m.suzuki@fmt.teikyo-u.ac.jp

SUZUKI, Masakatsu

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文

（写真）
医療
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キーワード：人工視覚、人工網膜、Brain-Machine Interface（BMI）

失明疾患の治療を目指した人工視覚システムの開発
～ 高性能神経刺激電極の評価 ～

研究の概要
　視覚機能は日常生活を営む上で最も重要な感覚機能の 1 つである。外界からの視覚情報は網膜の視細
胞で電気信号に変換され、視神経系を通じて脳に伝達される。視細胞の障害によって「失明」状態とな
る疾患に加齢黄斑変性や網膜色素変性がある。
　人工視覚システム（人工網膜）は、視神経系への電気刺激によっ
て誘発される疑似的な光覚を利用し、失った視覚機能を再建する
医療機器である。外界情報に応じた電気刺激は、生体内（眼球）
に埋植した刺激電極を介して行われる。しかし、刺激電極への過
剰かつ慢性的な通電は、生体組織および電極自体に損傷を与えう
るため、安全性を保証する必要がある。
　そこで本研究では、安全に長期間の電気刺激を可能とする高性
能刺激電極に対して、生体内における電気化学的特性解析による
評価を行い、医療機器としての安全性に関する知見を得る。これ
により、失明疾患に対する治療法としての実用化を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　「視覚機能」を喪失した失明患者は、独力での日常生活が困難となり、大きな負担を強いられる。
失明疾患に対する有効な治療法を確立できれば、失明患者にとって大きな希望となる。本研究は、株
式会社ニデック・大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学・九州大学が共同で進めている「人工視覚
システム」の研究開発に九州大学共同研究員として参画して取り組んでいる。

知的財産・論文・学会発表など
学術論文
・ S. Nomura, H. Tashiro, Y. Terasawa, J. Ohta, Fundamental study on equivalent circuit model for electrochemical 

characterization of implantable porous electrode used in retinal prosthesis with suprachoroidal transretinal 
stimulation, IEICE Technical Report, vol.118, no.257, pp.23-28, Oct. 2018. (in Japanese)

・ S. Nomura, H. Tashiro, Y. Terasawa, J. Ohta, Electrochemical impedance property of implantable porous 
electrode during short-term in vivo stimulation for visual prosthesis with suprachoroidal transretinal 
stimulation, IEICE Technical Report, vol.118, no.321, pp.55-60, Nov. 2018. (in Japanese)

キーワード：人工視覚、人工網膜、Brain-Machine Interface（BMI）

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3325/196

TEL 0944-57-8333 E-mail nomura@fmt.teikyo-u.ac.jp

NOMURA, Shuhei





障害された
視細胞

機能が残存する
視神経

視覚情報として
大脳へ伝達

刺激電極

眼球に埋植した刺激電極により、
外界情報に対応した電極刺激を
網膜に与える

電気刺激により、
外界情報に対応した
疑似的な光覚を誘発
⇒ 視覚機能の再建

電気刺激

カメラ付眼鏡で
外界情報を取得

福岡医療技術学部・医療技術学科　助教

野村　修平 NOMURA, Shuhei

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3325/196

医療

福岡キャンパス



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

医 

療

─ 158 ─

キーワード：雇用形態、働き方改革、産業衛生、社会保障、健康格差

多様な働き方と労働者の健康に関する
社会疫学研究

研究の概要
　長い人生を通じて健康に働き続けることや、ワーク・ライフ・
バランスの実現は日本の課題である。特に、2019 年以降は
働き方改革関連法の導入に伴い、雇用形態を問わずに公正
な待遇を確保し、多様で柔軟な働き方が推奨されていく。
　雇用形態や働き方の多様化は世界でも進んでおり、日本
同様の傾向にある。非正規雇用や新しい働き方は、ライフ
コースを通じた就労継続をする可能性に高い評価がある一
方、まだその労働者の健康を把握しきれていないこともある。
　たとえば、従来どおりの非正規雇用、中小企業の労働者、
自営業が働いているうえに、技術の進歩や働き方の変化に伴うフリーランス、クラウドワーク、テレワークなど、
実際に働く場所が見えない労働者も増加が見込まれている（図 1）。こうした労働者は従来の産業衛生の枠組み
ではとらえにくく、実際の健康状況が把握されにくかった。実際に、同じ条件下にあるにもかかわらず、雇用形
態によって予防の健康診断にアクセスしにくいなどの課題もあった（Inoue M, 2012）。また、震災が多い日本では、
震災後の雇用継続は健康な暮らしを支える基盤になりうるものの、一度途切れた就職や転職をした場合の労働
者の健康の維持などが困難な場合がある。こうした労働者の健康や社会保障の状況を調査して把握することは、
今後の多様な働き方を実現する社会づくりに必要である。さらに、多様な働き方を実践する労働者の背景には、
ライフイベントを同時に経験している可能性がある。具体的には、育児、介護、病気の治療、退職の過渡期な
どの状況にある労働者はどのような課題を抱え、どのような健康状態にあるのか。ニーズ調査も要する。
　こうしたとらえにくい労働者についての研究を行い、社会全体での健康を高めることを目的に研究を進めてい
る。雇用や働き方の違いに注目して健康状態を疫学調査とデータ分析でとらえ、健康格差が生じていないか？
差があるとしたら原因は何か？どのように解消したらよいのか？ライフイベントによって健康や就労が妨げられて
いないか？社会疫学研究を通じて実証している。すべての労働者、そして働く人がいる社会がより健康であるよ
うに。生産性が高い健康経営を本当に目指すために。健康診断や、公的統計の個票データによるコホート研究
などを通じて、理想的な社会づくりに貢献すべく研究を実践している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　どのような働き方を選んでも健康に働ける職場づくりは、長い人生を働き続ける現在社会では　欠かせ
ません。そうした職場づくりには労働者の現在の健康状態の把握、各種ライフイベントに合わせたニーズ
の調査、そして実践後の評価も必要になってきます。これまで私が培ってきた、企業の健康診断データや
公的統計の分析手法を用いて、労働者の集団での健康状態把握や、地域社会の中での労働者に関する研究
をエビデンス（科学的根拠）として発信することが、企業や社会の役に立てればと思っております。今後も、
企業での健康対策や、働く人が住む地域の健康維持活動を研究で支え、すべての人が健康である社会づく
りに貢献していきたいと願っています。

知的財産・論文・学会発表など
Inoue M, Nishikitani M, Tsurugano S.Female non-regular workers in Japan: their current status and health.  
Industrial Health 2016;54(6):521-527.
Inoue M, Tsurugano S, Nishikitani M, Yano E.Full-time workers with precarious employment face lower 
protection for receiving annual health check-ups.American Journal of Industrial Medicine  2012;55 884-892   
著書　（共著）　非正規雇用と労働者の健康 . 労働科学研究所出版部 2011 年

キーワード：雇用形態、働き方改革、産業衛生、社会保障、健康格差
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研究の概要 図１．雇用形態や働き方の多様化 キーワードの整理

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

多様な働き方と労働者の健康に関する社会疫学研究
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Industrial Health 2016;54(6):521-527.

Inoue M, Tsurugano S, Nishikitani M, Yano E.Full-time workers with precarious employment face lower protection for receiving 
annual health check-ups.American Journal of Industrial Medicine 2012;55 884-892   
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キーワード： バングラデシュ、アジア、女子教育、ジェンダーキーワード： バングラデシュ、アジア、女子教育、ジェンダー

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バングラデシュにおける女子中等教育の改善に関する実
証研究：ジョソール県の女子中高等学校教育の事例から

大学院 公衆衛生学研究科 准教授

崎坂 香屋子
URL：https://researchmap.jp/sakisakakayako/ 
連絡先：大学院 公衆衛生学研究科

TEL：03-3964-1211(ext.46214) E-mail:sakisaka@med.teikyo-u.ac.jp：

SAKISAKA, Kayako

知的財産・論文・学会発表など
1. Syed Emdadul Haque, Kayako Sakisaka, Mosiur Rahman. Examining the relationship between socioeconomic status 

and the double burden of maternal over and child under-nutrition in Bangladesh. European Journal of Clinical 
Nutrition (April, 2018）

2. Haque SE, Rahman M, Itsuko K, Mutahara M, Sakisaka K. The effect of a school-based educational intervention on 
menstrual health: an intervention study among adolescent girls in Bangladesh. BMJ Open. 2014 Jul 3;4(7):e004607.

