
　本学は，次の者に博士（医学）の学位を授与したので，学位規則（昭和２８年文部省令第９号）
第８条の規定に基づき，その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表する。
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Medicine

51

南海トラフ地震における高知県の周産期医療提供体
制に関する検討
：その取り組みと災害時小児周産期リエゾンの活用

甲総医博第127号 竹村　光広 Repeated intravenous infusion of mesenchymal
stem cells for enhanced functional
recovery in a rat model of chronic cerebral
ischemia. 41

（ラット慢性脳虚血モデルにおける間葉系幹細胞の
反復静脈内投与による機能回復促進効果）

甲総医博第128号 重松ロカテッリ　万里恵 Maternal pain during pregnancy dose-dependently
predicts postpartum depression:　Japan
Environment and Children's study

46
妊娠中の痛みは容量依存的に母親の産後うつを予測
する：子どもの健康と環境に関する全国調査）

甲総医博第125号 南　まりな Acute effect of the COVID-19 pandemic on
emergency transportation due to acute alcoholic
intoxication: a retrospective observational
study 31
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への影響）

学位記番号 氏　　名 学　位　論　文　の　題　目 ページ
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71
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61
(ヒト前立腺癌に対する5-アミノレブリン酸を用いた
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学位記番号 氏　　名 学　位　論　文　の　題　目 ページ

甲総医博第130号 新武　享朗 The inhibitory role of intracellular free zinc
in the regulation of Arg-1
expression in interleukin-4-induced activation
of M2 microglia 56

（インターロイキン4誘導性M2ミクログリアのArg-1
発現制御に対する細胞内遊離亜鉛の役割）

甲総医博第131号



学位記番号 氏　　名 学　位　論　文　の　題　目 ページ
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97

(内転型痙攣性発声障害に対するボツリヌストキシン
注入療法後の臨床経過:プラセボ対照、ランダム化、
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乙総医博第62号
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グリピカン1を標的とした抗体薬物複合体は、グリピ
カン1陽性膵管癌および食道扁平上皮癌に強力な腫瘍
増殖阻害効果を示す

宗景　絵里 A glypican-1-targeted antibody-drug conjugate
exhibits potent tumor growth inhibition in
glypican-1-positive pancreatic cancer and
esophageal squamous cell carcinoma



学位規則第4条第1項該当

令和4年1月18日

学位授与の要件

学 位 記 番 号

博士（医学）

学位授与年月日

学位論文題目

甲総医博第119号

氏　名（本籍）

学 位 の 種 類

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

(高知県)林　未季

Effects of low concentration fluoride released from fluoride-
sustained-releasing composite resin on the bioactivity of
Streptococcus mutans

(フッ素徐放性コンポジットレジンから徐放される低濃度フッ化物が
Streptococcus mutansの生物活性に及ぼす影響)

発 表 誌 名 Dental Materials Journal　(in press)

審査委員 主査 大畑　雅典

齊藤　源顕

宮村　充彦

教授

教授

教授

副査

副査

1



2



3



4



5



学位論文題目 Lack of concern about body image and health during pregnancy linked
to excessive gestational weight gain and small-for-gestational-age
deliveries: the Japan Environment and Children's Study

学位授与年月日 令和4年1月18日

氏　名（本籍） J P NAW AWN

学 位 の 種 類

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学 位 記 番 号 甲総医博第120号

（ボディーイメージ及び健康への無関心と妊婦の体重増加及び出生児のSGA
（small-for-gestational-age）との関連：子どもの健康と環境に関する全
国調査（エコチル調査））

(ミャンマー連邦共和国)

博士（医学）

発 表 誌 名 BMC Pregnancy and Childbirth, 21, 396.
2021 年　5 月

審査委員 主査 教授 奥原　義保

副査 教授 安田　誠史

副査 教授 古宮　淳一

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 西川　浩文 (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第121号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年2月9日

学位論文題目 Knockout of the interleukin-36 receptor protects against renal
ischemia-reperfusion injury by reduction of proinflammatory
cytokines

（IL-36受容体欠損マウスでは虚血再灌流による急性腎障害の予後が改善す
る）

発 表 誌 名 Kidney International 93(3):599-614
2018年 3月

審査委員 主査 教授 齊藤　源顕

副査 教授 藤枝　幹也

副査 教授 井上　啓史

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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審 査 委 員

