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1 池森敦子 医学のあゆみ 225(4)
p285-288

200804 尿細管間質障害のあたらしい
指標　新規バイオマーカーの
有用性

2 ○Toyoji Kaneko　　Junya Hiroi
（○University of Tokyo）

Fish Larval
Physiology

P.163～
183

200805 Osmo- and Ionoregulation

3 池森敦子 腎と透析 64(6)
p903-907

200806 蛋白尿による腎障害進展機序

4 ○北村均　○矢澤卓也　○下山田博明
○奥寺康司　　佐藤華子
（○横浜市立大学大学院医学研究科　病態
病理学）

日本臨牀社｡肺癌-
基礎･臨床研究の
ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ?

P.100～
105

200808 肺癌の発生

廣井準也 稚魚学-多様な生
理生態を探る

P.42～47 200810 魚の浸透圧調節の謎に挑む

6 池森敦子 腎と透析 65(4)
p496-498

200810 尿中L-FABP

7 池森敦子 血圧 15(10)
p869-872

200810 慢性腎不全と血清シスタチンC

8 池森敦子 腎と透析 65(5)
p691-693

200811 腎における脂肪酸代謝

9 池森敦子 Annual Review腎
臓

2009
p55-60

200901 診断・画像診断 尿中L-FABP
最新の知見

10 池森敦子 Mebio 26(1)
p140-149

200901 CKDと心血管疾患の共通のモニ
タリングマーカー

1 ○Hitoshi Kitamura　○Takuya Yazawa
○Koji Okudela　○Hiroaki Shimoyamada
Hanako Sato
（○Department of Pathology, Yokohana
City University Graduate School of
Medicine）

The Open
Pathology
Journal

P.106～
111

200803 Molecular and Genetitc
Pathogenesis of lung
Cancer: Differences Between
Small-Cell and Non-Small-
Cell Carcinomas.

2 Tomohito Nagaoka　　Kazuaki Hirata Journal of
Archaeological
Science

135
P.1370～
1377

200805 Demographic structure of
skeletal populations in
historic Japan: a new
estimation of adult age-at-
death distributions based
on the auricular surface of
the ilium.

解剖学（解剖学）　著書

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

5

解剖学（解剖学）　誌上発表
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3 長岡朋人　　平田和明　○大平里沙
○松浦秀治
（○お茶の水女子大学）

Anthropological
Science
(Japanese
series)

116 P.25
～34

200806 鎌倉市由比ヶ浜南遺跡から出
土した中世人骨の身長推定．

○Mari Kawaguchi　◇Masahiro Nakagawa
◇Tsutomu Noda　□Norio Yoshizaki
Junya Hiroi　△Mutsumi Nishida
○Ichiro Iuchi　○Shigeki Yasumasu
（○Sophia University）
（◇Fisheries Research Agency）
（□Gifu University）
（△University of Tokyo）

FEBS Journal 275(11)
P.2884～
2898

200806 Hatching enzyme of the
ovoviviparous black
rockfish Sebastes
schlegelii - environmental
adaptation of the hatching
enzyme and evolutionary
aspects of formation of the
pseudogene

○Yoshisuke Iida　　Junya Hiroi
◇Kenji Namba　◇Toshihiro Nakai
（○Hiroshima Prefectural Technology
Research Institute）
（◇Hiroshima University）

Fish Pathology 43(2)
P.72～78

200807 Dysfunction in Respiration
and Osmotic Regulation of
Larval Japanese Flounder
Affected by Viral Epidermal
Hyperplasia

6 ○奥田逸子　○中島康雄　　平田和明
（○放射線医学）

第12回 臨床解剖
研究会記録

No.9
P.42～43

200807 副甲状腺病変の局在診断に対
する発生学的考察

7 Tomohito Nagaoka　○Akio Shizushima
Junmei Sawada　　Soichiro Tomo
Keigo Hoshino　　Hanako Sato
Kazuaki Hirata
（○所属なし）

Anthropological
Science

116
P.105～
113

200808  Sex determination using
mastoid process
measurements: standards for
Japanese human skeletons of
the medieval and early
modern periods.

8 Tomohito Nagaoka　　Junmei Sawada
Kazuaki Hirata

Anthropological
Science

116
P.161～
169

200808 Did the Jomon people have a
short lifespan? Evidence
from the adult age-at-death
estimation based on the
auricular surface of the
ilium.

9 Junmei Sawada　○Toshihiko Suzuki
◇Minoru Yoneda　□Masahiko Sato
Kazuaki Hirata　○Yukio Dodo
（○東北大学）
（◇東京大学）
（□陸前高田市教育委員会）

Anthropological
Science

116
P.115～
121

200808 Severe developmental
defects of enamel in a
human skeleton of the Final
Jomon age from the
Nakazawahama shell-mound,
Iwate, Japan.

Junya Hiroi　○Shigeki Yasumasu
◇Stephen D. McCormick
□Pung-Pung Hwang　△Toyoji Kaneko
（○Sophia University）
（◇University of Massachusetts
Amherst）
（□Academia Sinica, Taiwan）
（△University of Tokyo）

Journal of
Experimental
Biology

211(16)
P.2584～
2599

200808 Evidence for an apical Na-
Cl cotransporter involved
in ion uptake in a teleost
fish

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

10

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

4

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

5
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○Mayu Inokuchi　◇Junya Hiroi
○Soichi Watanabe　○Kyung Mi Lee
○Toyoji Kaneko
（○University of Tokyo）
（◇解剖学（解剖学））

Comparative
Biochemistry and
Physiology -
Part A

151(2)
P.151～
158

200810 Gene expression and
morphological localization
of NHE3, NCC and NKCC1a in
branchial mitochondria-rich
cells of Mozambique tilapia
(Oreochromis mossambicus)
acclimated to a wide range
of salinities

池森敦子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)
p447-457

200810 葉酸腎症モデルにおける肝臓
型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)の
動態の検討

13 ○Hirofumi Matsumura　◇Minoru Yoneda
□Yukio Dodo　△Marc F. Oxenham
▽Nguyen Lan Cuong　▽Nguyen Kim Thuy
☆Lam My Dung　▽Vu The Long
◎Mariko Yamagata　　Junmei Sawada
※Kenichi Shinoda　*1Wataru Takigawa
（○札幌医科大学）
（◇東京大学）
（□東北大学）
（△オーストラリア国立大学）
（▽ベトナム社会科学研究院）
（☆ハノイ国立大学）
（◎早稲田大学）
（※国立科学博物館）
（*1国際医療福祉大学）

Anthropological
Science

116
P.201～
217

200812 Terminal Pleistocene human
skeleton from Hang Cho
Cave, northern Vietnam:
implications for the
biological affinities of
Hoabinhian people.