（写真）
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板橋キャンパス

バングラデシュ

キーワード：バングラデシュ、アジア、女子教育、ジェンダー

バングラデシュにおける女子中等教育の改善に関する実証研究：
ナライル県の女子中高等学校教育の事例から

研究の概要
　世界でも最貧国であったバングラデシュは女子教育が遅れていることでも知られています。バングラ
デシュはミレニアム開発目標によって教育分野で著しい改善が見られましたが、地方部では未だ女児の
早婚が推進されており、女子が中等教育以上に進学する事は困難な状況にあります。本研究は崎坂が前
職時に修士・博士の指導を担当したバングラデシュからの留学生が帰国後開校したナライル県にある
Honjo-Emdad Girls High School（女子中高等学校）を研究対象とし、Bridge of Community Development 
Foundation　(BCDF) を立ち上げバングラデシュ農村地域での女子中等教育の質の改善に取り組みながら
実証研究を進めています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　バングラデシュは世界の最貧国といわれていますが、対日感情もよく人々は温厚で、イスラム教徒
が多い国です。しかし伝統的に女性の身分は低く、ダウリと呼ばれる結婚持参金が年齢とともに増加
するため農村では女児の 12-13 歳での早婚がいまだ一般的です。そのため女子は農村部では中等教
育以上を受ける事が困難で、特に女子中高等学校が求められていました。日本の資金も得て 2016 年
に開校した私立女子中高等学校を対象に、支援を行いつつ、日本からの大学生等の受け入れも広く行っ
て開発途上国での女子教育の困難さについて情報、状況を共有していきます。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Syed Emdadul Haque, Kayako Sakisaka, Mosiur Rahman. Examining the relationship between 

socioeconomic status and the double burden of maternal over and child under-nutrition in 
Bangladesh. European Journal of Clinical Nutrition (April, 2018）

2.  Haque SE, Rahman M, Itsuko K, Mutahara M, Sakisaka K. The effect of a school-based educational 
intervention on menstrual health: an intervention study among adolescent girls in Bangladesh. BMJ 
Open. 2014 Jul 3;4(7):e004607. 
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ナライル県の女子中高等学校教育の事例から
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バングラデシュにおける女子中等教育の改善に関する実
証研究：ジョソール県の女子中高等学校教育の事例から
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Nutrition (April, 2018）
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menstrual health: an intervention study among adolescent girls in Bangladesh. BMJ Open. 2014 Jul 3;4(7):e004607.
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研究の概要
　2006 年の自殺対策基本法成立以降も我が国の自殺者は 2011 年まで年間 3 万人レベルでしたが各種
施策で 2015 年には 2 万人台となり減少傾向にあります。しかし若年層の自殺数は減少せず、特に 20
歳未満の自殺者は増加傾向にあります。世界的にも精神医療による介入のみならずコミュニティベース
の介入策が自殺の軽減に効果がある事が明らかになっています。若者自殺対策では SNS を通じた支援の
強化も期待されており、ウェブを通じた大規模自殺実態調査にも 2016 年から関わり我が国の自殺の実
態を調査しています。またアジアの開発途上国では貧困でも高い自己効力感、幸福度、信仰、が低い自
殺率に関連していることも明らかになっており、我が国の自殺対策にアジアの開発途上国の知見を役立
てることを考えています。

日本の自殺総合対策の効果測定および
アジア諸国の自殺対策との比較に関する実証研究

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　自死については抑うつとの関連が明らかになっています。精神疾患、抑うつが改善されれば多くの職場
で生産性もあがります。自死に至る経緯を詳細に明らかにし、年齢別の対処法が確立されれば、自死を「避
けられる死」とするための方途が明らかになります。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Sakisaka K.Identification of high risk groups with shorter survival times after onset of the main reason 

for suicide: findings from interviews with the bereaved in Japan. BMC Res Notes. 2018 Aug 3;11(1):553. 
2..  Sakisaka K, Fujita K, Kaneko Y, Motohhashi Y. Trends of Suicide and Suicide Countermeasures in 

Cambodia. Suicide Policy Research. 2(1): 8-15, 2018 (Apr)
3.  Motohhashi Y. Sakisaka K. Kaneko Y, Fujita K, Ochi M. Launch of the New General Principles of Suicide 

Policy in Japan. Suicide policy Research.2017;1(1):14-15
4 .  藤田幸司 , 金子善博 , 松永博子 , 崎坂香屋子 , 本橋豊 .「カンボジアにおける自殺の状況と自殺対策」. 自

殺総合政策研究 . 1(1): 100-108, 2018 (Sep). 自殺総合政

キーワード：自殺対策、ソーシャルキャピタル、幸福度、アジア
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バングラデシュにおける女子中等教育の改善に関する実
証研究：ジョソール県の女子中高等学校教育の事例から
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Nutrition (April, 2018）
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研究の概要

年の自殺対策基本法成立以降も我が国の自殺者は 年まで年間 万人レベルでしたが各種施策で
年には 万人台となり減少傾向にあります。しかし若年層の自殺数は減少せず、特に 歳未満の自殺者

は増加傾向にあります。世界的にも精神医療による介入のみならずコミュニティベースの介入策が自殺の軽
減に効果がある事が明らかになっています。若者自殺対策では を通じた支援の強化も期待されており、
ウェブを通じた大規模自殺実態調査にも 年から関わり我が国の自殺の実態を調査しています。またアジ
アの開発途上国では貧困でも高い自己効力感、幸福度、信仰、が低い自殺率に関連していることも明らかに
なっており、我が国の自殺対策にアジアの開発途上国の知見を役立てることを考えています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

自死については抑うつとの関連が明らかになっています。精神疾患、抑うつが改善されれば多くの職場で生
産性もあがります。自死に至る経緯を詳細に明らかにし、年齢別の対処法が確立されれば、自死を「避けられ
る死」とするための方途が明らかになります。

日本の自殺総合対策の効果測定および
アジア諸国の自殺対策との比較に関する実証研究
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知的財産・論文・学会発表など
1. Sakisaka K.Identification of high risk groups with shorter survival times after onset of the main reason for suicide: 

findings from interviews with the bereaved in Japan. BMC Res Notes. 2018 Aug 3;11(1):553. 
2. Sakisaka K, Fujita K, Kaneko Y, Motohhashi Y. Trends of Suicide and Suicide Countermeasures in Cambodia.

Suicide Policy Research. 2(1): 8-15, 2018 (Apr)
3. Motohhashi Y. Sakisaka K. Kaneko Y, Fujita K, Ochi M. Launch of the New General Principles of Suicide Policy in 

Japan. Suicide policy Research.2017;1(1):14-15
藤田幸司 金子善博 松永博子 崎坂香屋子 本橋豊 「カンボジアにおける自殺の状況と自殺対策」
自殺総合政策研究. 1(1): 100-108, 2018 (Sep).自殺総合政策研究. 1(1): 100-108, 2018 (Sep)
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日本における自殺者数全体の数は減少傾向にありますが
（↑グラフ黒線） 歳未満の年齢層は全数の中では少な
いですが 年を とすると唯一増加傾向にあります
（ ↑グラフ赤線）。学校における自殺対策、 の出し方
教育などを強化する必要があります。

調査により信仰心及び隣人への寛容度が高かった
フィリピン、ミャンマーでは自殺率が低く、我が国が
参考にすべき要因も考えられます。
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研究の概要
　災害大国日本における緊急援助、災害からの復興支援の知見の蓄積と、学際的な研究として被災者の
健康、コミュニティづくり、ソーシャルキャピタルの研究、災害弱者の救援方法、より快適な避難所生活、
避難生活について研究および発信を行っています。東日本大震災の被災地岩手県、宮城県の他ネパール、
フィリピン、ミャンマー、バングラデシュでの震災、災害対策についても現地に赴いて実証研究を行っ
ています。特に岩手県陸前高田市の全仮設住宅調査を 2011 年から複数の大学の建築、社会福祉等の専
門家からなる調査チームで 8 年連続で毎年 8 月に調査を行い、変化を追跡しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　災害大国日本が世界に貢献できる知見は多数あります。女性や子ども、障害者等の災害弱者の保護
救援のための方途や非常時の暮らしのための工夫や地域のつながりの作り方、復興のための住まいの
再建に関わる復興段階別の支援方法等を調査研究で明らかにしています。またネパール、ミャンマー、
フィリピン等途上国での災害被災者の保護救援についても日本の経験を技術移転するための方法につ
いて提言しています。

知的財産・論文・学会発表など
1 Tashiro A.,Sakisaka K, Okamoto E., Yoshida H.Differences in infant and child mortality before and after the 

Great East Japan Earthquake and Tsunami: A large population-based ecological study. BMJ Open. 2018 Oct.
2. Sakisaka K, Yoshida H, Takahashi K, Miyashiro T, Yamamoto T, Fujiga M. et al.Living environment, health 

status, and perceived lack of social support among people living in temporary housing in Rikuzentakata City, 
Iwate, Japan. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2017; 21(3): 266-273  

日本とアジアの大規模災害被災地における災害弱者の
健康にソーシャル・キャピタルが与える影響に関する実証研究

キーワード：災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジア

大学院・公衆衛生学研究科　准教授

崎坂　香屋子 SAKISAKA, Kayako

URL：https://researchmap.jp/sakisakakayako/ 

医療

板橋キャンパス

健康にソーシャル・キャピタルが与える影響に関する実証研究

キーワード：災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジア
キーワード： バングラデシュ、アジア、女子教育、ジェンダーキーワード： バングラデシュ、アジア、女子教育、ジェンダー

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

バングラデシュにおける女子中等教育の改善に関する実
証研究：ジョソール県の女子中高等学校教育の事例から

大学院 公衆衛生学研究科 准教授

崎坂 香屋子
URL：https://researchmap.jp/sakisakakayako/ 
連絡先：大学院 公衆衛生学研究科

TEL：03-3964-1211(ext.46214) E-mail:sakisaka@med.teikyo-u.ac.jp：

SAKISAKA, Kayako

知的財産・論文・学会発表など
1. Syed Emdadul Haque, Kayako Sakisaka, Mosiur Rahman. Examining the relationship between socioeconomic status 

and the double burden of maternal over and child under-nutrition in Bangladesh. European Journal of Clinical 
Nutrition (April, 2018）

2. Haque SE, Rahman M, Itsuko K, Mutahara M, Sakisaka K. The effect of a school-based educational intervention on 
menstrual health: an intervention study among adolescent girls in Bangladesh. BMJ Open. 2014 Jul 3;4(7):e004607.

