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ット変形性膝関節症モデルの開発. 第2 回日本整形外科学会基礎学術集会， 1 987， 9 ，京都. 

32) 石井勉， 辻陽雄， 佐野明美， 市村和徳，山上亨: ヒト摘出椎間板の褐色変性に関する電顕ならびに光顕
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987， 9 ， 京都. 

36) 増山喜一， 落合宏， 石沢伸， 山下巌，松井寿夫， 田沢賢次， 庭山清八郎， 藤巻雅夫:CÆ/Hl マウス由

来RCT ( + ) sarcoma の実験肺転移形成におけるNK 細胞とH- 2 との関連. 第46回癌学会， 1987， 9 ， 東京. 

37) 落合宏， 増山喜一， 松井寿夫， 田沢賢次，庭山清八郎， 藤巻雅夫ß -cyclodextrin benzaldehyde(CDBA) の

マウス肺転移抑制効果. 第46 回癌学会， 1987， 9 ， 東京. 
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