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甲医博第19号 金  頭 峰 STI571 (Glivec) suppresses the expression of vascular 

endothelial growth factor (VEGF) in the 
gastrointestinal stromal tumor cell line,GIST-T1 
（STI571 (Glivec) は胃腸管間質腫瘍(GIST)の細胞株
GIST-T1における血管内皮増殖因子(VEGF)の発現を抑
制する） 

１ 

甲医博第20号 桑 原 昌 則 Treatment with HMG-CoA reductase inhibitors 
(statins) attenuates the progression of aortic valve 
stenosis in the elderly 
（HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）の投与は高齢
者の大動脈弁狭窄症の進行を抑制する） 

５ 

甲医博第21号 邢  宇 彤 Supplementation of nucleoside-nucleotide mixture 
enhances functional recovery and energy metabolism 
following long-time hypothermic heart preservation 
（高エネルギ－リン酸化物ヌクレオシド－ヌクレオチ

ド混合液添加保存液についての長期低温心臓保存の研

究） 

８ 

甲医博第22号 Con Chin Sergio 
Arturo 

H.pylori CagA status associated with gastric cancer 
incidence rate variability in Costa Rican regions 
（中南米コスタリカ国内における胃癌発生率の相違と

ヘリコバクタ－・ピロリ菌病原因子(CagA)との関連性） 

１１ 

甲医博第23号 田 口 崇 文 Suppressive effects of DHEA and NF-κB inhibitor 
parthenolide on corticotroph tumor cell growth and 
fuction in vitro and in vivo 
 (In vitro及び in vivoにおけるDHEAとNF-κB阻害
剤parthenolideのACTH産生腫瘍細胞増生及び機能に
対す抑制効果の検討) 

１４ 

甲医博第24号 堀 野 太 郎 
Suppressive effects of iron on TGF-β1 production by 

renal proximal tubular epithelial cells 

(腎近位尿細管細胞からのTGF-β1産生に対する鉄の抑制

効果) 
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甲医博第25号 Marco Jorge 
Diego 

Species assignation of Leishmania from human and 
canine American tegumentary leishmaniasis cases by 
multilocus enzyme electrophoresis in north Argentina 
(アルゼンチン北部のアメリカ型皮膚リーシュマニア症
流行地における原虫感染ヒトおよびイヌ由来株の多座

位酵素電気泳動(MLEE)解析) 
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甲医博第26号 楊   洋 HIV-1 protease inhibitor induces growth arrest and 

apoptosis of human prostate cancer LNCaP cells in 
vitro and in vivo in conjunction with blockade of 
androgen receptor STAT3 and AKT signaling 
（ヒト免疫不全ウイルスプロテア－ゼ阻害剤はアンド

ロゲンレセプタ－、STAT3、AKT シグナルをブロック
してヒト前立腺癌細胞LNCaPの増殖を抑制しアポト－
シスを誘導する） 

２４ 

甲医博第27号 横 田 淳 子 Scavenging of reactive oxygen species by Eriobrotrya 
japonica seed extract 
（枇杷種子由来エキスの活性酸素消去作用－各種ラジ

カル消去及び脂質過酸化抑制能－） 

２７ 

甲医博第28号 宮 野 伊 知 郎 Quantitative analysis of carotid atherosclerotic lesions 
and high-sensitivity C-reactive protein in 
community-dwelling elderly 80 years or older 
（地域在住高齢者（80歳以上）における頸動脈・動脈硬
化性病変の定量的評価：高感度C-reactive proteinとの
対比検討） 

３１ 

甲医博第29号 政 平 訓 貴 Olig2-positive progenitors in the embryonic spinal 
cord give rise not only to motoneurons and 
oligodendrocytes, but also to a subset of astrocytes 
and ependymal cells 
（胎仔期脊髄 Olig2 陽性前駆細胞は運動ニュ－ロンと
オリゴデンドロサイトのみならずアストロサイトや上

衣細胞も産生する） 

３５ 

甲医博第30号 齋 藤 史 路 Role of IL-27-producing dentritic cells in 
Th1-immunity polarization in Lewis rats 
（ルイスラットのTh1型への分化におけるIL-27産生樹
状細胞の役割） 
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