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学位論文審査日程表    (2022.01.24　現在)

於　Teams

　　日付（曜日） 氏　　名
教育研究分野名
（旧講座・部門名）

論文名 掲載誌名 備考

2月3日 木 17:00 17:45 楊
ヨウ

　光
コウ 病理学（腫瘍病理）

（病理学第二）

Microsatellite instability analysis and its prognostic value in
invasive nonampullary duodenal adenocarcinoma
（十二指腸非乳頭部の浸潤性腺癌におけるマイクロサテライ
ト不安定性分析とその予後的価値）

Oncology
 （掲載予定）

松川昭博 冨樫庸介 楳田祐三

2月4日 金 15:00 15:45 梶木
かじき

　裕
ゆう

矢
や 整形外科学

（整形外科学）

Psoas muscle index predicts osteoporosis and fracture risk
in individuals with degenerative spinal disease
 (脊椎変性疾患患者におけるPsoas muscle indexを用いた
骨粗鬆症と骨折リスク評価の有用性)

Nutrition (掲載予定) 寶田剛志 光延文裕 大野充昭

2月4日 金 16:00 16:45 中川
なかがわ

　裕
ゆ

貴
き 皮膚科学

（皮膚科学）

Analysis of clonality in cutaneous B-cell lymphoma and B-
cell pseudolymphoma using skin flow cytometry:
Comparison of immunophenotyping and gene rearrangement
studies　（皮膚B細胞リンパ腫とB細胞偽リンパ腫における皮
膚FCMを用いたクロナリティの検討：免疫表現型と遺伝子再
構成との比較)

The Journal of
Dermatology（掲載予
定）

鵜殿平一郎 吉野　正 松岡賢市

2月4日 金 17:00 17:45 髙橋
たかはし

　謙作
けんさく 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

The resolution of immunofluorescent pathological images
affects diagnosis for not only artificial intelligence but also
human（病理蛍光画像の解像度はヒトのみならずAI（人工知
能）の診断にも影響を与える）

Journal of
Nephropathology 10(3):
e26(1-6),　2021

吉野　正 平木隆夫 荒木元朗

2月7日 月 10:00 10:45 難波
な ん ば

　貴弘
たかひろ 小児医科学

（小児科学）

Anti‑high mobility group box 1 monoclonal antibody
suppressed hyper‑permeability and cytokine production in
human pulmonary endothelial cells infected with influenza A
virus
(抗HMGB1モノクローナル抗体はA型インフルエンザウイル
スに感染したヒト肺血管内皮細胞の透過性亢進及びサイトカ
イン産生を抑制した)

Inflammation Research
70: 1101-1111 ,2021

本田知之
草野展周
（病院）

木浦勝行
（病院）

2月7日 月 1400 14:45 中塚
なかつか

　洸
こ う

輔
すけ 麻酔・蘇生学

（麻酔・蘇生学）

Intrathecal Administration of the α1 Adrenergic
Antagonist Phentolamine Upregulates Spinal GLT-1 and
Improves Mirror Image Pain in SNI Model Rats
(α1アドレナリン拮抗薬のフェントラミンの脊髄投与は脊髄
GLT-1を増加させ、SNIモデルラットのミラーイメージペインを
改善する)

Acta Medica
Okayama(掲載予定)

淺沼幹人 尾﨑敏文 山下　徹

2月7日 月 15:00 15:45 林
リ ン

 文鋒
ブンホウ 泌尿器病態学

（泌尿器科学）

Discovery and Validation of Nitroxoline as a Novel STAT3
Inhibitor in Drug-resistant Urothelial Bladder Cancer
（薬剤耐性尿路上皮癌における新規STAT3阻害剤としての
ニトロキソリンの発見と検証）

