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発現が制御され，細胞の浸潤能が低下した。また同
様に Stat3 のリン酸化が抑制されることにより，細
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教育・研究概要
Ⅰ．婦人科腫瘍学
１．卵巣明細胞腺癌（CCC）に対する IL 6/IL 6R
Stat3 シグナルを標的とした分子標的治療法
の確立
腫瘍局所免疫は癌の発生及び進展に関わる。我々
は卵巣癌における免疫関連遺伝子の網羅的発現解析
により，明細胞腺癌では炎症性サイトカインである
IL 6 が高発現であることを確認した。そこで本研
究では，明細胞腺癌における IL 6/IL 6R Stat3 シ
グナルの臨床病理学的な関与及びその分子標的治療
の可能性について検討した。Informed consent の
得られた明細胞腺癌 84 例を対象として，手術検体
よりホルマリン固定組織切片を作成し，IL 6 受容
体（IL 6R）及びリン酸 Stat3（pStat3）の発現を
免疫組織染色法により検討した。その結果，IL 6R
高発現は単変量及び多変量解析のいずれにおいても
予後不良因子となることが明らかとなった。一方，
IL 6R 発 現 と 年 齢， 臨 床 進 行 期， 残 存 腫 瘍 径，
pStat3 発現などの臨床病理学因子との相関関係は
認めなかった。次に，明細胞腺癌細胞株を用いて，
IL 6/IL 6R Stat3 シ グ ナ ル 抑 制 効 果 を 検 討 し た。
siRNA 法及び抗 IL 6 受容体モノクローナル抗体（ト
シリツマブ）によるシグナル抑制により，MMP 9

した。以上の結果は，IL 6/IL 6R Stat3 シグナル
が明細胞腺癌において高度に活性化されており，細
胞の悪性化において重要な役割を担っていることを
示している。一方，明細胞腺癌に対する IL 6/IL
6R Stat3 シグナルをターゲットとする抗 IL 6 受容
体モノクローナル抗体（トシリツマブ）を用いた分
子標的治療の可能性が示唆された。
２．CCC の 生 物 的 特 徴 を 規 定 す る 体 細 胞 性 コ
ピー数変化の検討
CCC の生物学的特徴（日本人に高頻度，子宮内
膜症合併，血栓症合併）に関与する分子機構の解明
は，他の組織型に比べ進行例で予後不良であるこの
卵巣癌組織亜型の発生及び進展機序を明らかにする
可能性がある。Informed consent が得られた CCC
144 症例（日本人 120 例，韓国人 15 例，ドイツ人
９例）を対象とし，手術検体より抽出した DNA を
アレイ CGH マイクロアレイ解析に供した。検出さ
れた体細胞性コピー数変化と各種臨床病理学的因子
との関連を統計学的に検討した。染色体増幅は 8q
（＞60％）において，染色体欠失は 9q 及び 13q（＞
40％）で最も高頻度であった。日本人において他人
種に比し，統計学的有意に検出されたコピー数変化
は，8q（全領域）
（q＝0.0001）と 20q13.2（ZNF217
領域）
（q＝0.0078）であり，ZNF217 遺伝子増幅は
定 量 PCR 法 に よ り 追 認 さ れ た。 ま た ZNF217
mRNA 発現は定量 RT PCR 法により日本人で有意
に高発現であった（p＝0.027）
。子宮内膜症合併は，
EFGR 遺伝子領域の増幅と有意な相関関係を認め
（p＝0.0001）
，EGFR mRNA は子宮内膜症合併症例
において有意に高発現であった（p＝0.037）
。患者
予後及び血栓症と関連する体細胞性コピー数変化は
検出されなかった。CCC が日本人に高頻度に発生
する遺伝的背景として ZNF217 遺伝子の増幅が，
さらに子宮内膜症からの発生には EGFR 遺伝子の
増幅が関与していることが示唆され，これら遺伝子
群をターゲットにした創薬アプローチは日本人の
CCC 症例の precision medicine に寄与する可能性
が見いだされた。
３．CCC における発癌関連遺伝子の分子生物学
的解析
CCC では 17q23 25 領域における新たなドライ
バー遺伝子の存在が示唆されている。CCC におい
て，17q23 25 増 幅 は miR 21 高 発 現 を 介 し て
PTEN の発現低下を来し癌化に寄与することが想

― 184 ―

電子署名者 : 東京慈恵会医科大学
DN : cn=東京慈恵会医科大学, o, ou,
email=libedit@jikei.ac.jp, c=JP
日付 : 2016.04.19 16:17:54 +09'00'