○Mari Kawaguchi　◇Hideaki Fujita
□Norio Yoshizaki　　廣井準也
△Hiroyuki Okouchi
△Yoshitomo Nagakura　△Tsutomu Noda
▽Satoshi Watanabe　☆Satoshi Katayama
◇Shawichi Iwamuro　○Mutsumi Nishida
◎Ichiro Iuchi　◎Shigeki Yasumasu
（○University of Tokyo）
（◇Toho University）
（□Gifu University）
（△Fisheries Research Agency）
（▽Japan International Research Center
for Agricultural Sciences）
（☆National Research Institute of
Fisheries Science）
（◎Sophia University）

Journal of
Experimental
Zoology - Part B

312(2)
P.95～
107

200903 Different hatching
strategies in embryos of
two species, pacific
herring Clupea pallasii and
Japanese anchovy Engraulis
japonicus, that belong to
the same order
Clupeiformes, and their
environmental adaptation

池森敦子 Nephrol Dial
Transplant

24(3)p78
8-800

200903 Amelioration of diabetic
tubulointerstitial damage
in liver-type fatty acid-
binding protein transgenic
mice

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(再生医学研究部門)

15

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(再生医学研究部門)

12

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

14

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

11
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16 ○Yuki Okutsu　◇Masanori T. Itoh
○Noriyuki Takahashi
○Bunpei Ishizuka
（○Obstetrics and Gynecology）
（◇Anatomy and Cell Biology）

Fertil Steril 印刷中 200900 Exogenous androstenedione
induces formation of
follicular cysts and
premature luteiniation of
granulosa cells in the rat
ovary

1 ○高橋則行　　伊藤正則　◇石塚文平
（○産婦人科学）
（◇産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会学術集会

200804 hCGはVEGFシグナル経路を介し
て卵巣の血管内皮細胞で
nestinの発現を誘導する

2 ○奥津由記　　高江正道　○石山めぐみ
伊藤正則　◇高橋則行　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）

第60回日本産科婦
人科学会学術集会

200804 高アンドロゲン環境が卵胞発
育に及ぼす影響

3 ○井埜まり絵　○斎藤寿一郎　○谷内麻子
◇高橋則行　○津田千春　□鈴木直
伊藤正則　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会学術集会

200804 Vitrification法を用いたマウ
ス卵巣の凍結保存と自家移植
の検討

4 ○新橋成直子　◇高橋則行　　伊藤正則
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）

第60回日本産科婦
人科学会学術集会

200804 卵巣におけるFMR1遺伝子およ
びタンパク質の発現と局在

5 伊藤正則 第3回日本ﾚｰｻﾞｰﾘ
ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ学会

200805 メラトニンとリプロダクショ
ン

6 ○高橋則行　　伊藤正則　◇石塚文平
（○産婦人科学）
（◇産婦人科学（産科））

第81回日本内分泌
学会学術集会

200805 hCGは卵巣血管内皮細胞におけ
るnestin発現を誘導する

佐藤華子　○矢澤卓也　○下山田博明
○奥寺康司　○宮田千恵　○後藤和哉
○石井順　○榮田昌史　◇鈴木瞳
□菅間博　○北村均
（○横浜市立大学大学院医学研究科　病態
病理学）
（◇杏林大学保健学部　細胞検査）
（□杏林大学医学部　病理学）

第97回日本病理学
会総会

200805 肺癌細胞におけるThyroid
Transcription Factor-1(TTF-
1)発現とTTF-1 promoterのメ
チレーションとの関連

8 ○矢澤卓也　　佐藤華子　○下山田博明
○奥寺康司　○宮田千恵　○後藤和哉
○石井順　○榮田昌史　○北村均
（○横浜市立大学大学院医学研究科　病態
病理学）

第97回日本病理学
会総会

200805 肺小細胞癌におけるIGFBP-2過
剰発現メカニズムの解析およ
び腫瘍マーカーとしての有用
性に関する基礎的検討

9 池森敦子 日本腎臓学会総会 200805 葉酸腎症モデルにおけるL-
FABPの役割

解剖学（解剖学）　学会発表

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)

7
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廣井準也 第3回ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ研
究会年会

200806 魚類の「塩類細胞」に局在す
るcation-chloride
cotransporter

廣井準也 8th
International
Congress on the
Biology of Fish

200807 Evidence for an apical Na‐
Cl cotransporter involved
in ion uptake in tilapia
embryos

12 ○Yuki Okutsu　◇Masanori T. Itoh
○Noriyuki Takahashi
○Bunpei Ishizuka
（○Obstetrics and Gynecology）
（◇Anatomy and Cell Biology）

The 24th Annual
Meeting of the
European Society
for Human
Reproduction and
Embriology

200807 Exogenous androstenedione
induces formation of
follicular cysts and
premature luteinization of
granulosa cells in the
ovary

13 長岡朋人　○安部みき子　○柴田佳奈
○西村真貴　○柳原枝里佳　○山本耕平
平田和明　◇嶋谷和彦
（○大阪市立大学）
（◇堺市文化財調査室）

第62回日本人類学
会大会

200810 堺環濠都市遺跡から出土した
未成年骨の死亡年齢構成．

14 ○奥津由記　◇大畠紀子　◇武井智美
○杉下陽堂　　高江正道　○石山めぐみ
伊藤正則　□鈴木直　○田村みどり
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（婦人科））

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 マウス卵胞単一培養における
activin A、androgen添加の影
響

15 伊藤正則　○高橋則行　◇石塚文平
（○産婦人科学）
（◇産婦人科学（産科））

第13回日本生殖内
分泌学会学術集会

200810 卵母細胞によるメラトニン合
成

16 ○奥津由記　○杉下陽堂　　高江正道
伊藤正則　◇高橋則行　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）

第13回日本生殖内
分泌学会学術集会

200810 Androstenedioneによる卵巣
follicular cyst形成機構

17 ○高橋則行　　伊藤正則　◇石塚文平
（○産婦人科学）
（◇産婦人科学（産科））

第13回日本生殖内
分泌学会学術集会

200810 ｈCGにより誘導される卵巣血
管内皮細胞でのnestin発現

18 池森敦子 日本腎臓学会東部
会

200810 糖尿病性腎症における尿中L-
FABPの意義ーprospective
analysis

19 長岡朋人　○石田肇　○下田靖
○砂川昌信　◇天野哲也　◇小野裕子
平田和明
（○琉球大学）
（◇北海道大学）

第62回日本人類学
会大会

200811 オホーツク文化人の死亡年齢
分布の推定．

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

10

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

11
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20 澤田純明　○米田穣　○下見光奈
平田和明
（○東京大学）