International Journal of
Biological Sciences
17(12): 3255-3267,
2021

座間味義人 細野祥之
田端雅弘
（病院）

2月7日 月 16:00 16:45 福島
ふくしま

　伸
しん

乃
の

介
すけ 総合内科学

（臨床検査医学）

Trends in the Incidence and Mortality of Legionellosis in
Japan: A Nationwide Observational Study, 1999–2017
（日本におけるレジオネラ感染症の1999-2017での発生率、
死亡率の傾向に関する観察研究）

Scientific reports 11:
7246(1-9), 2021

松下　治 神田秀幸
草野展周
（病院）

2月7日 月 17:00 17:45 和田里
わ だ り

　章
しょうご

悟
泌尿器病態学
（泌尿器科学）

Intraluminal diamond-like carbon coating with anti-
adhesion and anti-biofilm effects for uropathogens: A novel
technology applicable to urinary catheters
（細径管腔内Diamond-like carbon coating の尿路病原性細
菌に対する抗付着性、抗バイオフィルム性の評価）

International Journal of
Urology 28 (12):1282-
1289, 2021

松下　治 和田　淳
草野展周
（病院）

2月7日 月 18:00 18:45 冨田
と み た

　陽介
ようすけ 脳神経外科学

（脳神経外科学）

Growth Curves for Intracranial Volume and Two-
dimensional Parameters for Japanese Children without
Cranial Abnormality: Toward Treatment of
Craniosynostosis
（頭蓋に異常所見を認めない日本人小児の頭蓋容積と二次
元パラメータの成長曲線：頭蓋骨縫合早期癒合症の治療に
向けて）

Neurologia medico-
Chirurgica　掲載予定

小林勝弘 尾﨑敏文 岡田あゆみ

2月8日 火 13:00 13:45 大平
おおひら

　安希子
あ き こ 産科・婦人科学

（産科婦人科学）

The assessment of the fetal heart function using two-
dimensional speckle tracking with a high frame rate
(2Dスペックルトラッキングを用いた胎児心機能の評価)

Early　Human
Development
151:105160(1-4),2020

塚原宏一 成瀬恵治
大月審一
（病院）

2月8日 火 14:00 14:45 小田
お だ

　晋
しん

輔
すけ 病理学（免疫病理）

（病理学第一）

Expression of Spred2 in the urothelial tumorigenesis of the
urinary bladder
（膀胱の尿路上皮腫瘍形成におけるSpred2の発現）

PLOS ONE 16(11):
e0254289(1-17), 2021

吉野　正
柳井広之
（病院）

荒木元朗

2月8日 火 15:00 15:45 山口
やまぐち 

　隆廣
たかひろ 病理学（免疫病理）

（病理学第一）

PolyI:C suppresses TGF-β1-induced Akt phosphorylation
and reduces the motility of A549 lung carcinoma cells
（PolyI:Cは、A549細胞株において、TGF-β1が促進する
Aktのリン酸化及び移動能の亢進を抑制する）

Molecular Biology
Reports 48: 6313-6321,
2021

吉野　正 鵜殿平一郎 山田浩司

2月8日 火 18:00 18:45 谷口
たにぐち

　文
ふみ

崇
たか 消化器外科学

（外科学第一）

Concordance of acquired mutations between metastatic
lesions and liquid biopsy in metastatic colorectal cancer
（転移性大腸癌の転移巣とリキッドバイオプシー間の獲得変
異の一致）

Future Science OA
7(10):1-9,2021

岡田裕之 平沢　晃
田端雅弘
（病院）

3月25日付（甲）

時間 審査委員
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於　Teams

　　日付（曜日） 氏　　名
教育研究分野名
（旧講座・部門名）

論文名 掲載誌名 備考

3月25日付（甲）

時間 審査委員

2月9日 水 11:00 11:45 天田
てん た

　雅文
まさふみ 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

Roles of transmembrane Protein 97 (TMEM97) in Adipose
Tissue and Skeletal Muscle
（膜貫通タンパクTMEM97の脂肪組織及び骨格筋における
役割）