東京慈恵会医科大学 教育・研究年報 2014年版

定 さ れ る。Informed consent の 得 ら れ た 28 例 の

法は LM における複雑な立体的縫合操作を再現でき，

CCC 手術検体及び５種の CCC 細胞株を対象とし，

現実に即した縫合トレーニングであることが示唆さ

CGH 法 に よ る 染 色 体 ゲ ノ ム コ ピ ー 数 解 析，real

れた。

time RT PCR を用いた miR 21 発現解析，免疫組

６．Ⅰ期 CCC における ARID1A 発現の臨床病理
学的検討
CCC の発癌過程に寄与する ARID1A 遺伝子の発
現変化と予後の関連には一定の見解がない。I 期
CCC は５年生存率約 90％と比較的良好であるが，
IA 期と比較し IC2，３期は予後不良である。IA 期
の術後化学療法の必要性，IC2，３期の更なる予後
改善といった課題を有する。本研究では，I 期 CCC
における ARID1A 発現消失の臨床病理学的意義を
明らかにすることを目的とした。Informed consent
の得られた I 期 CCC 188 例から採取した手術検体
を用いて，ARID1A 発現について免疫組織染色法
により解析し，予後を含めた臨床病理学的因子との
相関を検討した。全 188 例（IA 51 例，IC1 82 例，
IC2 18 例，IC3 37 例）のうち 89 例（47％）
（IA 21
例：41％，IC1 33 例：40％，IC2 ９例：50％，IC3
26 例：70％）に ARID1A の発現消失を認めた。発

織染色法及び western blotting 法による PTEN タ
ンパク発現解析を行った。また，CCC 細胞株を用
い て miR 21 の 発 現 抑 制 に よ る 解 析 を 行 っ た。
17q23 25 領域の増幅を認めた９例中４例で miR 21
高発現と同時に PTEN タンパク質発現低下を認め
た。17q23 25 増幅は有意に予後不良因子であった。
Mir 21 高発現と子宮内膜症の有無において有意な
相 関 を 認 め た。RMG2 に お け る siRNA 法 に よ り
miR 21 発現抑制は PTEN タンパク質の発現誘導を
来した。CCC では 17q23 25 増幅による miR 21 高
発現が，PTEN 癌抑制遺伝子を介した癌化に関与
している可能性が示唆された。
４．卵巣漿液性腺癌におけ DYRK2 を介した転移
メカニズムの解明
P53 の Ser46 をリン酸化し，アポトーシスを促進
す る キ ナ ー ゼ と し て 注 目 さ れ た DYRK2（Dual
specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 2）は転写因子 Snail のユビキチン化を促進し，
癌の転移及び浸潤の制御に関与している。我々はこ
れまでに卵巣漿液性腺癌（SA）の特性と DYRK2
の関与について検討し，DYRK2 が SA において転
写因子 Snail のタンパク分解を促進し，上皮間葉転
換を抑制すること，またその結果，転移浸潤能及び
化学療法感受性を制御し，予後に関与していること
を証明し発表した。今後は DYRK2 が予後予測因子
のみならず，治療薬として使用できるようアデノ
ウィルスを用いた遺伝子治療を含めた in vivo 実験
を検討したいと考えている。
５．腹腔鏡下子宮筋腫核出術のための子宮縫合モ
デルによるトレーニング法の構築
今日では婦人科手術領域における腹腔鏡手術は一
般的な手技となったが，腹腔鏡下子宮筋腫核出術
（Laparoscopic Myomectomy : LM） は 体 腔 内 縫 合
の習熟が必須の術式であり，その導入には十分なト
レーニングを要する。今回我々は身近に市販されて
いる物品で子宮縫合モデルを作成し，当院での LM
を導入したので報告する。子宮縫合モデルは，子宮
に類似した形状のぬいぐるみに針金を長軸方向に貫
通させ，作成する。針金の操作により子宮マニュピ
レーションを再現しながら実際に直面しうる様々な
位置関係のもとで縫合トレーニングを行う。当院に
おいて平成 26 年７月〜12 月まで LM4 例を合併症
なく施行した。従来のトレーニング器具と比べ，本