（写真）
医療

板橋キャンパス

バングラデシュ

キーワード： 災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジアキーワード： 災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジア

研究の概要

日本とアジアの大規模災害被災地における災害弱者の
健康にソーシャル・キャピタルが与える影響に関する実証研究

大学院 公衆衛生学研究科 准教授

崎坂 香屋子
URL：https://researchmap.jp/sakisakakayako/ 
連絡先：大学院 公衆衛生学研究科

TEL：03-3964-1211(ext.46214) E-mail:sakisaka@med.teikyo-u.ac.jp：

SAKISAKA, Kayako
（写真）

医療

板橋キャンパス

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学会発表など
1. Tashiro A.,Sakisaka K, Okamoto E., Yoshida H.Differences in infant and child mortality before and after the Great East Japan 

Earthquake and Tsunami: A large population-based ecological study. BMJ Open. 2018 Oct.
2. Sakisaka K, Yoshida H, Takahashi K, Miyashiro T, Yamamoto T, Fujiga M. et al.Living environment, health status, and perceived 

lack of social support among people living in temporary housing in Rikuzentakata City, Iwate, Japan. International Journal of 
Disaster Risk Reduction, 2017; 21(3): 266-273

キーワード： 災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジアキーワード： 災害、ソーシャルキャピタル、被災者の健康、アジア

研究の概要

日本とアジアの大規模災害被災地における災害弱者の
健康にソーシャル・キャピタルが与える影響に関する実証研究

大学院 公衆衛生学研究科 准教授

崎坂 香屋子
URL：https://researchmap.jp/sakisakakayako/ 
連絡先：大学院 公衆衛生学研究科

TEL：03-3964-1211(ext.46214) E-mail:sakisaka@med.teikyo-u.ac.jp：

SAKISAKA, Kayako
（写真）

医療

板橋キャンパス

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

知的財産・論文・学会発表など
1. Tashiro A.,Sakisaka K, Okamoto E., Yoshida H.Differences in infant and child mortality before and after the Great East Japan 

Earthquake and Tsunami: A large population-based ecological study. BMJ Open. 2018 Oct.
2. Sakisaka K, Yoshida H, Takahashi K, Miyashiro T, Yamamoto T, Fujiga M. et al.Living environment, health status, and perceived 

lack of social support among people living in temporary housing in Rikuzentakata City, Iwate, Japan. International Journal of 
Disaster Risk Reduction, 2017; 21(3): 266-273
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キーワード：行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進

行動経済学の保健医療分野への応用に関する研究

研究の概要
【目　的】　2017 年のセイラ―らのノーベル経
済学賞受賞により注目をあびている行動経済学
の保健医療分野への応用は 1990 年代より行わ
れてきている。しかし、多くは海外での報告で、
日本での実証研究は限定されている。本研究は、
ナッジ理論に注目し、健康無関心層に対しても
効果のある行動変容プログラムの実践を行う。

【方　法】　具体的には、（1）CAN アプローチ（図
1）に基づく、食習慣改善方法の検討（例：ブッ
フェ方式のランチにおいて、料理の順番が喫食
内容に影響するか（図２））、（2）つい受診を
申し込んでしまうがん検診受診勧奨リーフレッ
トとは、（3）健康的な行動をとるためのイン
センティブ（健康ポイント制）のあり方、（4）
禁煙行動に結びつける効果的な禁煙相談の実施
と評価、（5）糖尿病等の慢性疾患のコントロー
ル、等を実施あるいは実施予定である。
【実応用に向けて】　結果をもとに、保健医療分
野における行動経済学の効果的な応用のあり方
について提言を行い、具体的な事業に結びつけ
る。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
• 行動経済学を応用するためには、保健医療分野だけでなく、企業等を巻き込む必要がある。知らず知らずの

うちに、意識することなく、健康的な行動に結びつける行動経済学を応用した取組は、食、運動等に関連し
た産業・ビジネスを拡大させる可能性を持っている（連携企業募集）。

• 学問的には、経済、教育、心理等の多分野と連携して基礎研究および実証研究を進める必要がある（共同研
究者募集）。

知的財産・論文・学会発表など
【主な論文・著書】
1.  福田吉治 , 天野方一 , カワチイチロー . 行動経済学 . 日本健康教育学会編 . 健康行動学 . 医学書院　（出版予定）
2.  渡邊晶子，福田吉治 . ビュッフェ方式において料理の順番が食の選択・摂取量に与える影響 . 日本健康教育

学会誌 . 2016; 24: 3-11.
3.  福田吉治 ,　林辰巳 . 康づくりに関するメッセージの効果認識の関連要因：社会経済的要因に注目して . 日本

公衆衛生雑誌 2015; 62: 347-356. 
【商標登録】
　ケンシンファイブ　RS002YAM01, ケンシンキング RS002YAM02. 2011 年 .

キーワード：行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進

キーワード： 行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進キーワード： 行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

行動経済学の保健医療分野への応用に関する研究

福田吉治
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・ http://tcoeh.org/
連絡先：大学院公衆衛生学研究科

TEL： 03-3964-5822 E-mail： fukuday@med.teikyo-u.ac.jp

Yoshiharu Fukuda

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療
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図1 食の選択に関す
るCANアプローチ
便利で、魅力的で、日
常ごとにすることで、
健康的な食を選択でき
るようになる。

図2 ビッフェ方式のランチ

での料理の順番野菜料理
を先に並べておくことで、野
菜料理の喫食量が増える。
（下記、文献2より）

大学院 公衆衛生学研究科 教授／産業環境保健学センター センター長

大学院・公衆衛生学研究科　教授／産業環境保健学センター　 センター長

福田　吉治 FUKUDA, Yoshiharu

URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・   http://tcoeh.org/

医療

板橋キャンパス
キーワード： 行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進キーワード： 行動経済学、ナッジ、インセンティブ、行動変容、健康増進

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

行動経済学の保健医療分野への応用に関する研究

福田吉治
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・ http://tcoeh.org/
連絡先：大学院公衆衛生学研究科

TEL： 03-3964-5822 E-mail： fukuday@med.teikyo-u.ac.jp

Yoshiharu Fukuda

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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図1 食の選択に関す
るCANアプローチ
便利で、魅力的で、日
常ごとにすることで、
健康的な食を選択でき
るようになる。

図2 ビッフェ方式のランチ

での料理の順番野菜料理
を先に並べておくことで、野
菜料理の喫食量が増える。
（下記、文献2より）

大学院 公衆衛生学研究科 教授／産業環境保健学センター センター長
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キーワード：ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）の
システム化と実証に関する研究

研究の概要
　ポピュレーション・ヘルス・マネジメント

（PHM）とは、集団を対象にして、健康問題の
把握から、健康向上の取組、そして、評価まで
の一連の活動を指す。
　具体的には、関連するデータの収集とデータ
管理に始まり、分析、優先順位の決定、目的や
目標の設定、対象集団の決定とセグメンテーショ
ン、戦略と戦術の検討と実施、評価と見直しな
どのプロセスが含まれる。PHM は、自治体、事
業場、医療保険者等において応用可能で、デー
タヘルス計画、健康に関する各種の計画等では、
この考え方に沿った活動を行うことが有効であ
ると思われる。しかしながら、そのシステム化（体
系化）や実応用はまだ十分になされていない。
　そこで、本研究では、データヘルス計画等を
モデルとして、PHM のシステム化と実証的な研
究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
•  ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（PHM）は、国、地方自治体、企業（職域）等の健康

に関連したあらゆる領域で基本となる考え方である。したがって、地域医療・保健、産業保健等の
分野での実応用の可能性がある。

•  PHM のすべての過程において、産業界とのつながりがあり、産業界との連携なしでは成功しない。
例えば、データベースの構築と管理、データ分析、事業の実施と評価、全ての過程での連携が必要で、
起業やビジネスの機会の創造と拡大が可能である。

知的財産・論文・学会発表など
【主な論文・著書】
1.  福田吉治 . 集団戦略における行動経済学と健康格差の視点：PROGRESS-Plus と CAN を例に . 日本

健康教育学会誌 2017; 25(4): 287-293.
2..  石田陽子 , 福田吉治 . 職場における生活習慣病対策　−データヘルスと健康経営の観点から− . 成

人病と生活習慣病 2017; 47（5）: 575-579.
3.  福田吉治 . ヘルスプロモーションにおける食生活・栄養対策の位置づけ . 保健の科学 2017; 9(7): 

436-441. 
4.  福田吉治 . 特定健診受診率の向上に向けて . 津下一代ら　監修 . 成果につなげる　特定健診・特定

保健指導ガイドブック . 中央法規出版 . 2013, 72-79. 