Acta Medica Okayama
（掲載予定）

竹居孝二 大橋俊孝 山田浩司

2月9日 水 16:00 16:45 升田
ま す だ

　智也
と も や 消化器外科学

（外科学第一）

Overexpression of Adenovirus E1A Reverses Transforming
Growth Factor-β-induced Epithelial-mesenchymal
Transition in Human Esophageal Cancer Cells
（アデノウイルスE1Aの発現増強はヒト食道がん細胞における
TGF-β誘導性上皮間葉転換を抑制する）

Acta Medica
Okayama(掲載予定）

岡田裕之 本田知之 大内田　守

2月10日 木 13:00 13:45 中村
なかむら

　真
まこと 血液・腫瘍・呼吸器内科学

（内科学第二）

Reduced dose of PTCy followed by adjuvant α-
galactosylceramide enhances GVL effect without sacrificing
GVHD suppression
（移植後シクロフォスファミドの減量投与はαガラクトシルセラ
ミドを併用すると移植片対宿主病を悪化させずに移植片対
白血病効果を増幅させる）

Scientific Reports １１ :
１3125 (1-1７) , 202１

鵜殿平一郎 冨樫庸介 江口　潤

2月10日 木 14:00 14:45 松本
まつもと

　森作
しん さ く 麻酔・蘇生学

（麻酔・蘇生学）

Association between intraoperative hyperlycemia and
postoperative end-organ dysfunctions after cardiac surgery:
A retrospetive observational study
（心臓手術における術中高血糖と術後臓器傷害の関連：後
方視的観察研究）

Journal of Anesthesia
(掲載予定)

笠原真悟 伊藤　浩
大月審一
（病院）

2月10日 木 16:00 16:45 井上
いのうえ

　真一郎
しんいちろう 精神神経病態学

（神経精神医学）

Safety and effectiveness of perospirone in comparison to
risperidone for treatment of delirium in patients with
advanced cancer：A multicenter prospective observational
study in real-world psycho-oncology settings
(進行がん患者のせん妄に対するリスペリドンと比較したペロ
スピロンの安全性と有効性：サイコオンコロジーの臨床現場
における多施設共同前向き観察研究)

Acta Medica
Okayama(掲載予定)

座間味義人 小林勝弘 山下　徹

2月10日 木 17:00 17:45 重歳
しげとし

　正尚
まさたか 循環器内科学

（循環器内科学）

Oxygen inhalation can selectively dilate pulmonary arteries
in patients with chronic thromboembolic pulmonary
hypertension before balloon angioplasty
（酸素吸入はバルーン肺動脈拡張術前の慢性血栓塞栓性
肺高血圧症患者の肺動脈を選択的に拡張する）

Journal of Cardiology
79: 265-269, 2022

笠原真悟 豊岡伸一
小川弘子
（寄付）

2月14日 月 14:00 14:45 藤田
ふ じ た

　茉奈
ま な

美
み 総合内科学

（臨床検査医学）

Gender-Dependent Charasteristics of Serum 1.25-
Dihydration D/25-Hydroxyvitamin D Ratio for the
Assessment of Bone Metabolism
(血清ビタミンD比（1.25D/25 D比）の骨代謝における特徴と
性差に関する検討

Cureus 13(9):e18070
（1-11），2021

竹居孝二 西田圭一郎
佐々木　朗
（歯・教授）

2月14日 月 15:00 15:45 原田
はらた

　遼三
りょうぞう 整形外科学

（整形外科学）

Japanese version of Patient-Rated Elbow Evaluation is a
useful outcome measure that potentially reflects hand
function in patients with rheumatoid arthritis who
underwent total elbow arthroplasty
（日本語版Patient-rated elbow evaluationは、人工肘関節全
置換術を受けた関節リウマチ患者の手指機能を反映する可
能性のある有用なアウトカム指標である）