現消失は臨床進行期と逆相関し（IA，IC1 vs. IC2，
3：p＜0.01）
，腹水細胞診陽性例では陰性例に比し
て有意に発現消失の増加を認めた（p＜0.01）
。一方，
年齢，内膜症性嚢胞合併の有無及び予後については
明らかな相関関係を認めなかった。内膜症性嚢胞合
併症例（105 例）を対象としたサブセット解析にお
いても，IC2，３期（p＝0.001）及び腹水細胞診陽
性（p＜0.001）において ARID1A 発現消失を高頻
度に認めた。内膜症性嚢胞非合併症例（83 例）に
おいては，ARID1A 発現消失と臨床進行期，腹水
細胞診に相関を認めなかった。過去の報告と同様に
CCC の 約 半 数 に ARID1A 発 現 消 失 を 認 め た。
ARID1A 機能喪失は CCC の初期発癌過程に関与す
るのみならず，内膜症性嚢胞由来の CCC における
腫瘍の進展，特に腹水中への癌細胞出現にも関わる
可能性が示唆された。
７．局所再発卵巣がんに対する放射線治療の効果
複数回化学療法施行後の局所再発卵巣がんに対し
て放射線治療がなされた 61 例を対象にその治療効
果を検討した。本研究では病勢の安定化以上の効果
（CR，PR，MR，NC 例）を有効例とし，化学療法，
放射線療法の synergism，両者の交叉耐性を考慮し
前治療との間隔を基準に次の３群に分け効果を判定
した。Ⅰ群：＜１ヶ月，Ⅱ群：１〜６ヶ月，Ⅲ群：
＞６ヶ月。全症例の生物学的有効線量の中間値は
60.0（15.5〜72.0）Gy，照射部位はリンパ節 36 例，
腹腔内６例，骨盤内５例であり，組織学的には漿液
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性癌 23 例，粘液性癌 ４例，類内膜癌３例，明細胞

間は 82.9ヵ月，再発例は７例（12.5％）であった。

癌６例であった。再発後生存期間は放射線治療反応

再発までの平均期間は 106ヵ月で，10 年以降の再発

例で 16ヶ月，非反応群で２ヶ月（p＝0.013）であり，

が３例（42.8％）認められた。単変量および多変量

放射線反応は前治療との間隔が短く，前化学療法

解析において，残存腫瘍のみが再発との関連を認め
た。Mitotic index が 5/10HPF 以 上 の 症 例 は ４ 例
（7.5％）であった。免疫組織染色では ERα強発現は
11 例（20.7％）
，PR 強発現は 43 例（79.2％）
，Ki67
強 発 現 は 14 例（24.5％）
，GATA4 強 発 現 は 24 例
（44.4％）
，FOXL2 強発現は 35 例（64.8％）であった。
全 て の 症 例 で，FSH は 陰 性， か つ TGF β お よ び
IGF Ⅰ強陽性であった。いずれの因子も予後との
関連は認められなかったが，再発例全てで PR は強
発現していた。顆粒膜細胞腫は 10 年以上経過して
再発することがあり，長期的な経過観察が必要であ
ることが確認された。残存腫瘍は顆粒膜細胞腫の再
発リスク因子であるため手術時に注意深く腹腔内を
観察し，完全摘出手術を行うことが重要である。
10．卵巣漿液性境界悪性腫瘍に関する臨床病理学
的検討
卵 巣 漿 液 性 境 界 悪 性 腫 瘍（serous borderline
tumor : SBT）の病理学的予後不良因子を後方視的
に評価し，低異型漿液性癌再発や LGCS 進展の予