論文審査の結果の要旨

主 査 氏 名

副 査 氏 名

副 査 氏 名

氏 名

齊藤 源顕

藤枝 幹ili

井上 啓史

西川 浩文

題 目 l〈nockout of the interleukin-36 rec.eptor protects against nmal 
ischemia-reperfusion injury by reduction of proinflammatory cytokines 

(IL-36受容体欠損マウスでは虚血再灌流による急性腎障害の予後が改善する）

著者 Hirofumi Nishikawa, Yoshinori Taniguchi, Tatsuki Matsumoto, Naoki Ari ma, Mamoru 
Masaki, Yoshiko Shimamura, Kosul<e Inoue, Taro Horino, Shimpei Fujimoto, 
Kentaro Ohko, Toshihiro [(omatsu, Keiko Udalrn, Shigetoshi Sano, Terada 
Yoshio. 

発表誌名、 巻（号）、 ペ ージ（ ～ ）、 年 月
Kidney International 93(3) :599-614 2018年3月

要 旨

【背最・ 目的 I

IL 、36はIL·lファミリーに属するサイトカインで、IL·3Ga、 B、 ッの3つのリガンドがある
が、 共通してIL·3G受容体(R)に結合する。 これまで、 関節リウマチや乾癬といった慢性炎症性
疾患での関与が指摘されていたが、急性腎障害(AKI)の病態に関するIL-36系の報告はない。本研
究の目的は免疫細胞と尿細管細胞のクロストーク並びに、IL·3G系がAKIの病態へどう関与する
のかを、 遺伝子改変マウスと臨床検体の両方を用いて明らかにすることであるC

［方法】
基礎研究として、IL-36R·KOマウスと野生型マウス(WT)に両側腎動脈を28分間虚血再灌流

し、 24、 48時間後の腎機能測定、 腎組織障害スコア、 TUNEL染色、 サイトカインの検討を行っ
た。 さらに、 培施尿紬管細胞でIL·36 er刺激と、NF·K {3とErkの関連を調べた。 次に、 臨床研
究としてAJUヒト尿中のIL-36 (X 値とその変動を検討した C また、MI症例の腎生検検体でIL-36
aヽ 染色陽t生細胞の解析を行った。

（結果・考察】
WTのAKIの腎において、IL·3GRの局在は、 近位尿細管で発現していることが分かった。 ま

た、IL-36 a、 [3、 ッの発現は、 虚血再灌流後48時間で充進した。IL·36R·KOマウスでは、 虚
血／再還流のAKIの予後は良く、組織での検討でも腎組織障害、TUNEL陽性細胞数はIL·3GR-KO
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氏　名（本籍） 奥田　教宏 (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第122号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Separation from a bonded partner alters neural response to
inflammatory pain in monogamous rodents

（パートナーとの別離は一夫一婦制げっ歯類において炎症性疼痛に対する神
経反応を変化させる）

発 表 誌 名
Behavioural Brain Research， Volume 418．ページ未定
10 February 2022

審査委員 主査 教授 山口　正洋

副査 教授 河野　崇

副査 教授 數井　裕光

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 青柳　智和 (茨城県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第123号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Association between acute coronary syndrome onset risk and climate
change

（急性冠症候群の発症リスクと気候変動との関連）

発 表 誌 名 Archives of Environmental & Occupational Health　
In press

審査委員 主査 教授 菅沼　成文

副査 教授 渡橋　和政

副査 教授 瀬尾　宏美

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 葛西　雄介 (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第124号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Increased Calcitonin Gene-Related Peptide Expression in DRG and
Nerve Fibers
Proliferation Caused by Nonunion Fracture in Rats

（ラット骨折後偽関節は、偽関節部で神経線維を伸長させ、後根神経節での
カルシトニン遺伝子関連ペプチドを増加させる)

発 表 誌 名  Journal of Pain Research、14巻、3565～3571　
2021年11月15日

審査委員 主査 教授 降幡　睦夫

副査 教授 山本　哲也

副査 教授 河野　崇

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 南　まりな (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第125号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Acute effect of the COVID-19 pandemic on emergency transportation
due to acute alcoholic intoxication: a retrospective observational
study

（COVID-19パンデミック時の急性アルコール中毒よる救急搬送の変化）

発 表 誌 名 Environmental Health and Preventive Medicine、26、98-105
2021年9月30日

審査委員 主査 教授 河野　崇

副査 教授 奥原　義保

副査 教授 古宮　淳一

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 國見　祐輔 (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第126号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Exogenous oxytocin used to induce labor has no long-term adverse
effect  on maternal-infant bonding: Findings from the Japan
Environment and Children's Study