Modern Rheumatlology
(掲載予定）

木股敬裕 寶田剛志 江口　潤

2月14日 月 16:00 16:45 李
リ

 建振
ケンシン 生化学

（生化学）

Dynamin 2 and BAR domain protein pacsin 2 cooperatively
regulate formation and maturation of podosomes
（ダイナミン2とBARドメインタンパク質pacsin 2はポドソームの
形成と成熟を協調的に調節します）

Biochemical and
Biophysical Research
Communications 571:
145-151, 2021

大橋俊孝 寶田剛志 大内田　守

2月14日 月 17:00 17:45 平田
ひ ら た

　裕二
ゆ う じ 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

（耳鼻咽喉科学）

Effect of Prostaglandin D 2 on mRNA Expression of Three
Isoforms of Hyaluronic Acid Synthase in Nasal Polyp
Fibroblasts
(鼻茸線維芽細胞のヒアルロン酸合成遺伝子発現における
プロスタグランジンD2の関与)

American Journal of
Rhinology & Allergy
35(1): 44-51, 2021

大橋俊孝 森實祐基 大内田　守

2月14日 月 18:00 18:45 梶田
か じ た

　聡一郎
そういちろう 放射線医学

（放射線医学）

CT evaluation of patent artery after percutaneous
cryoablation of renal cell carcinoma
（腎細胞癌に対する経皮的凍結療法後の開存動脈のCT評
価）

Diagnostic and
Interventional Imaging
（掲載予定）

和田　淳 平沢　晃
田端雅弘
（病院）

2月15日 火 11:00 11:45 小川
お が わ

　泰司
た い じ 消化器・肝臓内科学

（内科学第一）

Propofol sedation with a target-controlled infusion pump in
elderly patients undergoing ERCP
(ERCP時、高齢者におけるtarget-controlled infusion pump
を用いたプロポフォール鎮静について）

Gastrointestinal
Endoscopy 92(2):301-
307,2020

森松博史 藤原俊義
岩崎達雄
（病院）

2月15日 火 13:30 14:15 西脇
にしわき 

　麻里子
ま り こ 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

Association of blood pressure and renal outcome in patients
with chronic kidney disease; a post hoc analysis of FROM‐J
study
(慢性腎臓病患者における血圧と腎予後の関係; FROM-J研
究の副次解析）

Scientific Reports 11:
14990(1-11), 2021

伊藤　浩
王　英正
（病院）

荒木元朗
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於　Teams

　　日付（曜日） 氏　　名
教育研究分野名
（旧講座・部門名）

論文名 掲載誌名 備考

3月25日付（甲）

時間 審査委員

2月15日 火 15:00 15:45 立花
たちばな

　宏太
こ う た 皮膚科学

（皮膚科学）

Multifaceted Analysis of IL-23A- and/or EBI3-Including
Cytokines Produced by Psoriatic Keratinocytes
(乾癬ケラチノサイトが産生するIL-23AおよびEBI3を含むサ
イトカインの多面的な解析)

International Journal of
Molecular Sciences 22:
12659(1-13), 2021

鵜殿平一郎 松川昭博 阪口政清

2月15日 火 16:00 16:45 金
きん

　一徹
いってつ 脳神経外科学

（脳神経外科学）

Vagus Nerve Stimulation with Mild Stimulation Intensity
Exerts Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects in
Parkinson’s Disease Model Rats
（低強度刺激の迷走神経刺激療法はパーキンソン病モデル
に対して抗炎症効果と神経保護効果を発揮する）

Biomedicines 9: 789(1-
19), 2021

淺沼幹人 小林勝弘 山下　徹

2月15日 火 17:00 17:45 馬
う ま

越
こ し

　通
みち

有
あ り 脳神経外科学

（脳神経外科学）

Spinal Surgery after Bilateral Subthalamic Stimulation for
Patients with Parkinson's Disease: A Retrospective
Outcome Analysis of Pain and Functional Control
（パーキンソン病患者における両側視床下核への脳深部刺
激術は、脊椎手術後の疼痛軽減と機能維持に寄与する）