第62回日本人類学
会大会

200811 エナメル質減形成は離乳のス
トレスを反映するか？

21 池森敦子 American Society
of Nephrology

200811 Clinical significance of
urinary liver-type fatty
acid binding protein (L-
FABP) in diabetic
nephropathy - prospective
study

22 池森敦子 American Society
of Nephrology

200811 Amelioration of diabetic
tubulointerstitial damage
in liver-type fatty acid-
binding protein transgenic
mice

23 池森敦子 American Society
of Nephrology

200811 Urinary Fatty Acids and
Liver-Type Fatty Acid
Binding Protein in Diabetic
Nephropathy

24 長岡朋人　○関雄二　◇フアン・パブロ
□ワルテル・トッソ　△井口欣也
◇マウロ・オルドーネェス
◇ディアナ・アレマン
◇ダニエル・モラーレス
（○国立民族学博物館）
（◇ペルー国立サン・マルコス大学）
（□天野博物館）
（△埼玉大学）

第13回古代ｱﾒﾘｶ学
会研究大会

200812 ペルー北高地パコパンパ遺跡
から出土した人骨の形態人類
学的研究．

25 長岡朋人　　平田和明 第114回日本解剖
学会総会･全国学
術集会

200903 下腸間膜動脈が上腸間膜動脈
から分岐する変異について．

26 長岡朋人 第114回日本解剖
学会総会･全国学
術集会

200903 新手法に基づく古人骨のライ
フヒストリーの復元．

27 澤田純明　　平田和明 第114回日本解剖
学会総会･全国学
術集会

200903 エナメル質減形成の出現状況
の時代変化と形成年齢につい
て

28 ○奥田逸子　○中島康雄　◇宮澤輝臣
平田和明
（○放射線医学）
（◇呼吸器・感染症内科）

第114回日本解剖
学会総会･全国学
術集会

200903 3次元画像による気管気管支の
計測

右高潤子 第34回冲中記念成
人病研究所 研究
報告会

200903 骨形成におけるメラトニン誘
導体の効果の検討

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

29
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1 ○Tatsuru Togo
（○Department of Anatomy, St. Marianna
University School of Medicine）

The American
Society for Cell
Biology 48th
Annnual Meeting

200812 Ca2+ signaling regulates
the subcellular
localization of adenomatous
polyposis coli tumor
suppressor protein

解剖学（生物学）　学会発表
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1 ○内藤久士　　小倉裕司
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ科学最新ｴ
ﾋﾞﾃﾞﾝｽ

pp. 133-
142

200804 未来のトレーニング 4-2 温熱
負荷とトレーニング

2 ○Furuta M　◇Kunugi H
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Dept of Mental Disorder Res, Natl
Inst of Neurosci）

Biomarkers for
Psychiatric
Disorders,

Chapter
7, 163-
184

200810 AnimalModels for
Schizophrenia: A Brief
Overview

3 明間立雄 医学書院医学大辞
典

  000000 項目多数

1 ○Izaki Y　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Exp Brain Res 184:
249-253

200801 Gamma-band power elevation
of prefrontal local field
potential after posterior
dorsal hippocampus-
prefrontal LTP induction in
anesthetized rats.

2 ○Izaki Y　○Fujiwara S　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Neuroreport 19: 255-
258

200801 Rat prefrontal response and
prestimulation local field
potential power in vivo

3 ○Ogura Y　◇Naito H　□Akin S
△Ichinoseki-Sekine N　◇Kurosaka M
◇Kakigi R　▽Sugiura T　☆Powers SK
◇Katamoto S　□Demirel HA
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□School of Sports Sciences and
Technology, Hacettepe University,
Ankara, Turkey）
（△Institute of Health and Sports
Science Medicine）
（▽Department of Exercise and Health
Sciences, Faculty of Education,
Yamaguchi University）
（☆Department of Applied Physiology
and Kinesiology, Center for Exercise
Science, University of Florida, USA）

Am J Physiol
Regul Integr
Comp Physiol

294:
R1600?R1
607

200803 Elevation of body
temperature is an essential
factor for exercise-
increased extracellular
heat shock protein 72 level
in rat plasma

生理学（生理学）　誌上発表

生理学（生理学）　著書
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4 ○Ichinoseki-Sekine N　◇Naito H,
□Saga N　△Ogura Y　□Shiraishi M
▽Giombini A　☆Giovannini V
◇Katamoto S
（○Institute of Health and Sports
Science Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Institute of Health and Sports
Science & Medicine, Juntendo
University）
（△Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（▽National Institute of Sports
Medicine-Physiotherapy and
Rehabilitation Unit）
（☆Research and Development
Department,Restek Medical Device）

J Sports Sci Med 7: 191-
193

200803 Effect of microwave
hyperthermia at two
different frequencies (434
and 2750 MHz) on human
muscle temperature

5 ○佐賀典生　　小倉裕司　○関根紀子
◇内藤久士　◇形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康医科学研究
所）
（◇順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

第23回健康医科学
助成論文集

70-76 200803 高齢者の伸張性運動直後の温
熱処置が筋痛・筋損傷の軽減
に及ぼす影響

6 ○Tanaka M　◇Tameｙasu T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇）

J Physiol Sci 58: 113-
121

200804 Acceleration of Ca2+
repletion in the junctional
sarcoplasmic reticulum and
alternation of the Ca2+-
induced Ca2+-release
mechanism in hypertensive
rat (SHR) cardiac muscle.