キーワード：ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

優先順位決定のサイクル

個別課題ごとの実施のサイクル

キーワード： ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、
ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

キーワード： ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、
ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

•

•

ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）の
システム化と実証に関する研究

福田吉治
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・ http://tcoeh.org/
連絡先：大学院公衆衛生学研究科

TEL： 03-3964-5822 E-mail： fukuday@med.teikyo-u.ac.jp

FUKUDA, Yoshiharu

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

評 価

プログラムの成果

連続したケア

健康評価

集団のモニタリング

リスク層別化

図2 ＰＨＭの実践的な概念図：

ふたつのサイクル

図1 ＰＨＭの一般的な概念図

大学院 公衆衛生学研究科 教授／産業環境保健学センター センター長

大学院・公衆衛生学研究科　教授／産業環境保健学センター　センター長

福田　吉治 FUKUDA, Yoshiharu

URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・   http://tcoeh.org/

医療

板橋キャンパス

優先順位決定のサイクル

個別課題ごとの実施のサイクル

キーワード： ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、
ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

キーワード： ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）、データヘルス、
ＰＤＣＡ、インプリメンテーション・リサーチ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

•

•

ポピュレーション・ヘルス・マネジメント（ＰＨＭ）の
システム化と実証に関する研究

福田吉治
URL： http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~tsph  ・ http://tcoeh.org/
連絡先：大学院公衆衛生学研究科

TEL： 03-3964-5822 E-mail： fukuday@med.teikyo-u.ac.jp

FUKUDA, Yoshiharu

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療

評 価

プログラムの成果

連続したケア

健康評価

集団のモニタリング

リスク層別化

図2 ＰＨＭの実践的な概念図：

ふたつのサイクル

図1 ＰＨＭの一般的な概念図

大学院 公衆衛生学研究科 教授／産業環境保健学センター センター長
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キーワード：健康トラブル、医薬品開発、食品機能、化粧品、衛生用品

真菌感染が関連する健康トラブルに対処する
予防治療法の開発システム

研究の概要
　　医真菌研究センターでは、病原真菌のカルチャーコレクションの保持とともに、多くの抗菌試験法、実
験感染モデルを開発しており、真菌が関連するヒトおよび動物の健康トラブルを予防、治療する方法の開発
研究を進めている。その研究の特徴は、大学などの公的研究機関のみならず企業との共同研究を積極的に進
めてきたこと、共同研究を医学研究者だけでなく開発管理者が入ったチームプロジェクトを作り具体的製品
の開発まで行ってきたことである。これまでの、共同研究相手先は 20 を超え、研究論文の発表、特許出願も
多数行っている。詳しくは本センター紀要 Medical Mycology Research 参照。
　最近の特許に基づいた製品開発実績は、カンジダの異常増殖に伴う口腔トラブルの軽減を目指したアロマ
キャンディシタクリア（UHA 味覚糖株式会社と共同）、同タブレット（マルハニチロ株式会社とも共同）、ヒ
トのみならずペットの皮膚における真菌感染トラブルの軽減を目指したスプレー剤（和興フィルタテクノロ
ジー株式会社との共同）の製品化などである。これらは、本学ジョイントプログラムセンター、知的財産セ
ンターの支援のもと、プロジェクト開始から数年のうちに発売までこぎつけている。さらに、高齢者口腔ケ
アを目指す歯磨き剤、白癬感染の防止
を目指す履物の開発も行っている。
　これ等の開発経験生かし、医真菌研
究センターに 2016 年に加わった関水所
長らの先端的研究チームとともに、新
たな開発目標を設定しようとしている。
特にそのなかで、私たちが知見を持っ
ているガス化する機能性成分（アロマ
を含む）及び乳酸菌の利用開発を、目
指すべく新たな協力者を求めていると
ころである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　私たちがこれまで行ってきた真菌感染がかかわる医療産業上の問題を解決してきた経験は、医療製薬業界
にとどまらず、食品、化粧品、衛生用品など広い分野で役立つものです。本格的な新規研究開発のための共
同研究のみならず、委託研究、研究開発のコンサルテーションなども行っており、多くの実績があります。
　必要な場合、適切な専門家を紹介することも可能です。

知的財産・論文・学会発表など
知的財産・論文・学会発表など
特願 2016-100298　テルペンアルデヒドを含有する併用剤
特許第 5820194 号      新たな抗カンジダ活性組成物　など
［論文］
・Hayama K, Takahashi M, Yui S, Abe S. Drug Discov Ther, 9(6). 386-390. 2016.
・Ishii M, Matsumoto Y, Yamada T, Abe S, Sekimizu K. Sci Rep. 2017 Sep 25;7(1):12289.
・Nagao JI, Cho T, Mitarai M, Iohara K, Hayama K, Abe S, Tanaka Y.　FEMS Yeast Res. 2017 Feb;17(1). 
   pii: fow099　など

キーワード：健康トラブル、医薬品開発、食品機能、化粧品、衛生用品

医真菌研究センター　教授

安部　茂 ABE, Shigeru

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/ 

医療

八王子キャンパス
キーワード：健康トラブル 医薬品開発 食品機能 化粧品 衛生用品キーワード：健康トラブル 医薬品開発 食品機能 化粧品 衛生用品

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

真菌感染が関連する健康トラブルに対処する
予防治療法の開発システム

医真菌研究センター 教授

安部 茂
URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/ 
連絡先： 帝京大学医真菌研究センター

TEL： ０４２－６７８－３２５６ E-mail： sabe@main.teikyo-u.ac.jp

ABE, Shigeru

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
医療
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キーワード：耐性、抗真菌薬、Candida auris、真菌症

多剤耐性カンジダ属に対する
新規治療戦略の開発

研究の概要
　子嚢菌酵母カンジダ・アウリス （Candida auris）は侵襲性真菌感染症を引き起こす新興多剤耐性病原
体である。いくつかの国で院内感染が報告されており、致命率も高い。国内死亡例は知られていないが、
今後インバウンドの増加によって海外から耐性株が侵入する危険性がある。キャンディン系抗真菌薬
は C. auris 感染症の治療に用いられる第一選択薬であるが、全ての分離株が感受性ではない上、治療中
に耐性化が誘導され多剤耐性化する事が知られている。本菌の多剤耐性機構が解明されれば、治療薬の
選択および開発に資することが可能と
なり、特に 2020 年の東京オリンピッ
クに向けて本菌感染症管理の確立を見
込むことができる。本菌耐性機構の理
解に基づき、薬物耐性因子を標的とし
た新しい治療戦略を可能にすることに
よって、世界的流行下にある本菌感染
症制御を期す。

(de Oliveira Santos GC., et al. Front Microbiol. 2018; 9: 1351) 

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　真菌症に対しては、臨床的に使用できる抗真菌薬が限られている事が、たとえー部の抗真菌に対す
る耐性が生じても重大な健康上の問題となる。そのために、とりわけ多剤耐性機構を理解することは
極めて重要であり、治療上大きな影響が期待できる。
従って、多剤耐性化率が高いC. auris の抗真菌薬耐性機構を理解することにより、本菌をはじめてす
る真菌症に対する新規治療法 ( 薬 ) の開発を可能にする。

知的財産・論文・学会発表など
国際学会発表
Alshahni MM, Tamura T, Makimura K. Insight into the mechanism of antifungal resistance of Candida 
auris . 20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, 2018. 
論文
1-  Yamamoto M, Alshahni MM, Tamura T, Satoh K, Iguchi S, Kikuchi K, Mimaki M, Makimura K. Rapid 

detection of Candida auris  based on Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP). J. Clin. 
Microbiol. 2018 Jun 27.

2-  Yamada T, Maeda M, Alshahni MM, Tanaka R, Yaguchi T, Bontems O, Salamin K, Fratti M, Monod M. 
Terbinafine Resistance of Trichophyton Clinical Isolates Caused by Specific Point Mutations in the 
Squalene Epoxidase Gene. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Jun 27;61(7).

キーワード：耐性、抗真菌薬、
TEL 03-3964-8362 43211 E-mail mm.alshahni@med.teikyo-u.ac.jp 

ALSHAHNI, 
Mohamed Mahdi

Alshahni MM, Tamura T, Makimura K. Insight into the mechanism of antifungal resistance of Candida auris. 20th Congress of the 
International Society for Human and Animal Mycology, 2018. 

1- Yamamoto M, Alshahni MM, Tamura T, Satoh K, Iguchi S, Kikuchi K, Mimaki M, Makimura K. Rapid detection of Candida 
auris based on Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP). J. Clin. Microbiol. 2018 Jun 27.
2- Yamada T, Maeda M, Alshahni MM, Tanaka R, Yaguchi T, Bontems O, Salamin K, Fratti M, Monod M. Terbinafine 
Resistance of Trichophyton Clinical Isolates Caused by Specific Point Mutations in the Squalene Epoxidase Gene. Antimicrob
Agents Chemother. 2017 Jun 27;61(7).

(de Oliveira Santos GC., et al. Front Microbiol. 2018; 9: 1351) 
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医真菌研究センター       助教

アレシャフニ　ムハンマドマハディ ALSHAHNI, 
Mohamed Mahdi

医療

板橋キャンパス

TEL 03-3964-8362 43211 E-mail mm.alshahni@med.teikyo-u.ac.jp 

ALSHAHNI, 
Mohamed Mahdi

Alshahni MM, Tamura T, Makimura K. Insight into the mechanism of antifungal resistance of Candida auris. 20th Congress of the 
International Society for Human and Animal Mycology, 2018. 

1- Yamamoto M, Alshahni MM, Tamura T, Satoh K, Iguchi S, Kikuchi K, Mimaki M, Makimura K. Rapid detection of Candida 
auris based on Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP). J. Clin. Microbiol. 2018 Jun 27.
2- Yamada T, Maeda M, Alshahni MM, Tanaka R, Yaguchi T, Bontems O, Salamin K, Fratti M, Monod M. Terbinafine 
Resistance of Trichophyton Clinical Isolates Caused by Specific Point Mutations in the Squalene Epoxidase Gene. Antimicrob
Agents Chemother. 2017 Jun 27;61(7).