Neurologia medico-
chirurgica 61(10): 607-
618, 2021

淺沼幹人 神谷厚範 山下　徹

2月16日 水 14:00 14:45 任
ニン

　琬旭
エンキョク 麻酔・蘇生学

（麻酔・蘇生学）

Association between the remifentanil dose during
anesthesia and postoperative pain
（全身麻酔中のレミフェンタニル投与量と術後痛の関係）

Acta Medica Okayama
（掲載予定）

細野祥之 座間味義人 内藤宏道

2月16日 水 15:00 15:45 垣内
かきうち　

　慶彦
よしひこ 消化器外科学

（外科学第一）

Local oncolytic adenovirotherapy produces an abscopal
effect via tumor-derived extracellular vesicles
（腫瘍融解アデノウイルスでの局所治療後に分泌される腫瘍
由来細胞外小胞はアブスコパル効果を引き起こす）

Molecular Therapy
29(10):1-11,2021

本田知之
渡部昌実
（病院）

山田浩司

2月16日 水 16:00 16:45 山本
やまもと

　浩
ひろ

継
つぐ 救急医学

（救急医学）

Luminal preloading with hydrogen-rich saline ameliorates
ischemia-reperfusion injury following intestinal
transplantation in rats
(ラット小腸移植において水素含有生理食塩水の管腔内投
与は虚血再灌流障害を軽減する)

Pediatric
Transplantation 24(7)：
e13848(1-9)，2020

藤原俊義 岡田裕之 山田浩司

2月17日 木 16:00 16:45 岡本
おかもと 

　聡一郎
そういちろう 放射線医学

（放射線医学）

Needle artifact characteristics and insertion accuracy using
a 1.2 T open MRI scanner: A phantom study
（1.2テスラオープンMRIを用いた針アーティファクトの特徴お
よび穿刺精度の基礎的検討　）

Diagnostic and
Interventional Imaging
102: 363–370, 2021

成瀬恵治
土井原博義

（病院）
浅海淳一
（歯・教授）

2月17日 木 17:00 17:45 大河
おおかわ

　啓介
けいすけ 循環器内科学

（循環器内科学）

Improvement in renal and endothelial function after
catheter ablation in patients with persistent atrial
fibirillation
（持続性心房細動患者におけるカテーテルアブレーション後
の腎機能と血管内皮機能の改善）

Journal of Cardiology
76: 610-617, 2020

成瀬恵治 笠原真悟
大月審一
（病院）

2月17日 木 18:00 18:45 駿河
す る が

　宗
か ず き

城
循環器内科学

（循環器内科学）

Higher oxidized high-density lipoprotein to apolipoprotein
A-I ratio is associated with high-risk coronary plaque
characteristics determined by CT angiography
（血中の酸化HDLとapoA1の比率はCTで認められた冠動脈
high riskプラークと関連がある）

International Journal of
Cardiology 324: 193-
198, 2021

笠原真悟 成瀬恵治
大月審一
（病院）

2月18日 金 10:00 10:45 山口
やまぐち

　哲志
さ と し 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

Adipocyte-Specific Inhibition of Mir221/222  Ameliorates
Diet-Induced Obesity Through Targeting Ddit4
（脂肪細胞におけるMir221/222 の抑制は食餌誘導性肥満
の病態を改善する）

Frontiers in
Endocrinology 12:
750261(1-12), 2022

竹居孝二 神谷厚範
渡部昌実
（病院）

2月18日 金 16:00 16:45 有吉　真季子
あ り よ し ま き こ 疫学・衛生学

（衛生学）

Early childhood exposure to maternal smoking and
behavioral development
（乳幼児期の喫煙環境の曝露と問題行動）