感受性症例で効率に認められた。
８．産婦人科開腹手術閉創における J VAC ド
レーンの有用性についての検討
開腹手術での創部離開の頻度は約４〜29％，SSI
は約 20％と報告されている。創部への浸出液の貯
留は創傷治癒を阻害し離開や SSI の発生に関わって
いる。今回は創部出血・浸出液の排液法として術創
皮下 J VAC ドレーン（JVD）の有効性を検討した。
対象は平成 21 年 10 月から平成 23 年２月に JVD を
留置した開腹手術症例 192 例である。期間内は全例
に筋膜前面皮下に JVD（10Fr）を留置した。術後
１日目，２日目の排液量と年齢，BMI，皮下脂肪厚，
皮膚切開法，埋没縫合の有無，創傷治癒危険因子の
有無との関連，さらに創部合併症の頻度に関して検
討した。平均年齢 40 歳，平均 BMI は 23.9kg/m2，
平均皮下脂肪厚は 2.49cm であった。皮膚切開法は
縦切開 101 例，下腹部横切開 91 例であった。皮下
脂肪厚は２cm 以上の症例は 115 例であった。JVD
排液量は横切開や埋没縫合がない場合で多かった
が，BMI，皮下脂肪厚との相関はなかった。皮下血
腫は３症例存在したが，治療を有する離開は２例
（１％）のみであった。産婦人科領域の術創閉鎖に
おいて皮下 JVD はきわめて有用であり，対象の制
限は不要で埋没縫合は省略可能であることを初めて
明らかにした。
９．顆粒膜細胞腫 56 例の検討
顆粒膜細胞腫は境界悪性腫瘍に分類され比較的予
後良好であるが，長期間経過して再発することがあ
る。今回我々は顆粒膜細胞腫の再発に関連した臨床
病理学的因子を調査した。平成２年から平成 26 年
までに関連施設で治療を行った顆粒膜細胞腫 56 例
を対象とし，後方視的に診療録を調査した。さらに
初回手術検体のパラフィン包埋切片を使用し，ERα，
PR，Ki67，FSH，GATA4，TGF β，IGF Ⅰ，
FOXL2 について免疫組織染色を行った。これらの
臨床的因子と免疫組織染色におけるタンパク発現に
ついて，再発との関連を調査した。初回治療時の平
均年齢は 49.2 歳，腫瘍径は平均 10.8cm，術式は付
属器摘出術のみの症例が 23 例，付属器摘出術に加
えて子宮全摘出を行った症例が 33 例であった。残
存腫瘍を認めたのは１例のみであった。術後に化学
療法を行ったのは４例であった。臨床進行期はⅠ期
52 例，Ⅱ期１例，Ⅲ期３例であった。平均観察期

後不良因子を探る。さらに，SBT における KRAS/
BRAF の蛋白発現変化を検証し，臨床病理組織学
的特徴，病理学的予後因子との関連を検討する。平
成 12 年〜平成 25 年年に当院で初回手術を施行した
SBT43 例を対象とした。SBT における病理学的予
後不良因子として挙げられる微小乳頭状パターン，
微小浸潤，腹膜インプラント，リンパ節転移につい
て統計学的検討を行った。加えて，KRAS/BRAF
発現を免疫組織学的に評価した。年齢中央値 40 歳
（23〜84）
，進行期はⅠ期 34 例（79％）
，Ⅱ期２例
（５％）
，Ⅲ期７例（16％）であった。両側性発生を
12 例（28％）
，外向性発育を 11 例（26％）
，子宮内
膜症併発を 19 例
（44％）
に認めた。
微小乳頭状パター
ンを５例（12％）
，微小浸潤を 15 例（35％）
，腹膜
インプラントを８例（19％）
，リンパ節転移陽性を
２例（５％）に認めた。統計学的解析では，腹膜イ
ンプラントと両側発生や外向性発育に有意な相関を
認めた（p＝0.004，0.002）
。免疫組織化学染色が可
能 で あ っ た 42 例 の う ち，KRAS は ７ 例（17％）
，
BRAF は 14 例（33％）で過剰発現を認めた。微小
乳頭状パターンを伴う症例では，有意に KRAS/
BRAF 発現が亢進していた。両側発生，外向性発
育は，腹膜インプラントと有意な相関を認め，SBT
の予後因子として重要である可能性が示唆された。
微 小 乳 頭 状 パ タ ー ン を 伴 う SBT で は，KRAS/
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BRAF protein kinase pathway の活性化が認めら