(de Oliveira Santos GC., et al. Front Microbiol. 2018; 9: 1351) 
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キーワード：カイコ、病態モデル、創薬、抗生物質、自然免疫

カイコ創薬

研究の概要
　カイコは、長い養蚕業の歴史の中で家畜化され、品種の確立並びに飼育方法が確立されてきた。カイ
コは、絹の生産工場としての利用のほか、最近では遺伝子を導入してリコンビナントドラッグと呼ばれ
るペプチド性の医薬品の生産にも利用されている。私達は、カイコを新しい実験動物としてとらえ、病
態モデルの構築並びにそれを利用した新規医薬品シーズの探索研究を行っている。
　私達は、カイコに黄色ブドウ球菌などのヒトに対する病原性細菌を注射すると感染死すること、並び
に抗生物質による治療が可能であることを見出し、報告している。ここで重要なのは、抗生物質の治療
効果の指標である ED50 値（50％の動物に対して治療効果を示す量）が、カイコと哺乳動物で一致して
いることである。このカイコの感染モデルを利用して、治療効果を示す新規抗生物質を探索することが
可能である。また私達は、カイコにショ糖を摂取させると、血糖値が上昇し、糖尿病状態になることを
見出している。この系を利用して私達は、糖尿病治療薬の開発に挑戦している。
　一方カイコは、細菌や真菌の外壁
成分により、サイトカインの活性化
を介した免疫活性化を引き起こす。
私達はこの現象を利用して、自然免
疫活性化能が高い食材や乳酸菌の発
見に取り組んでいる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　医薬品の開発においては、その効能を評価するために動物モデルが使われる。一般にはマウスやラッ
トなどの小型哺乳動物が使われる。しかしながら、これらの哺乳動物を飼育する設備に費やされるコ
ストが高いという問題があった。さらに、最近では動物愛護の観点から、動物実験に対する批判が高
まり、それが新薬の開発を妨げる要因にすらなっている。カイコの利用は、これらの問題点を解決す
る上で大きな期待がもてる。
　すでに、ショウジョウバエや線虫が実験動物として使われている。しかしながら、これらの動物は
サイズが小さいため、注射したり臓器を取り出して実験することが困難である。これに対してカイコ
は大型昆虫であり、注射器を用いた病原細菌や治療薬の定量的な注射が可能である。

知的財産・論文・学会発表など
Sekimizu K, Hamamoto H, Using silkworms as a laboratory animal to evaluate medicines and foods. 
Drug Discov Ther. 2016; 10(1):1-2.
Ishii M, Nishida S, Kataoka K, Nishiyama Y, Abe S, Sekimizu K, Lactic acid bacteria of the Leuconostoc 
genus with high innate immunity-stimulating activity. Drug Discov Ther. 2017; 11(1):25-29.

キーワード：カイコ、病態モデル、創薬、抗生物質、自然免疫

キーワード： カイコ、病態モデル、創薬、抗生物質、自然免疫キーワード： カイコ、病態モデル、創薬、抗生物質、自然免疫

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

カイコ創薬
医真菌研究センター センター長・教授

関水 和久
URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/
連絡先： 医真菌研究センター

TEL： 042-678-3430 E-mail：sekimizu@main.teikyo-u.ac.jp

SEKIMIZU, Kazuhisa

八王子キャンパス

（写真）
医療

知的財産・論文・学会発表など
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医真菌研究センター　センター長・教授

関水　和久 SEKIMIZU, Kazuhisa

URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/

医療

八王子キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

カイコ創薬
医真菌研究センター センター長・教授

関水 和久
URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/
連絡先： 医真菌研究センター

TEL： 042-678-3430 E-mail：sekimizu@main.teikyo-u.ac.jp

SEKIMIZU, Kazuhisa

八王子キャンパス

（写真）
医療

知的財産・論文・学会発表など
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キーワード：粘膜カンジダ症、Candida albicans、天然物質

粘膜カンジダ症に対する新たな治療戦略

研究の概要
　口腔や消化管、膣などの粘膜に常在する真菌である Candida albicans は、酵母形または菌糸形の二形
成を示す真菌である。本菌の菌糸形発育は病原性に強く関与することが知られており、粘膜上で異常増
殖することにより、口腔カンジダ症をはじめとした粘膜カンジダ症を引き起こす。治療には抗真菌剤が
使用されるが、C. albicans は常在菌でありその根絶が困難であることから再発が起こりやすく、時とし
て難治化する。抗真菌剤の長期投与は耐性菌や副作用の問題、また患者への大きな負担となることから、
新たな治療法または再発を防ぐ日常的なケア法の開発が求められている。
　本センターは口腔カンジダ症マウスモデルを保有しており、口腔カンジダ症に防御効果を示す物質の
探索を行っている。特に植物精油などの天然物質に着目し、高齢者に多い口腔カンジダ症に対するケア
および予防法の開発を検討してきた。その研究の中で、様々な天然物質は単独では効果が弱いものの、
最適条件で組み合わせると、C. albicans の菌糸形発育を強く抑制することを見出した。天然物質は抗炎
症効果を持つものも多く、また食品添加物として認められているものも多い。
これらの知見を基に、多くの企業と共同研究開発を行っている。その成果は、
実際に口腔ケアキャンディ「シタクリア」として製品化された。現在も口腔
ケア製品の開発に意欲的に取り組んでいる。

　また、本年度より科学研究費助成をうけ、再発性膣カンジダ症に対する治
療戦略研究にも取り組んでいる。膣カンジダ症に罹患した患者の一部は、年
に数回以上罹患する再発性膣カンジダ症に悩んでいる。本症に関してはこの
数十年革新的な治療法は開発されておらず、抗真菌剤の長期治療継続は患者
に大きな負担となることから、これら天然物質を用いた日常的な防御法およ
び治療法の開発を目指す。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究成果を、「シタクリア」キャンディという形で製品化することが出来た。本年度には、C. 
albicans 以外の Candida に対しても防御効果を示す「シタクリアタブレット」が発売された。今後も
これらのノウハウを生かして、他学部との連携および共同研究、多くの企業との共同研究開発を積極
的に行い、社会貢献していきたい。

知的財産・論文・学会発表など
特開 2003-102329    口腔感染動物モデルの作製方法
特開 2013-40156      新たな抗カンジダ活性組成物
特開 2015-868           口腔衛生改善活性組成物　　　　　　　など
［論文］
・Hayama K, Takahashi M, Yui S, Abe S. Drug Discov Ther, 9(6). 386-390. 2016.
・羽山和美、髙橋美貴、鈴木基文、安部茂 . Med Mycol. Res, 6(1). 3-9. 2015.
・鈴木基文、羽山和美、髙橋美貴、江澤邦夫、山﨑正利、松川泰治、來住明宣、佐藤喜哉、安部茂 . 
Med Mycol  J, 56J.J31-J40. 2015.                                         など

キーワード：粘膜カンジダ症、Candida albicans、天然物質

粘膜カンジダ症に対する新たな治療戦略

URL https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/ 

TEL E-mail hayamak@main.teikyo-u.ac.jp

HAYAMA, kazumi医真菌研究センター　助教

羽山　和美 HAYAMA, kazumi

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/ 

医療

八王子キャンパス

URL https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/fungal_center/ 
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キーワード：スポーツ傷害予防、オーバーヘッドアスリート

関節アラインメントと
スポーツ傷害の関連性、予防

研究の概要
　約 500 人の高校生のオーバーヘッド・アスリート（野球、ソフトボール ) 選手を対象に、キャリイン
グアングルと呼ばれる肘の角度を計測。その後一年間の怪我の実態を追うことで、肘の角度とスポーツ
傷害発生がどのように影響し合っているかの関連性を検証中。
	 •	 通常（10− 16°）
	 •	 外反肘（＞ 16°）
	 •	 内反肘（＜ 10°）
などに被験者をグループ分けして分析した場
合、特定の肘のアラインメントは肩、肘、手
首などの非外傷性スポーツ傷害の危険因子と
なりうるのか。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　近年、高校野球での投球過多やそれによる若年の肩・肘への慢性スポーツ傷害発生を懸念する声は
大きい。投球制限導入の必要性などが叫ばれているが、スポーツ傷害予防の第一歩は闇雲に介入を始
めることではなく、まず「誰が怪我をしやすいのか？」というリスクを把握することである。
肘の外反角度は恐らく肩 SLAP 損傷や腱板損傷、肘の内側側副靭帯断裂の危険因子であろうと言われ
ながらも、それを実際に検証した研究はここまでほとんど存在しない。この研究で明らかになるデー
タによって、特に「誰に」予防介入をする必要があるのかが明確になり、現場で働くスポーツ指導者
やアスレティックトレーナーの介入指針がより確立してくる。さらに、スポーツを楽しむ若者がより
長く健康に競技を続けられるようになれば、この国の健康寿命の質が向上することも考えらえる。

知的財産・論文・学会発表など
論文発表
•  Abe-Hiraishi, S. (December, 2017). Sport-Related Concussion and Its Primary, Secondary, and 

Tertiary Preventative Methods. Japanese Journal of Athletic Training, 3(1), 3-11.
国際学会発表
•  Boham, M., Abe-Hiraishi, S., Hilker, J., & Hopkins, S. (July, 2018). Meniscus Transplant in a Male 

Collegiate Basketball Athlete: An Exploration Clinical Case Report. Presented at the Annual 
Southwest Athletic Trainers’ Association Meeting & Symposium, Arlington, TX.