Archives of
Environmental &
Occupational Health
（掲載予定）

神田秀幸 塚原宏一 久松隆史

2月18日 金 17:00 17:45 武本
たけもと

　梨佳
り か 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

Total vascular resistance, augmentation index, and
augmentation pressure increase in patients with peripheral
artery disease
（末梢動脈疾患患者におけるTVR(Total Vascular
Resistance(TVR)、 Augmentation Index(AI)、Augmentation
Pressure(AP)の増加について）

Medicine
100(32):e26931(1-

6),2021
成瀬恵治 森松博史 岡﨑幹生

2月21日 月 9:00 9:45 高瀬
た か せ

　了輔
りょうすけ 総合内科学

（臨床検査医学）

　Clinical Manifestations of Patients with Influenza Differ by
Age: A Prospective, Multi-centered Study in the Setouchi
Marine Area
（年齢によって異なるインフルエンザ患者の臨床特徴：瀬戸
内マリンエリアにおける多施設共同前向き研究）

Acta Medica Okayama
75(5): 567-574, 2021

本田知之 賴藤貴志
草野展周
（病院）

2月21日 月 10:00 10:45 吉田
よ し だ

　将
しょう

平
へい 血液・腫瘍・呼吸器内科学

（内科学第二）

Analysis of immunity against measles, mumps, rubella, and
varicella zoster in adult recipients of allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation: A single-center
experience
（同種造血幹細胞移植の成人レシピエントにおける麻疹、お
たふくかぜ、風疹、および水痘帯状疱疹に対する免疫反応
の分析：単施設での経験）

Acta Medica Okayama
（掲載予定）

鵜殿平一郎
草野展周
（病院）

岡田あゆみ



4 / 4 ページ

学位論文審査日程表    (2022.01.24　現在)

於　Teams
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3月25日付（甲）

時間 審査委員

2月21日 月 14:00 14:45 大橋
おおはし

　秀基
ひでき 整形外科学

（整形外科学）

Adipose-Derived Extract Suppresses IL-1β-Induced
Inflammatory Signaling Pathways in Human Chondrocytes
and Ameliorates the Cartilage Destruction of Experimental
Osteoarthritis in Rats
（濃縮脂肪由来抽出液は、ヒト軟骨細胞においてIL-1βに
誘導される炎症性シグナル経路を抑制し、変形性関節症モ
デルラットの軟骨破壊を改善する）

International Journal of
Molecular Sciences 22 :
9781, 2021

大橋俊孝 寶田剛志 大野充昭

2月21日 月 18:00 18:45 福安
ふくやす

　悠介
ゆうすけ 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

The effect of Humanitude care methodology on improving
empathy: a six-year longitudinal study of medical students
in Japan
（医学教育においてのユマニチュードによるEmpathy(共感
性)の向上について
　　　−日本の医学生を対象とした６年間にわたる研究結果−
）

BMC Medical
Education 21: 316(1-8),
2021

大塚文男 賴藤貴志 岡田あゆみ

2月22日 火 11:00 11:45 玉井
た ま い

　圭
けい 小児医科学

（小児科学）

Associations of Birth Weight for Gestational Age with Child
Health and Neurodevelopment among Term Infants: A
Nationwide Japanese Population-Based Study
（満期産児の出生体重SD値とその後の健康・行動発達の関
連　～21世紀出生児縦断調査より～）

The Journal of
Pediatrics 226: 135-
141, 2020

増山　寿 神田秀幸 久松隆史

2月22日 火 15:00 15:45 大塚
おおつか

　勇輝
ゆ う き 総合内科学

（臨床検査医学）

Clinical Utility of the Ratio of Urinary Free Cortisol to
Aldosterone as an Index for Inflammatory and Metabolic
Dysregulation
（尿中コルチゾール/アルドステロン比の炎症・代謝指標とし
ての臨床的有用性）