（外因性オキシトシンのボンディング（対児愛着）への影響）

発 表 誌 名
Journal of Affective Disorders　 Volume 299, 15 February 2022, Pages
37-44
Accept: 令和3年11月22日    Available online：令和3年11月24日

審査委員 主査 教授 安田　誠史

副査 教授 奥原　義保

副査 教授 山口　正洋

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

36



37



38



39



40



氏　名（本籍） 竹村　光広 (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第127号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Repeated intravenous infusion of mesenchymal stem cells for enhanced
functional
recovery in a rat model of chronic cerebral ischemia.

（ラット慢性脳虚血モデルにおける間葉系幹細胞の反復静脈内投与による機
能回復促進効果）

発 表 誌 名
Journal of Neurosurgery   Page Range: 1–10
Volume/Issue: Publish Before Print
Online Publication Date: 03 Dec 2021

審査委員 主査 教授 山口　正洋

副査 教授 池内　昌彦

副査 教授 藤枝　幹也

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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氏　名（本籍） 重松ロカテッリ　万里恵 (岡山県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第128号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月20日

学位論文題目 Maternal pain during pregnancy dose-dependently predicts postpartum
depression:　Japan Environment and Children's study

妊娠中の痛みは容量依存的に母親の産後うつを予測する：子どもの健康と環
境に関する全国調査）

発 表 誌 名 The Journal of Affective Disorders
 2022年1月8日

審査委員 主査 教授 數井　裕光

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

副査 教授 前田　長正

副査 教授 池内　昌彦
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副査 教授 河野　崇

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

審査委員 主査 教授 西山　謹吾

副査 教授 藤枝　幹也

学位授与年月日 令和4年3月20日

学位論文題目 Perinatal Care Preparedness in Kochi Prefecture for When a Nankai
Trough Earthquake
: Action Plans and Disaster Liaisons for Pediatrics and Perinatal
Medicine

南海トラフ地震における高知県の周産期医療提供体制に関する検討
：その取り組みと災害時小児周産期リエゾンの活用

発 表 誌 名 Tohoku journal of experimental Medicine 
令和4年3月11日

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第129号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

氏　名（本籍） 渡邊　理史 (高知県)
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古谷　博和

副査 教授 數井　裕光

学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月23日

学位論文題目
The inhibitory role of intracellular free zinc in the regulation of
Arg-1 expression in interleukin-4-induced activation of M2 microglia

（インターロイキン4誘導性M2ミクログリアのArg-1発現制御に対する細胞内
遊離亜鉛の役割）

(高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

氏　名（本籍） 新武　享朗

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

審査委員 主査 教授 山口　正洋

副査 教授

学 位 記 番 号 甲総医博第130号

学位授与の要件

発 表 誌 名  Metallomics、10(10):1501-1509.
2018年10月
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教授 宮村　充彦

降幡　睦夫

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第131号

Predictors of therapeutic efficacy of 5-aminolevulinic acid-based
photodynamic therapy in human prostate cancer

(ヒト前立腺癌に対する5-アミノレブリン酸を用いた光線力学的治療の治療
効果予測因子の検討)

氏　名（本籍） 山本　新九郎 (高知県)

副査 教授

副査 教授 花﨑　和弘

学位授与年月日 令和4年3月23日

学位論文題目

発 表 誌 名
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Sep;35:102452 2021年9月
Epub:2021年7月21日

審査委員 主査

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

61



62



63



64



65



副査 教授 北岡　裕章

Saikokeishikankyoto extract alleviates muscle atrophy in KKAy mice

（柴胡桂枝乾湯抽出物は糖尿病肥満モデルマウスにおける筋萎縮を抑制す
る）

発 表 誌 名 Journal of natural medicines, in press

池内　昌彦

副査 教授 花﨑　和弘

氏　名（本籍） OU YANGLAN (中華人民共和国)

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

審査委員 主査 教授

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月23日

学位論文題目

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第132号

66



67



68



69



70



論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

令和4年3月23日

発 表 誌 名 Journal of Oral Pathology and Medicine
In Press

審査委員 主査 教授 宇高　恵子

博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第133号

副査 教授 井上　啓史

副査 教授 佐竹　悠良

学位論文題目 Gene therapy with SOCS1 induces potent preclinical antitumor
activities in oral squamous cell carcinoma.