•  Hilker, J., Boham, M., & Abe-Hiraishi, S. (July, 2017). Unusual Mechanism of Injury of a Patellar 
Fracture: A Case Report. Presented at the Annual Southwest Athletic Trainers’ Association Meeting 
& Symposium, San Marcos, TX.

キーワード：スポーツ傷害予防、オーバーヘッドアスリート

キーワード： スポーツ傷害予防、オーバーヘッドアスリートキーワード： スポーツ傷害予防、オーバーヘッドアスリート

研究の概要

• °
• °
• °

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

関節アラインメントとスポーツ傷害の関連性、予防

スポーツ医科学センター 講師

阿部 さゆり
URL：https://teikyo-issm.jp/ 
連絡先：帝京大学スポーツ医科学センター

TEL：042-690-5588 E-mail：sayuriabe@main.teikyo-u.ac.jp

ABE-HIRAISHI, Sayuri

八王子キャンパス
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•

•

•

（写真）
医療

スポーツ医科学センター　講師

阿部　さゆり ABE-HIRAISHI, Sayuri
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キーワード：バイオメカニクス、動作分析、傷害予防

動きの「質的」評価が及ぼす傷害予防効果

研究の概要
　スポーツ選手においてはこれまで、動きの「質的」評価を数字で表されることはなく、
そのほとんどが「量的」評価によって表されてきた。代表的なものの中には、アスリー
トに多い、膝前十字靭帯断裂後に手術を行い、リハビリテーションを終えてからの競技
への復帰基準がある。古くから用いら
れる復帰基準としては等尺性筋収縮に
よる筋力測定を行い、一般的には健側
に対して患側が 80-90% 程度まで回復
していれば復帰の目安となる。しかし
筋力が十分戻っているとされても、復
帰後すぐに再断裂をしてしまう例が後
を絶たない。それは元々その傷害を負っ
た原因が筋力不足ではないからである。
このようなことから動きを「質的」に
評価し、傷害予防に繋げていくことは
これからのスポーツ選手には必要とな
るし、そこから一般人へも応用し「動
き」というものを修正することが必要
になってくると考えられる。右図のよ
うに床反力計を用いてベクトルを画面
上に表示することにより、このような
評価が可能となる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この評価方法が確立され世に広まれば、手術後に再受傷する人が減ったり、傷害を
負う前にリスクを見つけてアプローチすることにより傷害予防に繋がったりすること
が可能となる。
　そうすれば患者の QOL や医療費の削減にも繋がると考える。

キーワード：バイオメカニクス、動作分析、傷害予防

動きの「質的」評価が及ぼす傷害予防効果
スポーツ医科学センター　助教

大川　靖晃 OKAWA, Yasuaki

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2079/182
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八王子キャンパス
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キーワード：血管機能、アスリート 

アスリートと血管機能に関する研究

研究の概要
　定期的な有酸素運動が動脈硬化を改善するという報告はみられるが、パワー系トレーニングにおいて
は、まだ明確でないことが多い。近年、筋力トレーニングが動脈の伸展性および弾性の低下 ( 動脈硬化度 )
を助長するという報告がなされており、アスリートにおける筋力トレーニングと動脈硬化度への影響に
ついては、明確になっていないことが多い。20 歳前後の大学生アスリートであっても、臨床検査の結果、
動脈硬化因子である脂質異常や高血圧の値を示す選手や、体脂肪率の高い選手はみられる。
　有酸素トレーニングを主にしている選手とパワートレーニング
を主にしている選手では、トレーニング内容をはじめとして、動
脈硬化にかかわるエネルギー摂取量や日常生活活動量などが異な
ることが考えられ、それらも含め競技タイプと動脈硬化との関係
性はまだ明確になっていない。
　そこで大学生アスリートにおける競技タイプの違いが、動脈硬
化におよぼす影響を明らかにすることを目的とする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　これを明らかにすることは、彼らの卒業後の人生において、動脈硬化の予防や健康寿命の延伸を導
き、また、平成 31 年 3 月にスポーツ庁が設置した UNIVAS で検討されている「大学スポーツにおけ
る安全安心対策」に関する医科学的アプローチの一端を担うことが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
・ Effect of cardiac rehabilitation on muscle mass, muscle strength, and exercise tolerance in 

diabetic patients after coronary artery bypass grafting, Nishitani M, Shimada K, Onishi T, et al, J 
Cardiol. 2013 Mar;61(3):216-21, 

・ Impact of diabetes on muscle mass, muscle strength, and exercise tolerance in patients　after 
coronary artery bypass grafting, Nishitani M, Shimada K, Onishi T, et al, J Cardiol. 2011 
Sep;58(2):173-80

・ Effects of Phase III Cardiac Rehabilitation on Mortality and Cardiovascular Events in Elderly Patients 
with Stable Coronary Artery Disease, Onishi T, Shimada K, Naito H, et al, Circ J. 2010 Mar 25; 74(4): 
709-14

・ Effects of cardiac rehabilitation in patients with metabolic syndrome after coronary artery bypass  
grafting, Onishi T, Shimada K, Naito H, et al, J Cardiol.2009 Jun;53(3):381-7

キーワード：血管機能、アスリート 

アスリートと血管機能に関する研究

TEL 042-690-5588 E-mail ootomo@main.teikyo-u.ac.jp 

ONISHI, Tomo
URL https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/sports_medical/

スポーツ医科学センター　助教

大西　朋 ONISHI, Tomo

URL https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/sports_medical/
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キーワード：月経周期、女性ホルモン、食欲

月経周期が女性アスリートの
食欲・食事摂取量に与える影響

研究の概要
　月経周期が女性の心身の変化に影響を及ぼすことが多数報告されており、例えば黄体期に現れる「月経前
症候群（Premenstrual Syndrome: PMS）」がある。月経前症候群とは、日本産科婦人科学会が「月経前 3
～ 10 日の間続く精神的、あるいは身体的症状で、月経発来とともに減退ないし消失するもの」と定義してい
る。なかでも日本人大学生女性アスリートにおいて、黄体期の過食・食欲亢進症状が強いことが報告されてい
る（Takeda et al., 2017）。この様に、競技力向上のために体重や体組成を調整する必要のあるアスリートにとっ
て、食欲のコントロールはコ
ンディショニング課題のひと
つといえる。

　食欲のコントロールに重要な役割を果たすのが脳の視床下部に存在する摂食中枢である。求心性迷走神経
に直接作用し摂食を調整する消化管ホルモンのうち、唯一、食欲を亢進するホルモンとして胃から分泌される
グレリンがある。グレリンはペプチド YY（Peptide YY, PYY）、コレシストキニン（Cholecystokinin, CCK）な
どの食欲抑制ホルモンとは逆に、求心性迷走神経を抑制し摂食行動を促進する作用を持つことが知られてい
る。さらにこれらのホルモンは運動の影響を受けることが報告されている (Schubert MM et al., 2014)。つま
り食欲調整ホルモンは一過性の運動により変化し、食欲に影響を及ぼす可能性が示されているが、女性、中
でもアスリートを対象とした研究は少ない。Larson-Meyer ら（2012）は女性アスリートを対象に高強度ランニ
ング運動を実施し、PYY、グルカゴン様ペプチド -1（Glucagon-like Peputide-1, GLP-1）など食欲抑制ホルモ
ンの上昇と同時に、グレリンの上昇傾向を報告している。
　以上の様に、月経前の食欲亢進症状と運動、食欲調整ホルモンの関連性は不明な点が多い。そこで女性ア
スリートを対象として一過性の運動が月経前の食欲亢進症状と食欲、食欲亢進ホルモンに与えるに関する研究
を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　正常月経を有する女性アスリートのコンディション低下の要因となり得る食欲亢進症状について、一過
性の運動に対するホルモン反応と主観的な食欲の変化について検討を行う。
　本研究は、食欲に関連する多くの先行研究の中でも報告の少ない女性アスリートを対象としていること
から、女性アスリートの体重、体組成管理を目的とした食事コントロール法を提案するための重要な基礎
情報となる。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表
1.  亀本佳世子 , 松田知華 , 山田満月 , 須永美歌子 , 一過性運動が食欲、エネルギー摂取量に与える影響−黄

体期に食欲の亢進を自覚する女性アスリートを対象とした検討−日本スポーツ栄養学会第 5 回大会（京
都府）,2018 年 7 月

2.  亀本佳世子 , 山田満月 , 松田知華 , 緒方みづき , 須永美歌子 , 一過性運動が食欲および食欲調整ホルモン
に与える影響と月経周期の関連性の検討 , 第 73 回日本体力医学会大会（福井県）,2018 年 9 月

キーワード：月経周期、女性ホルモン、食欲

食欲・食事摂取量に与える影響

キーワード： 月経周期、女性ホルモン、食欲キーワード： 月経周期、女性ホルモン、食欲
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月経周期が女性アスリートの
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スポーツ医科学センター 助手

亀本 佳世子
URL： https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/sports_medical/ 
連絡先： 帝京大学スポーツ医科学センター

TEL ： 042-690-5588 E-mail： bonco1021@gmail.com 
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キーワード：アスリート、骨栄養、ビタミンD摂取、 血中 25（OH）D

