
審査委員（敬称略）

（○主査／副査１・２）

○宇田川　潤 森谷　鈴子 森野　勝太郎 柳沢　大治郎

伊藤　靖

目良　裕 永谷　幸裕 清水　昭男 松原　亜季子

○醍醐　弥太郎 目良　裕 森野　勝太郎 柳沢　大治郎

中川　義久

扇田　久和 佐藤　朗 大野　美紀子 松原　亜季子

○勝山　裕 古荘　義雄 醍醐　弥太郎 寺島　智也

等　誠司

漆谷　真 佐藤　朗 田畑　貴久 石垣　宏仁

○漆谷　真 寺島　智也 仲山　貴永 田畑　貴久

勝山　裕

古荘　義雄 井藤　隆太 石垣　宏仁
BELLIER　Jean-

Pierre

○三浦　克之 谷　眞至 村上　節 中島　滋美

西村　正樹

等　誠司 旦部　幸博 真田　充 岡野　純子

○一杉　正仁 清水　智治 大野　美紀子 中島　滋美

宇田川　潤

谷　眞至 旦部　幸博 岡野　純子 清水　昭男

○小島　秀人 今井　晋二 清水　智治 伊藤　俊之

扇田　久和

平田　多佳子 多賀　崇 森谷　鈴子 清水　昭男

○安藤　朗 芦原　貴司 伊藤　俊之 向所　賢一

平田　多佳子

小島　秀人 寺田　晃士 守村　敏史 川崎　拓

○依馬　正次 芦原　貴司 金田　勇人 茶野　徳宏

向所　賢一

三浦　克之 寺田　晃士 馬場　重樹 石垣　宏仁

計9名

Neuroprotective effects of casein-derived peptide Met-Lys-
Pro (MKP) in　hypertensive model.

題目（英）

Relationships of alcohol consumption with coronary risk 
factors and　macro- and micro-nutrient intake in Japanese 
people: The INTERLIPID　study

Efficacy and safety of S-1 following gemcitabine with 
cisplatin for advanced biliary tract cancer"

Gm14230 controls Tbc1d24 cytoophidia and neuronal 
cellular
juvenescence.

Relationship of ambient temperature parameters to stroke　
incidence in a Japanese population: Takashima Stroke 
Registry, Japan　1988-2010

Large Questionnaire Survey on Sleep Duration and Insomnia 
Using the TV Hybridcast System by Japan Broadcasting 
Corporation (NHK)

The effects of chronic endometritis on the pregnancy 
outcomes

Perioperative changes in respiratory impedance in 
lobectomy　and their clinical impact

17,18-Epoxyeicosatetraenoic acid inhibits TNF-α–induced　
inflammation in cultured human airway epithelium and LPS-
induced murine　airway inflammation

長谷川　慎（長浜バイオ大学教員）

賀来　良輔 長谷川　慎（長浜バイオ大学教員）

922
耳鼻咽喉科・頭頚部

外科学講座

13:00～13:40 伊藤　一樹 919 麻酔学講座
日本放送協会（NHK）によるハイブリッドキャストシステムを用
いた睡眠時間と不眠症に関する大規模アンケート調査