ている。そこで我々は妊娠中と産後の唾液と血液か

れ，LGSC 進展に関与している可能性が考えられた。

ら HHV 6，７量と抗体価を測定し，心理テストを

11． 樋 口 式 横 切 割 法 を 応 用 し た Reduced Port

併用してストレスと産後うつ病の関連についての研

Surgery の導入

究を行っている。平成 26 年度７月より開始し 135

腹腔鏡手術は医療機器の進歩と共に大きく発展し，
さらなる低侵襲手術の需要に対する Reduced Port
Surgery の概念が普及している。当教室では良性腫
瘍や帝王切開の際に，皮下組織を頭側へ剥離し，筋
膜を T 字切開することで，膀胱の位置を確認しな
がら腹膜を縦切開する樋口式横切割法にて開腹して
いる。今回良性卵巣腫瘍に対して同手技を応用した
低位単孔式腹腔鏡下手術（L SILS）を導入し，そ
の有用性や安全性について検討した。平成 26 年３
月から８月に腹腔鏡手術を施行した良性卵巣腫瘍
51 例（L SILS22 例，多孔式手術 29 例）を対象とし，
患者背景や手術成績，周術期合併症，術後疼痛につ
いて統計学的に検討した。L SILS は樋口式横切割
法を応用した恥骨上縁２〜３cm の小切開によるア
プローチとした。術後疼痛は安静時痛および体動時
痛を視覚的評価スケール（VAS）にて評価した。
年齢平均値 33.8 歳（19〜65），診断は成熟嚢胞性奇
形腫 25 例（L SILS 17 例），子宮内膜症性嚢胞 20
例（L SILS ２例），粘液性腺腫２例（L SILS 1 例）
であった。腫瘍径平均値は L SILS 群 9.94cm（4.0〜
30.0）に対し多孔式群 7.06cm（4.2〜10.0）と有意差
を認めた（p＝0.018）。手術時間平均値は L SILS 群
112.9 分（72〜150）， 多 孔 式 群 136.6 分（76〜237）
と前者で有意に短縮していた（p＝0.017）。術後疼
痛や出血量，合併症，入院期間に有意差は認めなかっ
た。本術式は恥骨上縁の極小切開でありながらも膀
胱損傷を確実にさける切開法で，術創が陰毛に被覆
されるため極めて整容性に優れる方法である。さら
に従来法と同等以上の安全性を有すると共に，巨大
腫瘍に対する有用性が示唆された。子宮筋腫に対し
ても同様の試みを始めたので合わせて報告する。
Ⅱ．周産期母子医学
１．妊娠中のストレスと産後うつ病の関連性につ
いての検討
近年，不妊治療後の高齢妊娠や仕事を継続しなが
らの妊娠が増加し，妊娠中のストレスや疲労と産後
の精神状態の悪化との関連が注目されている。産後
うつ病は妊娠中のストレス及び疲労との関連が言わ
れているが，定量的に評価するバイオマーカーを用
いた研究は未だ少ない。本学ウイルス学講座ではヘ
ルペスウイルス（HHV 6，HHV 7）を利用し，客
観的に疲労・ストレスを評価する方法の開発を行っ

例の登録を終了し，検体を集積しているところであ
る。
２．出生前診断における遺伝カウンセリングの重
要性の検討
我々は，
適切な遺伝カウンセリングを行った上で，
高リスクの妊婦の胎児異数性の検査を行っている。
これらの臨床データ，検査結果，妊娠転帰を集計し
ている。日本での歴史的な出生前診断に対する姿勢
に配慮しながら，母体血漿を利用した非侵襲的な胎
児異数性検出の検査を開始した。我々のデータは出
生前遺伝学的検査に関する議論を起こし，そして日
本における遺伝カウンセリングの質の向上と周産期
管理の改善につながることが期待されている。
３．産科合併症例における抗リン脂質抗体および
凝固因子異常の関与
抗リン脂質抗体（aPLs）及び凝固因子異常が関
与する産科合併症の病態を明らかにし，適切な管理
法設定の資とするため，当科産科合併症例（子宮内
胎児死亡，妊娠高血圧症候群，重度子宮内胎児発育
遅延，常位胎盤早期剥離）のうち，インフォームド
コンセントを得られた症例に対し産後２ヶ月目以降
に各抗リン脂質抗体（抗カルジオリピン抗体，抗
CLbeta2GP1 抗体，ループスアンチコアグラント，
抗フォスファチジルエタノールアミン抗体）と凝固
因子（Protein C，Protein S，第ⅩⅡ因子）を測定し，
臨床的因子並びに病理像との関連性を比較検討して
いる。その結果，約 170 症例の既往産科合併症例の
うち，99 パーセンタイル以上の aPLs 陽性症例
（APS
群 ） は 12.7％， 凝 固 因 子 異 常 症 例（CF 群 ） は
14.5％であった。さらにこの約３割を占める APS
群と CF 群で次回妊娠でのヘパリン療法の有用性が
示された。しかし，CF 群では分娩週数を延長させ
るも FGR 傾向であり，胎盤病理では絨毛周囲フィ
ブリン沈着の頻度が CF 群で APS 群に比べると高
かった。次回妊娠に対するヘパリン療法のプロト
コール変更（投与量，期間など）の必要性が示唆さ
れた。
４．妊娠高血圧症（PIH）における胎盤内ビリル
ビン関連酸化ストレスマーカーの免疫組織学
的検討
PIH 症例において酸化ストレスが関与しているこ
とが知られている。今回我々は，酸化ストレス関連
のマーカーであるバイオピリン（BPn）に注目した。
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BPn はビリルビンの酸化代謝産物で，その生成過