アスリートにおける
ビタミン D 摂取目標量の検討

研究の概要
　ビタミン D は、骨健康や骨強化との関連がある栄養素である。近年、ビタミン D 不足と骨粗鬆症、感染
症、自己免疫疾患、心血管病変、癌などとの関連の他、アスリートにおいては、炎症の改善、疲労骨折といっ
た骨障害発症リスク軽減との関連が報告されている。ビタミン D の生合成は、食事の他に紫外線照射による
皮膚からの合成経路があるため、本来は、季節変動を踏まえた摂取目標量の検討を行う必要がある。しかし、
我が国においてアスリートを対象としたビタミン D に関連する研究は極めて少なく、ビタミン D 摂取目標量
の検討を行うための科学的根拠が乏しい。そこで我々はこれまでに本学駅伝競走部に所属する男子選手を対

象とした観察研究を行ってきた。  図 1 に示す通り、目安
量を上回るビタミン D を摂取していても大多数でビタミ
ン D 不足が確認された。さらに食事からビタミン D 摂取
量を強化した Post（夏季および冬季強化練習）では Pre（通
常練習）と比較してビタミン D 栄養状態態の指標となる
血中 25（OH）が高値を示した。（いずれ も p ＜ 0.001）。
またビタミン D 摂取量が同程度であっても、 夏季と比較
し、冬季の血中 25（OH）D は低値を示した （p ＜ 0.001）。
この結果より紫外線照射が少ない冬季で は、夏季以上に
ビタミン D 摂取量が必要であることが示 唆された。
　今後はビタミン D 栄養状態が悪化する冬季に着目し、
ビタミン D 介入試験の実施他、骨代謝マーカーや 骨質
マーカーとの関連もあわせて検討していく予定で ある。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　近年，ビタミン D の多様な働きに注目が集まっている。ビタミン D は、食事以外に紫外線照射の影響
を受けるため、季節変動を踏まえた摂取目標量を検討しなければならない。疲労骨折など骨障害発症の多
いアスリートにおいても，競技特性に応じ、骨強化を目的とした予防的観点からのビタミン D 摂取につい
て検討することは非常に意義があると考える。

知的財産・論文・学会発表など
【論文および雑誌】
・ 虎石真弥 , 上西一弘 : 大学生男子陸上長距離選手の骨状態と骨におけるビタミン K 栄養状態の関連 . 栄養

学雑誌 69(3): 115-125,2011.
・ 虎石真弥 : アスリートのための栄養戦略 . 関節外科 37(10):1080-1086,2018.
・ 虎石真弥 : アスリートの骨健康と骨強化 - 栄養面から疲労骨折の予防を考える -. 臨床スポーツ医学

35(11):1142-1147,  2018.
【学会（口頭発表】
・ 虎石真弥 , 葛西真弓ら : 大学生男子陸上長距離選手における通常練習期と強化合宿期のビタミン D 摂取

目標量の検討 . 日本スポーツ栄養学会第 5 回大会 ,2018.
・ 虎石真弥 , 葛西真弓ら : 大学生男子陸上長距離選手におけるビタミン D 栄養状態の季節変動の検討 . 第

65 回日本栄養改善 学会学術総会 ,2018.

キーワード：アスリート、骨栄養、ビタミンD摂取、 血中 25（OH）D

D

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2075/182

TEL 042-690-5588   E-mail mtoraishi0824@yahoo.co.jp
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図 通常練習とビタミン 摂取量を強化した
強化練習の血中 （ ） の比較
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脳震盪は脳・精神・身体機能に様々な影響を与える。その中で、前庭・バランス機能に大きく影響を与えること
が報告されている。海外では、脳震盪のトリートメントの一環として、前庭・バランストレーニングが用いられ始
めているが、まだ日本ではその報告は少なく、明確なトレーニング方法は確立されていない。そのため、現場
で脳震盪が起きた際、前庭・バランス機能の注目、再受傷抑制に努める事は未だに少なく、各スポーツ協会
が定めたプロトコルや、医師の指示で復帰に向けて進めているのが現状である。そこで本研究は、
１、脳震盪が選手のバランス能力に影響を与えることを明らかにする
２、バランス能力が脳震盪受傷率・再受傷率に関係していることを明らかにする
３、前庭・バランストレーニングが脳震盪再受傷率に与える影響を示すこと
この上記３つを目的として行い、トレーニング現場・リハビリテーション現場での前庭・バランストレーニング確
立と積極的導入に繋げていきたい。スポーツ脳震盪を未然に防ぐためのプロトコルを確立し、選手たちがより
安全にスポーツに取り組めるようにすることが、最終ゴールである。

本研究で、前庭トレーニング・バランストレーニングがスポーツ脳震盪予防に有効とわかり、プロトコルを作成
することができれば、様々なスポーツチーム・学校スポーツへの導入が見込まれる。また、スポーツ脳震盪だ
けでなく、事故で起こるもの・自衛隊などで起こるものなどへの対応も可能で、病院施設との連携し、リハビリ
テーションプログラムを確立していくことも可能性としてあげられる。
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脳震盪は脳・精神・身体機能に様々な影響を与える。その中で、前庭・バランス機能に大きく影響を与えること
が報告されている。海外では、脳震盪のトリートメントの一環として、前庭・バランストレーニングが用いられ始
めているが、まだ日本ではその報告は少なく、明確なトレーニング方法は確立されていない。そのため、現場
で脳震盪が起きた際、前庭・バランス機能の注目、再受傷抑制に努める事は未だに少なく、各スポーツ協会
が定めたプロトコルや、医師の指示で復帰に向けて進めているのが現状である。そこで本研究は、
１、脳震盪が選手のバランス能力に影響を与えることを明らかにする
２、バランス能力が脳震盪受傷率・再受傷率に関係していることを明らかにする
３、前庭・バランストレーニングが脳震盪再受傷率に与える影響を示すこと
この上記３つを目的として行い、トレーニング現場・リハビリテーション現場での前庭・バランストレーニング確
立と積極的導入に繋げていきたい。スポーツ脳震盪を未然に防ぐためのプロトコルを確立し、選手たちがより
安全にスポーツに取り組めるようにすることが、最終ゴールである。

本研究で、前庭トレーニング・バランストレーニングがスポーツ脳震盪予防に有効とわかり、プロトコルを作成
することができれば、様々なスポーツチーム・学校スポーツへの導入が見込まれる。また、スポーツ脳震盪だ
けでなく、事故で起こるもの・自衛隊などで起こるものなどへの対応も可能で、病院施設との連携し、リハビリ
テーションプログラムを確立していくことも可能性としてあげられる。
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キーワード：スポーツ脳振盪、前庭トレーニング、バランス、mTBI

スポーツ脳振盪とバランス能力の関係性

研究の概要
　脳振盪は脳・精神・身体機能に様々な影響を与える。その中で、前庭・バランス機能に大き
く影響を与えることが報告されている。海外では、脳振盪のトリートメントの一環として、前庭・
バランストレーニングが用いられ始めているが、まだ日本ではその報告は少なく、明確なトレー
ニング方法は確立されていない。そのため、現場で脳振盪が起きた際、前庭・バランス機能の注目、
再受傷抑制に努める事は未だに少なく、各スポーツ協会が定めたプロトコルや、医師の指示で
復帰に向けて進めているのが現状である。そこで本研究は、

１．脳振盪が選手のバランス能力に影響を与えることを明らかにする
２．バランス能力が脳振盪受傷率・再受傷率に関係していることを明らかにする
３．前庭・バランストレーニングが脳振盪再受傷率に与える影響を示すこと

　この上記３つを目的として行い、トレーニング現場・リハビリテーション現場での前庭・バ
ランストレーニング確立と積極的導入に繋げていきたい。スポーツ脳振盪を未然に防ぐための
プロトコルを確立し、選手たちがより安全にスポーツに取り組めるようにすることが、最終ゴー
ルである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究で、前庭トレーニング・バランストレーニングがスポーツ脳振盪予防に有効とわか
り、プロトコルを作成することができれば、様々なスポーツチーム・学校スポーツへの導入
が見込まれる。また、スポーツ脳振盪だけでなく、事故で起こるもの・自衛隊などで起こる
ものなどへの対応も可能で、病院施設との連携し、リハビリテーションプログラムを確立し
ていくことも可能性としてあげられる。

キーワード：スポーツ脳振盪、前庭トレーニング、バランス、mTBI

スポーツ脳振盪とバランス能力の関係性

脳震盪は脳・精神・身体機能に様々な影響を与える。その中で、前庭・バランス機能に大きく影響を与えること
が報告されている。海外では、脳震盪のトリートメントの一環として、前庭・バランストレーニングが用いられ始
めているが、まだ日本ではその報告は少なく、明確なトレーニング方法は確立されていない。そのため、現場
で脳震盪が起きた際、前庭・バランス機能の注目、再受傷抑制に努める事は未だに少なく、各スポーツ協会
が定めたプロトコルや、医師の指示で復帰に向けて進めているのが現状である。そこで本研究は、
１、脳震盪が選手のバランス能力に影響を与えることを明らかにする
２、バランス能力が脳震盪受傷率・再受傷率に関係していることを明らかにする
３、前庭・バランストレーニングが脳震盪再受傷率に与える影響を示すこと
この上記３つを目的として行い、トレーニング現場・リハビリテーション現場での前庭・バランストレーニング確
立と積極的導入に繋げていきたい。スポーツ脳震盪を未然に防ぐためのプロトコルを確立し、選手たちがより
安全にスポーツに取り組めるようにすることが、最終ゴールである。