7 明間立雄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 36: 125-
130

200804 基礎医学教育の現状と課題：
生理学

8 ○Izaki Y　◇Takita M　○Akema T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇National Institute of Advanced
Industrial Scienceand Techniligy）

Eur J Neurosci 27:
3029-
3034

200806 Specific role of the
posterior dorsal
hippocampus‐prefrontal
cortex in short-term
working memory

9 ○Ogura Y　◇Naito H　◇Kakigi R
□Ichinoseki-Sekine N　◇Kurosaka M
◇Katamoto S
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Institute of Health and Sports
Science Medicine）

Biochem Biophys
Res Comm

372:
584-588

200808 Alpha-actinin-3 levels
increase concomitantly with
fast fibers in rat soleus
muscle
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10 ○Fujiwara S　○Akema T　○Izaki Y
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Neuroreport 19:
1777-
1782

200812 Cross-correlogram between
rat hippocampal and
prefrontal neuronal
activities.

11 ○Morioka S　◇Goto K　○Kojima A
○Naito T　□Matsuba Y　○Akema T
△Fujiya H　▽Sugiura T　☆Ohira Y
□Bepp, M　□Aoki H　◎Yoshioka T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Laboratory of Physiology, Toyohashi
SOZO University）
（□Depatment of orthopaedic
Surgery,St. Marianna University School
of Medicine）
（△Depatment of Sports Medicine,St.
Marianna University School of
Medicine）
（▽Faculty of Education,Yamaguchi
Univercity）
（☆Graduate School of Medicine,Osaka
Univercity）
（◎Hirosaki Gakuin University）

J Physiol Sci 58: 397-
404

200812 Functional overloading
facilitates the
regeneration of injured
soleus muscles in mice

12 ○Sugiyama H　◇Burnett L　◇Xiang X
◇Olson J　◇Willis S　◇Miao A
○Akema T　◇Bieber AL　◇Chandler DE
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Molecular and Cellular Biology
Program,Department of Chemistry and
Biochemistry,School of Life
Sciences,Arizona State University）

Mol Reprod Devel 76: 527-
536

200901 Purification and multimer
formation of allurin, a
sperm chemoattractant from
Xenopus laevis egg jelly

13 ○Ogura Y　◇Naito H　◇Kakigi R
○Akema T　□Sugiura T　◇Katamoto S
◇Aoki J
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Department of Exercise and Health
Sciences, Faculty of Education,
Yamaguchi University）

Acta Physiol 196:341-
349

200901 Different adaptation of
alpha-actinin isoforms to
exercise training in rat
skeletal muscles
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14 ○Matsuba Y　◇Goto K　□Morioka S
□Naito T　□Akema T,　△Hashimoto N
▽Sugiura T　☆Ohira Y　○Beppu M
◎Yoshioka T
（○Depatment of orthopaedic
Surgery,St. Marianna University School
of Medicine）
（◇Laboratory of Physiology, Toyohashi
SOZO University）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（△）
（▽Department of Exercise and Health
Sciences, Faculty of Education,
Yamaguchi University）
（☆Graduate School of Medicine,Osaka
Univercity）
（◎Hirosaki Gakuin University）

Acta Physiol 196:329-
339

200901 Gravitational unloading
inhibits the regenerative
potential of atrophied
soleus muscle in mice

15 ○Naito T　◇Goto K　○Morioka S
□Matsuba Y　○Akema T　△Sugiura T
▽Ohira Y　□Beppu M　☆Yoshioka T
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Laboratory of Physiology, Toyohashi
SOZO University）
（□Depatment of orthopaedic
Surgery,St. Marianna University School
of Medicine）
（△Department of Exercise and Health
Sciences, Faculty of Education,
Yamaguchi University）
（▽Graduate School of Medicine,Osaka
Univercity）
（☆Hirosaki Gakuin University）

Eur J Appl
Physiol

105:
643-651

200903 Administration of
granulocyte colony-
stimulating factor
facilitates the
regenerative process of
injured mice skeletal
muscle via the activating
Akt/GSK3ab signals

16 ○Kurosaka M　◇Naito H　□Ogura Y
△Kojima A　▽Goto K　◇Katamoto S
（○Department of Exercise Physiology,
Graduate School of Health and Sports
Science, Juntendo University）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（△Depatment of orthopaedic
Surgery,St. Marianna University School
of Medicine）
（▽Laboratory of Physiology, Toyohashi
SOZO University）

J Sports Sci Med 8:51-57 200903 Effects of voluntary wheel
running on satellite cells
in the rat plantaris muscle

17 明間立雄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
看護専門学校紀要

1: 1-5. 200803 医学教育と看護教育における
「人間理解」の教育
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年次
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1 内藤利仁　　森岡成太　　明間立雄
○杉浦崇夫　◇大平充宣　□吉岡利忠
（○山口大学教育学部スポーツ健康科学教
室）
（◇大阪大学大学院医学系研究科適応生理
学）
（□弘前学院大学 ）

名取の階段談話会
(筋肉の構造と機
能のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ)

200803 損傷骨格筋の再生に対する顆
粒球コロニー刺激因子の促進
作用

2 ○Ogura Y,　◇Naito H
□Ichinoseki-Sekine N　◇Kurosaka M
◇Kakigi R　◇Katamoto S
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Institute of Health and Sports
Science Medicine）

Experimental
Biology

200804 α-Actinin-3 increases
concomitantly with skeletal
muscle fast fibers in rat
soleus muscle

3 ○Tsujikawa T　◇Ogura Y　□Kakigi R
□Kurosaka M　□Naito H　○Watanabe M
□Katamoto S　○Okada T
（○Department of Physiology, Juntendo
University School of Medicine）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）

Experimental
Biology

200804 Acute exercise-induced heat
shock proteins do not
protect heart from hypoxia-
reoxygenation injury in
adult rat

4 ○Ichinoseki-Sekine N,　◇Naito H
□Tsuchihara K　◇Kakigi R　△Ogura Y
◇Kurosaka M　◇Katamoto S　□Esumi H
（○Institute of Health and Sports
Science Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□Research Center for Innovative
Oncology, National Cancer Center
Hospital East）
（△Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

55th American
collage of
Sports Medicine
Annual Meeting

200805 Enhanced voluntary running
distance and suppressed
obesity in Snark-deficient
mice

5 ○Kubota A　○Sakuraba K　◇Sawaki K
□Ogura Y　△Tamura Y
（○Department of Sports Medicine,
Graduate School of Medicine, Juntendo
University）
（◇School of Health and Sports
Science, Juntendo University）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（△Department of Medicine, Metabolism
and Endocrinology, School of Medicine,
Juntendo University）

American collage
of Sports
Medicine Annual
meeting

200805 External compressive force
level influences positive
effect of blood flow
restriction on muscle
wearkness

生理学（生理学）　学会発表
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6 ○Ogura Y　◇Naito H　□Akin S
△Ichinoseki-Sekine N　◇Kurosaka M
◇Kakigi R　▽Sugiura T　◇Katamoto S
□Demirel HA
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）
（□School of Sports Sciences and
Technology, Hacettepe University,
Ankara, Turkey）
（△Institute of Health and Sports
Science Medicine）
（▽Department of Exercise and Health
Sciences, Faculty of Education,
Yamaguchi University）