(SOCS1による遺伝子治療は口腔扁平上皮癌において強力な抗腫瘍活性を誘導
する)

氏　名（本籍） 中谷　貴恵 (高知県)

学 位 の 種 類

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日

71



72



73



74



75



European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2021 Jul
22. doi: 10.23736/S1973-9087.21.06727-7. Online ahead of print
2021年7月22日

渡橋　和政

副査 教授 佐藤　隆幸

副査 教授 池内　昌彦

氏　名（本籍） 中屋　雄太 (愛媛県)

令和4年3月23日

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

審査委員 主査 教授

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日

学位論文題目 Early cardiac rehabilitation for acute decompensated heart failure
safely improves physical function (PEARL study): a randomized
controlled trial

（急性非代償性心不全への早期心臓リハビリテーションは身体機能を安全に
改善できる-パール研究：無作為化コントロール試験）

発 表 誌 名

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第134号

76
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79



80



発 表 誌 名 Photodiagnosis and photodynamic therapy, In press

審査委員 主査 教授 佐竹　悠良

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第135号

Association of 5-aminolevulinic acid with intraoperative hypotension
in malignant glioma surgery

（悪性神経膠腫手術における術中低血圧のリスク因子の探求と光学力学診断
用剤5-Aminolevulinic acidの使用による術中低血圧発症への影響）

副査 教授

副査 教授 小林　道也

河野　崇

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

学位授与年月日 令和4年3月23日

学位論文題目

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

氏　名（本籍） 森沢　惇平 (高知県)

81



82



83



84



85



審査委員 主査 教授 由利　和也

学位論文題目

近藤　理紗 (高知県)

博士（医学）

Association between self-reported night sleep duration and cognitive
function among older adults with intact global cognition

（全般的認知機能が保たれた高齢者における自己報告による夜間の睡眠時間
と認知機能の関連）

発 表 誌 名 International Journal of Geriatric Psychiatry 36(5):766-774 2021年　5月

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

副査 教授 古谷　博和

副査 教授 數井　裕光

学 位 記 番 号 甲総医博第136号

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月23日

学 位 の 種 類

氏　名（本籍）
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88



89



90



副査 教授 菅沼　成文

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

発 表 誌 名 Healthcare Informatics Research. 202:28(1)　2022年1月31日

審査委員 主査 教授 奥原　義保

氏　名（本籍） LIKKA MELAKU HAILE (エチオピア)

学位論文題目 Analysis of the Effects of Electronic Medical Record and a Payment
Scheme on the Length of Hospital Stay

（入院期間への電子カルテ導入と診療報酬制度変更の影響分析）

副査 教授 安田　誠史

学位授与の要件 学位規則第4条第1項該当

学位授与年月日 令和4年3月23日

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 甲総医博第137号
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95



96



氏　名（本籍） 弘瀨　　かほり (高知県)

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 乙総医博第61号

学位授与の要件 学位規則第4条第2項該当

学位授与年月日 令和4年3月4日

学位論文題目 Post-treatment clinical course following botulinum toxin injection
therapy for adductor spasmodic dysphonia: Analysis of data from a
placebo-controlled, randomized, double-blinded clinical trial in
Japan

(内転型痙攣性発声障害に対するボツリヌストキシン注入療法後の臨床経過:
プラセボ対照、ランダム化、二重盲検臨床試験からの解析)

発 表 誌 名 Laryngoscope Investigative Otolaryngology, 6（5）, 1088～1095
2021年9月

審査委員 主査 教授 宮村　充彦

副査 教授 古谷　博和

副査 教授 井上　啓史

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨
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99



100



101



102



氏　名（本籍） 宗景　絵里 (岡山県)

発 表 誌 名 Neoplasia Vol 23 (9) 939～950
2021年9月

学 位 の 種 類 博士（医学）

学 位 記 番 号 乙総医博第62号

学位授与の要件 学位規則第4条第2項該当

教授 齊藤　源顕

副査 教授 降幡　睦夫

学位授与年月日 令和4年3月20日

学位論文題目 A glypican-1-targeted antibody-drug conjugate exhibits potent tumor
growth inhibition in glypican-1-positive pancreatic cancer and
esophageal squamous cell carcinoma

グリピカン1を標的とした抗体薬物複合体は、グリピカン1陽性膵管癌および
食道扁平上皮癌に強力な腫瘍増殖阻害効果を示す

副査 教授 内田　一茂

論文の内容の要旨

論文審査の結果の要旨

審査委員 主査
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