響について，不妊カウンセリング外来の動向から検

程に HO 1 が関与し，胎盤内血管内皮傷害の影響を

討した。不妊カウンセリングを行った 42 例（のべ

示唆する報告がある。そこで，抗ビリルビン抗体と

45 回）を対象とした。84 個のキーワードが得られ，

抗 HO 1 抗体を用いて PIH 症例胎盤における酸化

治療終結，高齢不妊といった

ストレス反応の局在と胎盤内血管への影響を免疫組
織化学的に検討した。当施設での PIH 10 例と，コ
ントロールの胎盤を対象とした。材料はすべてホル
マリン固定パラフィン包埋切片を用い，免疫組織染
色は抗 HO 1 抗体（EP1391Y）と抗ビリルビン抗
体（24G7）を用いて ABC 法に準じた。PIH 群にお
いて抗 HO 1 抗体陽性細胞は，らせん動脈周囲，樹
状細胞，合胞体結節，梗塞巣周囲などに観察され，数，
強度ともに NC 群と比較しやや増加している程度で
あった。一方，抗ビリルビン抗体の染色強度は抗
HO 1 抗体より弱発現の傾向であったが，その陽性
細胞は抗 HO 1 抗体陽性細胞と同部位で確認され，
特に decidual vasculopathy の部位では梗塞巣周囲
に集簇性にみられ，コントロール群と比べ有意差を

「卵子の老化」に関連するものが 14 個ずつと最も
多かった。この二つのキーワードで全体の３分の１
を占めた。その後，排卵誘発 12 個，メンタルケア
12 個と続いた。平成 23 年以前は，
「治療終結」
，
「高
齢不妊」が占める割合は 15.9％であったが，平成
24 年以降は 39.3％と２倍以上に増え，
「卵子の老化」
に対する関心の高まりが影響を与えている可能性が
示唆された。

認めた。酸化ストレス反応で生成されたビリルビン
代謝産物の胎盤内での存在が確認され，また PIH
群とコントロール群とで明らかな差を認めたことか
ら，今後，尿中 BPn 値が PIH 発症の予知や重症度
を表すバイオマーカーになり得る可能性があると考
えられた。
Ⅲ．生殖内分泌学
１．当院におけるがん・生殖医療の動向 臨床導
入における問題点を探る
がん治療と生殖医療双方の進歩により，がん患者
の妊孕性温存が重要視され始めている。本研究では，
当院の悪性腫瘍の患者で精子凍結または胚凍結を施
行した患者を対象に各年次のがん・生殖患者数の推
移とその内訳や傾向・問題点を分析した。結果は，
化学療法後の依頼件数が減少，未婚者の精子凍結件
数が増加しており，平成 24 年に日本・がん生殖医
療研究会が設立されてから，がん・生殖医療の考え
が社会に浸透してきている影響と考えられた。が
ん・生殖医療は原疾患の治療が最優先であり，妊孕
性温存に関する検討を早急に行うためには，正確な
情報提供・精神的サポートの重要性が高く，多職種
によるサポートチームでの対応が必要と考えられる。
今後は，施設間および職種間の十分な連携がとれた
システム構築が必要と考えられた。
２．「卵子の老化」という言葉が不妊患者に与え
た影響 不妊カウンセリング外来の動向から
の考察
「卵子の老化」という言葉が不妊患者に与えた影

「点検・評価」
産婦人科学の３本柱である，婦人科腫瘍学，周産
期母子医学，そして生殖内分泌学の分野を主な研究
対象としている。個々の内容をみると，婦人科腫瘍
学の分野では卵巣癌を対象とした研究が幅広く行わ
れている。以前より盛んに研究されている分子生物
学的解析に加え，より実地臨床に主眼を置いた臨床
研究も行われている。周産期母子医学では，周産期
のストレスに関する研究をはじめ，周産期遺伝に関
する研究，また引き続き抗リン脂質抗体が関わる病
態を詳しく解析している。
生殖内分泌学の分野では，
がん生殖医療や，不妊患者への心理的援助に関する
研究を行っている。国際学会でも多くの発表がなさ
れ，大学院生やレジデントの活躍も著しい。これか
らの進展が楽しみである。多忙な臨床医療の中，国
内外で評価される研究を遂行している講座員の努力
には敬意を表するが，さらに積極的な論文執筆への
姿勢を求めたい。

研

究

業
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