本研究で、前庭トレーニング・バランストレーニングがスポーツ脳震盪予防に有効とわかり、プロトコルを作成
することができれば、様々なスポーツチーム・学校スポーツへの導入が見込まれる。また、スポーツ脳震盪だ
けでなく、事故で起こるもの・自衛隊などで起こるものなどへの対応も可能で、病院施設との連携し、リハビリ
テーションプログラムを確立していくことも可能性としてあげられる。
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キーワード：真菌、酵母、真菌叢解析、新種記載

生活環境における真菌の
検出・同定・分類・命名

研究の概要
　環境真菌の一部がヒト病原性を持つことが知られているが、生活環境での分布や動態を追った研究は数が
限られている。本研究ではヒトの生活環境における真菌の多様性や動態を調査することを目的とする。本研究

によりヒトの生活環境およびその他環境での真菌叢が
精査され、様々な菌株が分離・同定されれば、非培養
検査法では想像するしかない微生物特性をはじめヒト
や薬剤に対する影響などを、実物を用いて明らかにす
ることができる。また、その菌株の中に新種が含まれ
ていれば、新種命名をすることによって培養を経ない遺
伝子解析のみの分類をより高精度に行えるための知見
を提供することができる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　帝京大学みらい創造募金「コアラを菌から救え」に参画し、コアラにとって致死的な病気であるクリプトコッ
クス症の病原酵母であるCryptococcus 属や常在酵母叢の動態解析を担当することにより、動物園で飼育
されているコアラの健康管理に協力している。
　リアルタイム PCR 法、LAMP 法などによる標的微生物の特異的検出法の開発、真菌叢の解析、真菌の
分類や新種記載などについて習熟している。

知的財産・論文・学会発表など
特許
槇村浩一，佐藤一朗：クリプトコックス症起因菌の検出法と検出キット，特許登録番号 5835702．
論文
1. Satoh K, Yamazaki T, Nakayama T, Umeda Y, Alshahni MM, Makimura M, Makimura K 2016: 

Characterization of fungi isolated from the equipment used in the International Space Station or Space 
Shuttle. Microbiol. Immunol., 60, 295-302. doi: 10.1111/1348-0421.12375.

2. Satoh K, Maeda M, Umeda Y, Sugamata M, Makimura K 2013: Cryptococcus lacticolor  sp. nov. and 
Rhodotorula oligophaga sp. nov., novel yeasts isolated from the nasal smear microbiota of Queensland 
koalas kept in Japanese zoological parks. Antonie van Leeuwenhoek, 104, 83-93. doi: 10.1007/s10482-
013-9928-y.

3. Satoh K, Makimura K, Hasumi Y, Nishiyama Y, Uchida K, Yamaguchi H 2009: Candida auris  sp. nov., a 
novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an inpatient in a Japanese hospital. 
Microbiol. Immunol., 53, 41-44. doi:10.1111/j.1348-0421.2008.00083.x

学会発表
○  Satoh K, Tamura T, Maeda M, Umeda Y, Makimura K: Basidiomycetous yeast biota and dynamics of 

koala nasal cavity. The 20th Congress of The International Society for Human and Animal Mycology 
2018, P282, Amsterdam, June 2018.
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

生活環境における真菌の検出・同定・分類・命名
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キーワード：有人宇宙探査、衛生、微生物

長期有人宇宙探査における衛生管理

研究の概要
　上空 400km を飛行する国際宇宙ステーションは、地上から定期的に水や食料などが補給されていると
はいえ完全に閉ざされた、いわば究極の閉鎖環境である。輸送機や搭載する装置などには高い清浄度が要
求されているが、人間自体が微生物の塊のようなものであるが故に、人間が暮らす宇宙施設への微生物の
持ち込みは避けることができない。実際に国際宇宙ステーションの生活空間からは細菌や真菌が少なから
ず検出されており、それらの多くが人の身体に由来するものであることが明らかとなっている。また、宇宙
飛行士は入浴することができないため、皮膚の清浄度を保つことが難しく常在菌のバランスが崩れたり、ほ
とんど足を着くことがないために足裏の角質がやわらかくなるなど、骨や筋肉以外にも様々な変化が起きる
ことがわかってきた。本研究では、実現すれば 3 年に亘り無補給で行われる有人火星探査ミッションを見
据えて、衛生面だけでなく、宇宙飛行士の QOL をも高めることを目指し、以下の技術開発を提案する。

1. 有人宇宙施設内の飲料水の微生物モニタリングシステム
2. 皮膚の清浄度を保つための新たなスキンケア法
3. 国民性を問わず美味しく食べられ、腸内フローラを健全に保つための食事

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　宇宙機に搭載して打上げ、有人宇宙施設で使用される装置には非常に厳しい安全性が要求される。そ
の上、打上げ時の過重力や振動に耐えるほど頑丈でありながら軽くコンパクトで、宇宙飛行士にも容易に
操作でき、使用する電力や水なども極力少なくする必要がある。このような条件を満たした装置やグッズ
は、被災地や極地のような電力や水などのリソースが制限された状況に向けたスピンオフが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
宇宙船内環境微生物のオンボードモニタリング技術の開発と利用
JAXA「きぼう」船内実験室 第 2 期利用後半期間 生命科学分野候補テーマ
山崎　丘，杉田　隆，槇村浩一　宇宙環境における微生物に関する研究 
特集：宇宙医学 日本マイクログラビティ学会誌　Vol. 26 No. 4, 290-295 (2009)
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キーワード：一次繊毛、創薬研究

一次繊毛を標的とした創薬研究

研究の概要
　一次繊毛はヒトのほとんどの細胞体から細胞外へ突出している小さなオルガネラとして知られ、様々
な受容体やイオンチャネルなどが存在していることから、様々な刺激を感知したり、多様なシグナルを
受容したりする細胞の「アンテナ」として機能していると考えられています。また、この一次繊毛の異
常は認知障害、脳梁低形成、網膜色素変性症、頭蓋・骨格異常、嚢胞腎、肝臓・胆管異常、内臓逆位、
多指症、糖尿病など非常に多岐にわたる疾患を生じることが報告されています。特に、これらの繊毛に
関わる遺伝子性疾患は繊毛病と呼ばれています。このように一次繊毛の異常は多岐にわたる疾患に関わっ
ていることから、ありとあらゆる角度からの研究アプローチが可能でありますので、一次繊毛形成にお
ける分子メカニズムおよび一次繊毛の細胞内役割・意義の詳細解明、さらには一次繊毛異常に起因する

多くの疾病の新規治療薬開発を目指し研究を進めて
います。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　一次繊毛の異常は認知障害、脳梁低形成、網膜色素変性症、頭蓋・骨格異常、嚢胞腎、肝臓・胆管
異常、内臓逆位、多指症、糖尿病など多岐にわたる疾患に関わっていることから、一次繊毛形成にお
ける分子メカニズムおよび一次繊毛の細胞内役割・意義の詳細を解明することは、学術学的意義のみ
ならず一次繊毛異常に起因する多くの疾病の新規治療薬開発に寄与できると考えています。

知的財産・論文・学会発表など
特許：出願番号　JP2007059104；公開番号　WO2007-129598；国外特許　米国特許第 6,808,893 号
論文：Watabe M and Nakaki T.
　　　Protein kinase CK2 regulates the formation and clearance of aggresomes in response to stress.
　　　Journal of Cell Science, 124, 1519-32, 2011.

医療共通教育研究センター　准教授

渡部　正彦 WATABE, Masahiko 医療

板橋キャンパス
キーワード： 一次繊毛、創薬研究キーワード： 一次繊毛、創薬研究

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

医療共通教育研究センター 准教授

渡部 正彦
URL：
連絡先：

TEL：03-3964-1211 E-mail：mwatabe@med.teikyo-u.ac.jp
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キーワード：喫煙関連肺疾患、Positron Emission Tomography

FDG-PET/CT における肺野全体を定量化する
新しいソフトウェアの開発

研究の概要
　喫煙がリスクを高める肺疾患として肺がん、慢性閉塞性肺疾患（COPD：Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease）や間質性肺炎（IP：interstitial pneumonia）などが挙げられます。COPD
や IP の診断は、画像検査、理学的所見、呼吸機能検査、血液検査に加え、臨床所見に基づき総
合的に診断されています。
　画像検査に関しては、高分解能 CT により肺実質内の構造を評価することで、COPD や IP の
診断に役立つ事が報告されていますが HRCT は、形態画像のみに基づくため炎症の機能情報を
反映する FDG-PET の有効性が報告されました。しかし、その診断法は局所的評価法に基づいて
行われた報告しかありません。COPD や IP は、肺野の広範囲に疾患が広がる特徴から、局所評
価法は不充分である可能性が考えられます。そのため疾患の活動性評価を行うため肺野全体を
抽出し肺密度 （HU）と FDG 集積度 （SUV）を定量評価するソフトウェアを開発しました（下記
の図参照）。現状、ノーマルデータベースを作成することに取り組み喫煙関連肺疾患に対するソ
フ ト ウ ェ ア を 用
い た 有 効 性 に つ
い て 検 討 を 行 っ
ています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ノーマルデータベースに基づいた解析により、定量性に誤差を生じる因子を補正し、個別
に評価する事で診断精度が向上することが予測されます。治療効果判定の精度および鑑別診
断の向上によって侵襲的な検査や不要な検査の低減、治療方針の決定に貢献する可能性があ
ります。喫煙の効果を検討を行うことで喫煙による化学効果の影響、喫煙関連肺疾患の予測
に貢献する可能性を考えています。

知的財産・論文・学会発表など
　https://researchmap.jp/tmitsumoto/
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