17,18-EpETEはTNF-α刺激による培養気道上皮細胞の炎症やLPS
刺激によるマウスの気道炎症を抑制する

長谷川　慎（長浜バイオ大学教員）15:30～16:10

923
外科学講座

（心臓血管外科・
呼吸器外科）

肺葉切除術周術期における呼吸インピーダンスの変化およびその
臨床的意義

２０２１年度　第１回　学位論文（博士）研究発表会　スケジュール

令和３年８月２４日（火）　

時間 発表者氏名 整理番号 関連講座等 題目（和） 審査協力教員等（敬称略）

中村　肇伸（長浜バイオ大学教員）

9:45～10:25 井上　博登 464
内科学講座

（消化器・血液内科）
進行胆道癌に対するゲムシタビン＋シスプラチン後のS-1の有効性
と安全性

中村　肇伸（長浜バイオ大学教員）

9:00～9:40 松本　宏美

小児科学講座
Gm14230はTbc1d24 cytoophidia形成と神経細胞の若年性を制
御する

11:15～11:55 KHAN　KAWSER 926
社会医学講座

（公衆衛生学）
日本人における脳卒中発症率と気温指標との関連：高島脳卒中登
録 1988-2010

921
社会医学講座

（公衆衛生学）
日本人における飲酒量と冠動脈疾患危険因子および主要・微量栄
養素摂取量との関連）：INTERLIPID研究

中村　肇伸（長浜バイオ大学教員）

中村　肇伸（長浜バイオ大学教員）10:30～11:10 925

13:45～14:25 森宗　愛菜 466 産科婦人科学講座 慢性子宮内膜炎の妊娠転機への影響 長谷川　慎（長浜バイオ大学教員）

森宗　孝夫

14:30～15:10

松﨑　明日翔 465
神経難病研究センター
（神経診断治療学）

高血圧モデルにおけるカゼイン由来ペプチドMet-Lys-Pro(MKP)
による脳保護効果に関する研究

長谷川　慎（長浜バイオ大学教員）16:15～16:55

原　思織



審査委員（敬称略）

（○主査／副査１・２）

○久津見　弘 宇田川　潤 原田　亜紀子 尾松　万里子

一杉　正仁

渡邉　嘉之 戸嶋　一郎 豊田　太 吉田　哲也

○古荘　義雄 河内　明宏 久津見　弘 尾松　万里子

扇田　久和

西　英一郎 木藤　克之 森田　真也　 辻田　靖之

○前川　聡 大路　正人 尾関　祐二 仲山　貴永

河内　明宏

西　英一郎 原田　亜紀子 森田　真也　 澤井　俊宏

○勝山　裕 大路　正人 三浦　克之 森野　勝太郎

等　誠司

西村　正樹 佐藤　朗 園田　明永 澤井　俊宏

○縣　保年 前川　聡 寺田　晃士 園田　明永

九嶋　亮治

向所　賢一 守村　敏史 金崎　雅美
BELLIER　Jean-

Pierre

○九嶋　亮治 山本　学 縣　保年 依馬　正次

平田　多佳子

安藤　朗 金田　勇人 萬代　良一 柳　貴英

○伊藤　靖 山本　学 成瀬　延康 旦部　幸博

中川　義久

依馬　正次 永谷　幸裕 萬代　良一 北川　善紀

○清水　猛史 中野　恭幸 清水　智治 仲山　貴永

野﨑　和彦

渡邉　嘉之 西　英一郎 花岡　淳 馬場　重樹

○中野　恭幸 清水　猛史 森　幹士 成田　充弘

中川　義久

小島　秀人 稲富　理 吉村　篤 村田　聡

計9名

題目（英）

Histological diagnostic criterion for chronic endometritis
based on the clinical outcome

Lipoprotein Particle Profiles Compared with Standard Lipids 
in the Association with Subclinical Aortic Valve Calcification 
in Apparently Healthy Japanese Men

Association of Red Meat Intake with the Risk of 
Cardiovascular Mortality in General japanese Stratified by 
Kidney Function:NIPPON DATA80

Effects of Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia on 
Subjective-Objective Sleep Discrepancy in Patients with 
Primary Insomnia: A Small-Scale Cohort Pilot Study

Stomatin-mediated inhibition of the Akt signaling axis 
suppresses tumor growth

Cancer-derived Exosomes Activate Immune Surveillance and 
Suppress Peritoneal Metastasis of Murine Colonic Cancer

Impact of fractional exhaled nitric oxide on the outcomes of 
lung resection surgery: a prospective study

11:15~11:55 西川　公平 918 精神医学講座
不眠症に対する認知行動療法が原発性不眠症患者の主観的・客観
的睡眠不一致に及ぼす影響。小規模コホートパイロット研究

伊藤　正惠（長浜バイオ大学教員）

9:45～10:25 VU　THIEN 927
社会医学講座

（公衆衛生学）
日本人男性における潜在性大動脈弁石灰化と関連するリポ蛋白粒
子プロファイルおよびその他の血清脂質指標

伊藤　正惠（長浜バイオ大学教員）

10:30～11:10 瀬川　裕佳 920
社会医学講座

（公衆衛生学）
日本人代表集団における赤身肉摂取量と心血管死亡の関連-腎機能
別の検討

伊藤　正惠（長浜バイオ大学教員）

時間 発表者氏名 整理番号 関連講座等 題目（和） 審査協力教員等（敬称略）

9:00～9:40 平田　貴美子 467 産科婦人科学講座 臨床成績に基づく慢性子宮内膜炎の組織学的診断基準 伊藤　正惠（長浜バイオ大学教員）

13:00～13:40
NOR　IDAYU　

BINTI　A．
RAHMAN

928
生化学・分子生物学講座

（分子病態生化学）
ストマチンはAktシグナルを抑制してがんの増大を阻止する 齊藤　修（長浜バイオ大学教員）

13:45～14:25 德田　彩 924
外科学講座

（消化器外科・乳腺・
小児・一般外科）

癌由来エクソソームは免疫監視機構を活性化し、マウス結腸癌の
腹膜播種を抑制する

齊藤　修（長浜バイオ大学教員）

２０２１年度　第１回　学位論文（博士）研究発表会　スケジュール

令和３年８月２５日（水）

15:30～16:10 今村　拓 916 眼科学講座
シリコンオイルを注入したサル眼におけるバンコマイシンとセフ
タジジムの眼内薬物動態

齊藤　修（長浜バイオ大学教員）

14:30～15:10 岡本　圭伍 917
外科学講座

（心臓血管外科・
呼吸器外科）

肺切除患者の術後転帰予測における呼気中一酸化窒素測定の有用
性に関する前向き研究

齊藤　修（長浜バイオ大学教員）

16:15～16:55 鉢呂　康平 915
外科学講座

（心臓血管外科・
呼吸器外科）

透析患者に対する両側内胸動脈を用いた冠動脈バイパス術 齊藤　修（長浜バイオ大学教員）

Pharmacokinetics of intravitreal vancomycin and ceftazidime 
in silicone　oil-filled macaque eyes.

Bilateral Internal Thoracic Artery Grafting in Hemodialysis 
Patients
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