55th American
collage of
Sports Medicine
Annual Meeting

200805 Elevation of body
temperature is associated
with exercise-increased
extracellular heat shock
protein 72 level in rat
plasma

7 ○二宮碧　◇古田都　○梶山優　□泉愛子
○柴田重信　△功刀浩
（○早稲田大院・先進理工学部・電気・情
報生命学科）
（◇生理学（生理学））
（□奈良先端技術大学院）
（△国立精神神経セﾝﾀｰ・神経研究所　疾病
研究第3部）

第27回躁うつ病の
薬理･生化学的研
究懇話会

200806 社会的敗北ストレスによるう
つ病モデル動物とシグマ受容
体アゴニストの影響

8 ○Ogura Y　◇Naito H　◇Katamoto S
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（◇Department of Exercise Physiology,
School of Health and Sports Science,
Juntendo University）

13th European
Collage of
Sports Science
Annual Congress

200807 Invited Symposia:
Adaptability of alpha-
actinin-3 in skeletal
muscle, ECSS-JSPFSM
exchange program

9 ○Fujiwara S　○Akema T　○Izaki Y
（○Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

31st Annual
Meeting of the
Japan
Neuroscience
Society

200807 Evoked response in the
prefrontal cortex to the
hippocampal stimulation and
cross-correlogram of
multiple unit activities
between both regions

10 ○Saito T　◇Fujiwara S　□Konno K
□Kobayashi E　◇Akema T　△Sasamori S
▽Yamaguchi T
（○Neurobiology Research Unit,National
Institute of Agrobiological Sceiences）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□Center for Molecular Medicine,Jichi
Medical University）
（△DIA MEDICAL SYSTEM Co.,Ltd）
（▽Graduate School of Science and
Engineeing, Yamagata Univercity）

31st Annual
Meeting of the
Japan
Neuroscience
Society

200807 Telemetry system for
recording of pig neuronal
activities- comparison with
the cable system
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11 ○Kajiyama Y　◇Furuta M　○Ninomiya M
○Shibata S　□Kunugi H
（○Dept of Electrical Engineering and
Biosci, Univ of Waseda）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□1Dept of Mental Disorder Res, Natl
Inst of Neurosci,）

31st Annual
Meeting of the
Japan
Neuroscience
Society

200807 Behavioral alterations in
prednisolone-treated mice

12 ○Ninomiya M　◇Furuta M　○Kajiyama Y
○Shibata S　□Kunugi H
（○Dept of Electrical Engineering and
Biosci, Univ of Waseda）
（◇Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（□1Dept of Mental Disorder Res, Natl
Inst of Neurosci,）

31st Annual
Meeting of the
Japan
Neuroscience
Society

200807 Chronic social defeat
stress induces depression-
like behavior and apoptosis
in Hippocampus

13 ○黒坂光寿　○内藤久士　　小倉裕司
○柿木亮　○小林生海　○形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

第16回日本運動生
理学会大会

200808 持久的トレーニングが筋衛生
細胞発現に及ぼす影響～筋線
維タイプごとの検討～

14 ○柿木亮　○内藤久士　　小倉裕司
○形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

第16回日本運動生
理学会大会

200808 筋力トレーニング初期におけ
る温熱負荷がラット骨格筋に
及ぼす影響

15 ○木藤友規　◇辻川比呂斗　　小倉裕司
○米田継武
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）
（◇順天堂大学医学部第2生理学教室）

第16回日本運動生
理学会大会

200808 両手協調運動時の同時性判断
における知覚特性

16 ○佐賀典生　　小倉裕司　○関根紀子
◇内藤久士　◇形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康医科学研究
所）
（◇順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

第63回日本体力医
学会大会

200809 伸張性収縮直後の温熱負荷が
高齢者の筋痛・筋損傷に及ぼ
す影響

17 ○黒坂光寿　○内藤久士　◇関根紀子
小倉裕司　○柿木亮　○小林生海
○形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）
（◇順天堂大学スポーツ健康医科学研究
所）

第63回日本体力医
学会大会

200809 強度および時間の異なる持久
的トレーニングが筋衛星細胞
に及ぼす影響

18 ○長田朋樹　　小倉裕司　○形本静夫
○内藤久士
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）

第63回日本体力医
学会大会

200809 異なる低酸素濃度が超最大運
動時の酸素借に及ぼす影響
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19 小倉裕司　○内藤久士　○柿木　亮
◇関根紀子　○黒坂光寿　　明間立雄
○形本静夫
（○順天堂大学スポーツ健康科学部運動生
理学研究室）
（◇順天堂大学スポーツ健康医科学研究
所）

第63回日本体力医
学会大会

200809 筋萎縮がα‐アクチニン‐3発現
量に及ぼす影響

20 ○Kito T　◇Tsujikawa H　□Ogura Y
○Yonda T
（○Department of Physiology, School of
Health and Sports Science, Juntendo
University）
（◇Department of Physiology, Juntendo
University School of Medicine）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）

Society for
Neuroscience
2008

200810 emporal reference for
simultaneity judgment of
bimanual repetitive finger
movements

21 ○Izumi A　◇Kajiyama Y　□Furuta M
○Shiosaka S,　△Kunugi H
（○Nara Institute of Science and
Technology）
（◇Dept of Electrical Engineering and
Biosci, Grad School of Advanced Sci and
Engineering,Univ of Waseda）
（□Department of Physiology, St.
Marianna University School of
Medicine）
（△1Dept of Mental Disorder Res, Natl
Inst of Neurosci,）

2nd WFSBP Asia-
Pacific Congress
and 30th Annual
Meeting of JSBP.

