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小林

世界の小腸移植数

小出、六日町での臨床医としての経験とその後









近代外科学の歴史的変遷ー１００年単位で歴史を見るー

切除 再建

移植

アンブロワーズ・パレ
（1510- 1590年）
「我包帯す、神、癒し賜う」

1582年『大外科学全集』
血管を直接糸で縛って止
血する血管結紮法

アルベルト・テオドール・
ビルロート（1829- 1894年）

1881年胃癌を切除し残
胃と十二指腸の吻合法

アレクシ・カレル
（1873 - 1944年）

1912年ノーベル生理学・医学賞

科学者の英知を高める最善の道は、
科学者の数を減らすことにある。

作曲家ヨハネス・ブラー
ムスと親交

•

ジョセフ・マレー
（1919 - 2012年）

1990年ノーベル生理学・医学賞

1954年一卵性双生児間で腎臓
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(２００５ in Arizona, USA)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ambroise_Par%C3%A9.jpg


大腸を使って小腸の再生成功 動物実験で 慶応大などのチーム

2021/02/25 09:20

ラットの大腸組織を使い、小腸の機能を再生する実
験に取り組む小林英司・慶応大特任教授（右）ら

栄養の吸収を担う小腸の機
能を大腸を使って再生するこ
とに動物実験で成功したと、
慶応大などのチームが25日、
英科学誌ネイチャー（電子
版）に発表した。
病気で小腸を切除し、栄養

吸収が十分にできなくなった
場合の根本的な治療法は現在、
小腸移植しかない。研究チー
ムは「構造が複雑で不可能と
言われてきた小腸の再生医療
につながる可能性がある」と
話す。

http://mainichi.jp/


Mainichi News Paper 
(1 Mar/ 2021)

Experiment randomization 

To minimize experimental bias due to 

surgical procedures, we carried out 

transplantation experiments using rat ileum 

and colon organoids in a blinded fashion. 

An organoid-based organ-repurposing approach 

to treat short bowel syndrome

(Sugimoto S, et al. Nature. 2021 Apr;592(7852):99-104)

IF=49.962



Laminar flow ventilation system to prevent airborne 

infection during exercise in the COVID-19 crisis: 

A single-center observational study

(Katsumata Y, et al. PLoS One. 2021 Nov 10;16(11):e0257549) IF=2.74



有意改善スコアー

有意改善の
血中濃度

有意改善と思わ
れる経口投与量

ブタでの有効血中濃度から
ヒトでの有効経口投与量を求める

ブタモデルで病理学的スコアー
改善値からブタでの血中濃度を求める

有意改善の
血中濃度
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Testing of human equivalent dose of health food
5-aminolevulinic acid using the experimental pig

(Kobayashi E. Biomed Pharmacother. 2021 Jul;139:111629)

IF=6.529



Effects of 5-aminolevulinic acid on production of 

antibodies against classical swine fever live vaccine
(Kobayashi E. Functional Foods in Health and Disease 2021; 11(11): 548-558)

a) MMPs aged 56-59 days were inoculated once by subcutaneous or intramuscular   

administration of CSF virus vaccine.

b) MMPs were individually bred in a clean breeding environment at the AAALAC 

certified facilities.

a
)

b
)
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Health and Disease

IF=0.74

https://ffhdj.com/index.php/ffhd/index


(Shirakawa K, et al. JACC: Basic to Translational Science in press)
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Hydrogen gas inhibits the formation 

of neutrophil extracellular traps 

IF=8.648



Pharmacokinetics of hydrogen after ingesting 

a hydrogen-rich solution: A study in pigs

(Ichihara G, et al. Heliyon in press)

IF=2.85


