
業績一覧

国際社会医学講座／法医学・人類遺伝学分野

1.領域構成教職員・在職期間
教授 島田　一郎 平成20年1月-
特命助教 真橋　尚吾 平成30年4月-

2.研究概要
研究概要

キーワード

特色等

本学の理念との関係

3.研究実績

和文原著論文
ﾌｧｰｽﾄｵｰｻｰ
ｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｰｻｰ
その他
合計

（A） 著書・論文等
　(1) 英文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

　　c． 編纂・編集・監修

　(2) 英文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 原著論文（総説）

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文 

　(3) 和文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

1927001

　　c． 編纂・編集・監修

　(4) 和文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 総説
　　d． その他研究等実績（報告書を含む）
　　e． 国際会議論文

英文論文

区分 編数 インパクトファクター（うち原著のみ）

1.高濃度酸素誘発瀰漫性肺胞傷害（DAD）の病態生理に関する研究
Paraquatの誤飲、熱傷、人工呼吸器管理時のルートの繋ぎ間違え、等の司法解剖事例に於いて、事件後に施された高濃度酸素を用いた人工呼吸器管理も瀰漫性肺胞傷
害（Diffuse Alveolar Damage、DAD）の発症に関与していると鑑定してきた。これらのDADの発症機序に関して、Mouse（C57BL/6J）を高濃度酸素（酸素濃度90～
95%）下密閉chamber内に於いて3日間飼育することにより検討し、以下の研究成果を得た。Cystein rich protein 61（CYR61）、Connective tissue growth　factor
（CTGF）等のmRNAの誘導は，血管新生などの器質化過程の進展を意味した。また、Surfactant-associated protein C (SFTPC)、Cytochrome P450, 2f2 (CYP2F2)、
Tight junction（細胞間接着装置）を構成する、Claudin 1、Claudin 18、Occludin、ZO-1等のmRNAの有意な減少は、肺胞虚脱への進展を示唆した。
Myelocytomatosis oncogene (c-Myc) およびGalectin-3のmRNAレベルの上昇は、apoptosisの進行を示唆した。高濃度酸素状態が肺組織に於ける活性酸素の生成を誘
導し、活性酸素によって誘導されたc-Mycが更なる活性酸素を発生させ、上記のようなmRNA発現の変化を誘導していると推定している。
2.酸素濃度の変化に基づくマクロファージのシグナル伝達
HL60細胞株にPMAを曝露し、マクロファージを作製した。この分化した細胞を高濃度酸素状態あるいは低酸素状態で培養し、シグナル伝達を調べると高濃度酸素曝露
で、c-MycのmRNAレベルが有意に誘導されていた。
3.死亡時画像診断（オートプシーイメージング）による死因診断に関する研究
2010年10月以降、本学Aiセンターの御遺体専用CTおよびMRIを解剖・鑑定に活用している。それ以来、裁判員裁判に関した事例を含め種々の事例に於いて、画像診断
が、①解剖写真と異なりソフトな印象の画像で説明できる点、および②客観的な複数の証跡を得られる点で有用性を発揮している。死因究明においては、原則として
解剖とAiを併用することが肝要で、第９回Ai学会で報告した事例では、解剖前CT診断は右肺中葉に膿瘍形成を伴った気管支肺炎の心嚢内への炎症の波及に関してはAi
診断できなかったが、解剖では右肺中葉の濃瘍形成を伴った炎症が右心耳の心外膜にまで波及していたことを確認した。Aiにより、鑑定の客観性を増加出来た。
これらの研究は，日本学術振興会科学研究費補助金，他の援助を得ておこなわれた。また，いずれも本学の理念に沿い，独創性，国際性や地域貢献度の高い研究であ
る。

法医学、呼吸器の医学、高濃度酸素曝露 、医療事故、酸素中毒、瀰漫性肺胞傷害、細胞内シグナル伝達

以下の4項目を中心に研究を進める。
1）瀰漫性肺胞傷害（DAD）に於けるシグナル伝達
2）酸素濃度の変化に基づくマクロファージのシグナル伝達
3）死亡時画像診断（オートプシーイメージング）による死因診断に関する研究
4) 乳幼児突然死の病態生理に関する研究