200810 Possible anxiolytic effect
of quazepam in the daytime:
behavioral analysis in mice

22 ○藤谷博人　◇後藤勝正　　小倉裕司
○谷田部かなか　○菅理恵子　○寺脇史子
○河野照茂
（○スポーツ医学）
（◇豊橋創造大学生理学）

第19回日本臨床ｽ
ﾎﾟｰﾂ医学会学術集
会

200811 損傷骨格筋に対するマイクロ
カレント（微弱電流）の筋再
生効果―筋細胞レベルでの形態
学的変化
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1 Yuichi Takasu　○Takumi Hasegawa
○Norio Ogita　○Masayuki Udagawa
◇Marcos A. Avila　□Koichiro Suekuni
◇Toshiro Takabatake
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇IAMR, Hiroshima Univ.）
（□AdSM, Hiroshima Univ.）

Physical Review
Letters

100(16)
P.165503
-1～
P.165503
-4

200804 Off-Center Rattling and
Anisotropic Expansion of
Type-I Clathrates Studied
by Raman Scattering

2 Yuichi Takasu　○Takumi Hasegawa
○Norio Ogita　○Masayuki Udagawa
◇Marcos A. Avila　□Koichiro Suekuni
◇Toshiro Takabatake
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇IAMR, Hiroshima Univ.）
（□AdSM, Hiroshima Univ.）

Journal of the
Physical Society
of Japan

77
(Suppl.
A) P.
254-256

200805 Raman Scattering of Type-I
Clathrate Compounds

3 ○Masayuki Udagawa　○Takumi Hasegawa
Yuichi Takasu　○Norio Ogita
◇Koichiro Suekuni　□Marcos A. Avila
□Toshiro Takabatake
△Yoshikazu Ishikawa　▽Naoya Takeda
▽Yuichi Nemoto　▽Terutaka Goto
☆Hitoshi Sugawara　◎Daisuke Kikuchi
◎Hideyuki Sato　※Chihiro Sekine
※Ichimin Shirotani
*1Jun-Ichi Yamaura　*1Yohei Nagao
*1Zenji Hiroi
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇AdSM, Hiroshima Univ.）
（□IAMR, Hiroshima Univ.）
（△F. of Sci., Toyama Univ.）
（▽GSST, Niigata Univ.）
（☆FIAS, The Univ. of Tokushima）
（◎Dep. of Phy., Tokyo Met. Univ.）
（※F. of Engi., Muroran Institute of
Tech.）
（*1ISSP, Univ. of Tokyo）

Journal of the
Physical Society
of Japan

77
(Suppl.
A) P.
142-147

200805 Guest Ion Motion in Cage
Structure Crystals
Investigated by Raman
Scattering

4 ○Takumi Hasegawa　　Yuichi Takasu
○Norio Ogita　○Masayuki Udagawa
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）

Journal of the
Physical Society
of Japan

77
(Suppl.
A) P.
248-250

200805 First-principles
calculation of lattice
dynamics of skutterudite
compounds

5 ○Norio Ogita　○Ryusuke Kojima
○Takumi Hasegawa　　Yuichi Takasu
○Masayuki Udagawa　○Toshihisa Kondo
◇Shouta Narazu　□ToshiroTakabatake
△Naoya Takeda　▽Yoshikazu Ishikawa
☆Hitoshi Sugawara　◎Tsuyoshi Ikeno
◎Daisuke Kikuchi　◎Hideyuki Sato
※Chihiro Sekine　※Ichimin Shirotani
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇AdSM, Hiroshima Univ.）
（□IAMR, Hiroshima Univ.）
（△GSST, Niigata Univ.）
（▽F. of Sci., Toyama Univ.）
（☆FIAS, The Univ. of Tokushima）
（◎GSS, Tokyo Met. Univ）
（※F. of Engi., Muroran Institute of
Tech.）

Journal of the
Physical Society
of Japan

77
(Suppl.
A) P.
251-253

200805 Raman Scattering Study of
Filled Skutterudite
Compounds

生理学（物理学）　誌上発表
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6 Yuichi Takasu　○Takumi Hasegawa
○Norio Ogita　○Masayuki Udagawa
◇Marcos A. Avila　□Koichiro Suekuni
◇Toshiro Takabatake
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇IAMR, Hiroshima Univ.）
（□AdSM, Hiroshima Univ.）

Proc. 26th Int.
Conf.
Thermoelectrics

IEEE2008
P.240-
242

200807 Dynamical motion of a guest
ion studied by Raman
scattering and the lattice
thermal conductivity in
A8Ga16Si30-xGex (A = Ba,
Sr)

7 ○Ryusuke Kojima　○Norio Ogita
○Takumi Hasegawa　　Yuichi Takasu
○Masayuki Udagawa　◇Hitoshi Sugawara
□Hideyuki Sato
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇FIAS, The Univ. of Tokushima）
（□GSS, Tokyo Met. Univ.）

Proc. 26th Int.
Conf.
Thermoelectrics

IEEE2008
P.217-
219

200807 Raman scattering
investigation of Pr-based
filled skutterudites

8 ○Keiko Imamura　○Norishige Ehara
Yoichi Inada　○Yoshihide Kanemaki
◇Joji Okamoto　□Ichiro Maeda
◇Keiko Miyamoto　◇Haruki Ogata
◇Hisanori Kawamoto　○Yasuo Nakajima
◇Mamoru Fukuda　△Keiji Umetani
△Kentarou Uesugi
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）
（△JASRI）

AJR Women's
Imaging

 190
P. 234～
236

200804 Microcalcifications of
Breast Tissue: Appearance
on Synchrotron Radiation
Imaging with 6-μm
Resolution

9 ○Keiko Imamura　　Yoichi Inada
○Norishige Ehara　◇Keiji Umetani
○Yasuo Nakajima
（○放射線医学）
（◇JASRI）

Insight  51(1)
P. 12～
16

200901 Sensitive Inspection of
Void Defects Using
Synchrotron Refraction
Imaging with Quantitative
Modelling of Contrast
Enhancement

10 根本幸雄　○原田正康
（○名古屋大学理学部物理学科）

Physical Review
D

78,01400
4-1～9

200807 Quasifermion spectrum at
finite temperature from
coupled Schwinger-Dyson
equations for a fermion-
boson system

11 根本幸雄　○三ツ谷和也　◇北沢正清
○国広悌二
（○京都大学基礎物理学研究所）
（◇大阪大学理学部物理学科）

Progress of
Theoretical
Physics
Supplement

174,262
～265

200807 A Novel Quasi-Particle
Picture of Massless and
Massive Quarks Coupled with
a Massive Boson at Finite
Temperature and Its Effect
on the Dilepton Production
Rate

1 ○K. Suekuni　○T. Tanaka
○S. Yamamoto　◇M. A. Avila
□K. Umeo　　Y. Takasu　△T. Hasegawa
△N. Ogita　△M. Udagawa
◇T. Takabatake
（○AdSM, Hiroshima Univ.）
（◇IAMR, Hiroshima Univ.）
（□N-BARD, Hiroshima Univ.）
（△GSIAS, Hiroshima Univ.）