Annals of Clinical &
Laboratory Science
51(3): 352-358, 2021

和田　淳 増山　寿
岩崎達雄
（病院）

2月22日 火 17:00 17:45 岩田
い わ た

　健宏
たけひろ 泌尿器病態学

（泌尿器科学）

Tumor suppressor REIC/Dkk-3 and its interacting
protein SGTA inhibit glucocorticoid receptor to
nuclear transport
（がん抑制遺伝子REIC/Dkk-3とその相互作用蛋白SGTAは
グルココルチコイド受容体の核内輸送を抑制する）

Experimental and
Therapeutic Medicine
20: 1739-1745, 2020

阪口政清 松川昭博 大内淑代

2月22日 火 18:00 18:45 森澤
も り さ わ

　伸
しん 眼科学

（眼科学）

Risk factors for excessive postoperative exo-drift after
unilateral lateral rectus muscle recession and medial rectus
muscle resection for intermittent exotropia
(前後転術後の戻りに関係する因子)

BMC Ophthalmology
20:216(1-6),2020

安藤瑞生 大内淑代 山下　徹

2月22日 火 19:00 19:45 青景
あおかげ 

　聡之
としゆき  救命救急・災害医学

（救急医学）

The effects of inhaling hydrogen gas on macrophage
polarization, fibrosis, and lung function in mice with
bleomycin-induced lung injury
（ブレオマイシン誘発肺傷害マウスに対する水素ガス吸入の
マクロファージの分極、線維化および肺機能への影響　）

BMC Pulmonary
Medicine 21:339 (1-
15), 2021

豊岡伸一
木浦勝行
（病院）

岡﨑幹生

2月24日 木 10:00 10:45 大西
おおにし

　康博
やすひろ 腎・免疫・内分泌代謝内科学

（内科学第三）

Development of urinary diagnostic biomarker for IgA
nephropathy by lectin microarray
(レクチンアレイによるIgA腎症診断を目的としたバイオマー
カーの開発)

American Journal of
Nephrology
(掲載予定)

竹居孝二 大橋俊孝 荒木元朗

2月24日 木 11:00 11:45 橋本
はしもと

　好平
こうへい 呼吸器・乳腺内分泌外科学

（外科学第二）

Negative impact of recipient SPRED2 deficiency on
transplanted lung in a mouse model
（マウスの肺移植モデルにおけるレシピエントのSPRED2がも
たらす負の影響）

Transplant Immunology
57：101242（1-5）, 2019

鵜殿平一郎
堀田勝幸
（病院）

松岡賢市

2月24日 木 14:00 14:45 根津
ね づ

　智史
さ と し 整形外科学

（整形外科学）

Effect of difference in fixation methods of tendon graft and
the microfracture procedure on tendon-bone junction
healing
（移植腱固定法の違いとmicrofracture手技が腱-骨接合部
の癒合に与える影響）

Journal of  Shoulder
and Elbow Surgery
International （掲載予
定）

木股敬裕 中尾篤典
久保田　聡
（歯・教授）

2月24日 木 15:00 15:45 張
チョウ

　曦明
キ メ イ 整形外科学

（整形外科学）

Medial meniscus posterior root repair reduces the extruded
meniscus volume during knee flexion with favorable clinical
outcome
（内側半月板後根修復術による半月板逸脱減少効果と術後
臨床成績の検討）

Knee Surgery, Sports
Traumatology,
Arthroscopy 29: 4205-
4212, 2021

木股敬裕 寶田剛志
難波祐三郎

（病院）

3月1日 火 17:00 17:45 妹尾
せ の お

　賢
さとる 血液・腫瘍・呼吸器内科学

（内科学第二）

Essential role of IL-23 in the development of acute
exacerbation of pulmonary fibrosis
(肺線維症急性増悪の発症におけるIL-23の重要性)

American Journal of
Physiology-Lung
Cellular and Molecular
Physiology 321: L925-
L940, 2021

寶田剛志 冨樫庸介 岡﨑幹生

早期修了 甲52名，乙1名