進化の過程で、現在、私共は酸素濃度21%の環境の中に適応して生存している。しかし、実生活に於いては酸素濃度の急激な変化に遭遇する場合がある。具体的に
は、窒息などによる低酸素濃度状態、医療行為による高濃度酸素曝露状態などである。本研究は、これらを想定した実験系を構築して分子レベルでの情報を得ること
を目的としている。本研究から得られた知見は、酸素濃度の急激な変化に遭遇した場合の予後の改善の一助となり、本研究は、本学の理念である『人々が健やかに暮
らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進』に沿うものである。

真橋　尚吾、坪田　悦子、島田　一郎: 死体検案における上部消化管内視鏡検査の試み, メディカルアイ, 26-30, 20200225, 978-4-86291-
208-4
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（B） 学会発表等
　(1) 国際学会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c．一般講演（口演）

　　d．一般講演（ポスター）

　　e．一般講演

　　f．その他

　(2) 国内学会（全国レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

1927002

1927003

　　d． 一般講演（ポスター）

1927004

1927005

　　e． 一般講演

　　f． その他

（3） 国内学会（地方レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

1927006

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（4）その他の研究会・集会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

　　f． その他

（C） 特許等
区分 内容（発明の名称） 発明者又は考案者

（D）その他業績

4.グラント取得
（A） 科研費・研究助成金等

区分 プロジェクト名 研究課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

区分 研究種目 課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

（B） 奨学寄附金
受入件数 1
受入金額 800000

5.その他の研究関連活動
（A） 学会開催等

区分 主催・共催の別 学会名 開催日 開催地

（B） 学会の実績
学会の名称 役職 氏名

日本病理学会 一般会員 島田　一郎
日本DNA多型学会 一般会員 島田　一郎
日本内科学会 一般会員 島田　一郎
日本法医学会 一般会員 島田　一郎
中部整形外科災害外科
学会

一般会員 真橋　尚吾

日本整形外科学会 一般会員 真橋　尚吾
日本中毒学会 一般会員 真橋　尚吾
Ai（オートプシー･イ
メージング）学会

一般会員 真橋　尚吾

日本病理学会 一般会員 真橋　尚吾
日本法医学会 一般会員 真橋　尚吾

真橋　尚吾、坪田　悦子、島田　一郎: 特殊なくも膜下出血の3例, 第41回日本法医学学術中部地方会, 名古屋, 20191019, 第41回日本法医学
学術中部地方会講演要旨集, 7

島田　一郎、真橋　尚吾: 乳児の脳壊死における死亡時画像診断の有用性, 第103次日本法医学会学術全国集会, 仙台, 20190614, 日本法医学
雑誌, 73(1), 97

真橋　尚吾、島田　一郎: 骨盤輪損傷の受傷機転を中心とした検討, 第103次日本法医学会学術全国集会, 仙台, 20190613, 日本法医学雑誌,
73(1), 103

真橋　尚吾、島田　一朗: 頚椎・頚髄損傷の見逃しをなくすための試み～頚椎機能撮影～, 第103次日本法医学会学術全国集会, 仙台,
20190613, 日本法医学雑誌, 73(1), 74

真橋　尚吾、法木　左近、小林　基弘、稲井　邦博、内木　宏延、木下　一之、坂井　豊彦、江端　清和、木村　浩彦、島田　一郎: 死体検
案における上部消化管内視鏡検査の試み, オートプシー・イメージング学会・第17回Ai学会, 熊本, 20190824, 第17回Ai学会抄録集, 40
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（C） 座長
国内学会 学会名 氏名

（D） 学術雑誌等の編集
学術雑誌等の名称 委員長（主査）・委員 氏名

（E） その他

1927007

1927008

真橋　尚吾、法木　左近、小林　基弘、稲井　邦博、内木　宏延、木下　一之、坂井　豊彦、江端　清和、西島　昭彦、木村　浩彦、島田
一郎: 優秀演題賞（Ai学会学術総会）, 死体検案における上部消化管内視鏡検査の試み, 20190825

真橋尚吾: 児童虐待見逃さぬ　県警、県福祉相談所　外傷特徴学ぶ（福井、毎日、県民、NHK、朝日）, 20190910
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