The 27th
International
Cpnference on
Thermoelectrics

200808 Off-center guest vibrations
and the effect on the
lattice thermal
conductivity in n- and p-
type b-Ba8Ga16Sn30

生理学（物理学）　学会発表
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2 ○T. Hasegawa　　Y. Takasu　○N. Ogita
◇J. Yamaura　◇Y. Nagao　◇Z. Hiroi
○M. Udagawa
（○GSIAS, Hiroshima Univ.）
（◇ISSP, Univ. of Tokyo）

The 25th
International
Conference on
Low Temperature

200808 Raman scattering
investigation of b-
pyrochlore osmium oxides,
AOs2O6 (A=K, Rb, and Cs)

3 ○S. Tsutsui　◇T. Hasegawa
Y. Takasu　◇N. Ogita　◇M. Udagawa
○Y. Yoda　□F. Iga
（○JASRI）
（◇GSIAS, Hiroshima Univ.）
（□AdSM, Hiroshima Univ.）

16th
International
Symposium on
Boron, Borides
and Related
Materials

200809 149Sm Nuclear Resonant
Inelastic Scattering of
SmB6

4 ○末國晃一郎　　高須雄一　◇長谷川巧
◇荻田典男　◇宇田川眞行
□M. A. Avila　□高畠敏郎
（○広島大先端研）
（◇広島大院総合科）
（□広島大IAMR）

日本物理学会 秋
季大会

200809 非中心ラットリング系I型クラ
スレートBa8Ga16Sn30のラマン
散乱
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1 ○岡島重孝　　加藤智啓
（○医療法人社団黎明会理事）

家庭医学大辞典
新版ﾎｰﾑﾒﾃﾞｨｶ

P.1998～
2001

200811 免疫しくみとはたらき

2 ○星恵子　　増子佳世
（○昭和薬科大学薬物治療学）

ﾎﾟｹｯﾄ版臨床医薬
品集2009

P.1～34
P.61

200902 1.鎮痛・解熱薬　2.非ステロ
イド抗炎症薬　4.消炎酵素薬
その他

1 ○Fujisawa H　◇Ohtani-Kaneko R
□Naiki M　□Okada T　　Masuko K
○Yudoh K　△Suematsu N　　Okamoto K
○Nishioka K　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇東洋大学生命科学部生命科学科）
（□日本臓器製薬株式会社）
（△生化学（化学））

Proteomics 8(8)
p.1706-
1720

200804 Involvement of post-
translational modificatoin
of neuronal plasticity-
related proteins in
hyperalgesia revealed by a
proteomic analysis.

2 ○Okunuki Y　◇Usui Y　◇Kezuka T
◇Hattori T　　Masuko K　○Nakamura H
○Yudoh K　◇Goto H　◇Usui M
○Nishioka K　　Kato T　◇Takeuchi M
（○難病治療研究センター）
（◇東京医科大学）

Molecular Vision 14
P.1094-
1104

200806 Proteomic surveillance of
retinal autoantigens in
endogenous uveitis:
implication of esterase D
and brain-type creatine
kinase as novel
autoantigens.

3 ○Harada N　○Ohmori Y　○Yamaji R
○Higashimura Y　　Okamoto K
◇Isohashi F　○Nakano Y　○Inui H
（○大阪府立大学）
（◇大阪滋慶学園 滋慶医療経営管理研究セ
ンター）

Biochemical and
Biophysical
Research
Communications

373(2008
) p.373-
377

200806 ARA24/Ran enhances the
androgen-dependent NH2-and
COOH-terminal interaction
of the androgen receptor

4 ○Duc PA　○Yudoh K　　Masuko K
Kato T　○Nishioka K　◇Nakamura H
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

Clin Exp
Rheumatol

26(4)
p.589-
595

200807 Development and
characteristics of pannus-
like soft tissue in
osteoarthritic articular
surface in rat
osteoarthritis model.

5 ○村田美奈子　　増子佳世
（○難病治療研究センター）

日本女性科学者の
会学術誌

9(1)
p.1-5

200809 関節軟骨と血管新生

6 ○Murata M　○Yudou K　◇Nakamura H
□Chiba J　　Okamoto K　　Suematsu N
○Nishioka K　　Beppu M　□Inoue K
Kato T　　Masuko K
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）
（□東京女子医科大学）

J Orthop Res 27 p.50-
57

200901 Hypoxia upregulates the
expression of angiopoietin-
like-4 in human articular
chondrocytes: role of
angiopoietin-like-4 in the
expression of matrix
metalloproteinases and
cartilage degradation.

生化学（生化学）　著書

生化学（生化学）　誌上発表
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7 ○Katano M　　Okamoto K　　Arito M
Kawakami Y　　Kurokawa MS
Suematsu N　○Shimada S　◇Nakamura H
○Xiang Y　　Masuko K　○Nishioka K
○Yudoh K　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

Arthritis Res
Ther

11(1)
p.R3

200901 Implication of GM-CSF
induced neutrophil
gelatinase-associated
lipocalin in pathogenesis
of rheumatoid arthritis
revealed by proteome
analysis.

8 ○飯塚進子　　岡本一起　○廣畑俊成
加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））

日本臨床免疫学会
学会誌

32(1):
43-47

200902 全身性エリテマトーデスとプ
ロテオミクスを用いた自己抗
原の解析

1 加藤智啓 第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 血管炎症候群１

2 加藤智啓　○唐澤里江　○遊道和雄
増子佳世　◇尾崎承一
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクス・ペプチドミ
クスを用いた血管炎関連自己
抗体および血清ペプチドの探
索

3 加藤智啓　　増子佳世　○中村洋
◇西岡久壽樹　◇遊道和雄
（○日本医科大学リウマチ科）
（◇難病治療研究センター）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクスを用いた変形
性関節症関連自己抗原および
ペプチドの探索

4 ○唐澤里江　○遊道和雄　○村田美奈子
◇尾崎承一　○西岡久壽樹　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクスを用いた血管
炎患者における抗血管内皮細
胞抗体の対応抗原の同定

5 増子佳世　○村田美奈子　◇中村洋
○遊道和雄　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学リウマチ科）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 関節軟骨細胞におけるプロス
タグランジン(PG)E2の作用

6 ○川上雄起　○松尾光祐　　増子佳世
○稲葉裕　◇遊道和雄　○齋藤知行
加藤智啓
（○横浜市立大学医学部運動器病態学）
（◇難病治療研究センター）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクスを用いたRA滑
膜における新規シトルリン化
自己抗原の解析

7 ○遊道和雄　○唐澤里江　　増子佳世
加藤智啓
（○難病治療研究センター）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 スタチンは軟骨細胞機能低
下・老化を抑制する

8 加藤智啓 第14回千葉ﾘｳﾏﾁ医
の会

200805 リウマチ性疾患のプロテオミ
クス

生化学（生化学）　学会発表
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9 岡本一起　　増子佳世　○末松直也
◇遊道和雄　□礒橋文秀　　加藤智啓
（○生化学（化学））
（◇難病治療研究センター）
（□大阪滋慶学園 滋慶医療経営管理研究セ
ンター）

第60回日本ﾋﾞﾀﾐﾝ
学会

200806 ポリアルギニンと融合した核
内受容コアクティベーター
（MTI-II）の細胞内導入と活
性

10 岡本一起 第60回日本ﾋﾞﾀﾐﾝ
学会

200806 一般研究発表『バイオファク
ター』

11 加藤智啓 第29回日本炎症･
再生医学会

200806 酸化ストレス反応と炎症

12 ○Karasawa R　○Yudoh k　○Murata M
○Tamaki M　◇Ozaki S　○Nishioka K
Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

The European
League Against
Rheumatism 2008

200806 Targets of Anti-Endothelial
Cell Antibodies in Patients
With Systemic Vasculitis
:Identification by the
Proteomic Approach

13 ○Yudou K　　Masuko K　　Kato T
○Karasawa R　○Nishioka K
（○難病治療研究センター）

The European
League Against
Rheumatism 2008

200806 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA) identified
by proteomics in systemic
vasculitis

14 加藤智啓 東京理科大学  総
合研究機構 ｹﾐｶﾙ
ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ部門

200807 プロテオミクスの疾患解析へ
の応用　ーリウマチ性疾患を
中心にー

15 ○藤澤裕樹　◇金子律子　□内木充
□岡田智之　　増子佳世　△遊道和雄
▽末松直也　　岡本一起　△西岡久壽樹
加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇東洋大学生命科学部生命科学科）
（□日本臓器製薬）
（△難病治療研究センター）
（▽生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 痛覚過敏モデルラットの脳に
おける蛋白質翻訳後修飾の変
化

16 ○飯塚進子　○広畑俊成　　岡本一起
増子佳世　◇末松直也　　鈴木真奈絵
○松下礼子　　加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 プロテオミクスを用いた、
ループス精神病における抗神
経細胞抗体の認識エピトープ
の検出

17 鈴木真奈絵　　有戸光美　　増子佳世
○末松直也　　岡本一起　◇鈴木登
加藤智啓
（○生化学（化学））
（◇免疫学・病害動物学）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 ベーチェット病末梢血単核球
における発現蛋白の網羅的検
討

18 金城永幸　　岡本一起　　有戸光美
鈴木真奈絵　　増子佳世　○末松直也
◇木村健二郎　　加藤智啓
（○生化学（化学））
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 IgA腎症の扁桃を用いた病因抗
原のプロテオーム探
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19 片野雅淑　　松尾光祐　　鈴木真奈絵
有戸光美　　増子佳世　○末松直也
岡本一起　　加藤智啓
（○生化学（化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 関節リウマチ滑膜細胞のリン
酸化プロテオーム解析

20 ○Xiang Y　○Matsui T　　Arito M
◇Suematsu N　○Yudoh K　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇生化学（化学））

HUPO2008 200808 Disease-Specific Serum
Peptides In Patients With
Systemic Sclerosis

21 Suzuki N　　Masuko K　○Nakamura H
Okamoto K　　Kato T
（○日本医科大学）

HUPO2008 200808 Arthritis-Inducible
Protein, Annexin VII: High
Phosphorylation In
Rheumatoid Arthritis

22 ○飯塚進子　○広畑俊成　　岡本一起
鈴木真奈絵　　増子佳世　◇末松直也
○松下礼子　　加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇生化学（化学））

第6回北里疾患ﾌﾟﾛ
ﾃｵｰﾑ研究会

200808 ループス精神病における抗神
経細胞抗体の対応抗原のプロ
テオーム解析

23 金城永幸　　岡本一起　　鈴木真奈絵
有戸光美　　増子佳世　○末松直也
◇木村健二郎　　加藤智啓
（○生化学（化学））
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第6回北里疾患ﾌﾟﾛ
ﾃｵｰﾑ研究会

200808 IgA腎症の血清と特異的に反応
する扁桃タンパク質の網羅的
解析　　ー病因抗原のプロテ
オーム探索ー

24 Masuko K APLAR2008 200809 On-line Panel Disucussion
“Etiology and pathology of
rheumatoid arthritis(RA)"
演題数：15題

25 Kato T APLAR2008 200809 Analysis of Brain Proteome
in SART Rat's, a Model of
Hyperalgesia

26 Suzuki  M　　Arito M　　Masuko K
○Suzuki N　　Kato T
（○免疫学・病害動物学）

APLAR2008 200809 Comprehensive analysis of
protein expression in
peripheral blood
mononucleocytes from
patients with Behcet's
disease

27 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Identification of targets
of the anti-endothelial
cell antibodies(AECA):
Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

28 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA)
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29 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Autoantibodies to
peroxiredoxin 1 and
peroxiredoxin 4 in patients
with systemic autoimmune
disease

30 ○唐澤里江　○遊道和雄　○西岡久壽樹
加藤智啓
（○難病治療研究センター）

第36回日本臨床免
疫学会総会

200810 高安動脈炎の診断マーカー

31 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Tamaki M
◇Ozaki S　○Nishioka K　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

2008 American
College of
Rheumatology

200810 Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

32 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Tamaki M
◇Ozaki S　○Nishioka K　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

2008 American
College of
Rheumatology

200810 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA) identified
by proteomics in systemic
vasculitis.

33 岡本一起 第414回ﾋﾞﾀﾐﾝB研
究協議会

200811 ビタミンB6酵素の転写を促進
するコアクティベータータン
パク質の細胞内導入

34 加藤智啓 第58回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200811 膠原病研究におけるプロテオ
ミクスの有用性

35 Masuko K　○Murata M　○Yudoh K
◇Nakamura H　　Kato T
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

KONKUK
International
Symposium for
Biomedical
Science 2008
"Aging and Age-
Related
Diseases"

200811 The Potential Role of
Angiogenic Factors in
Osteoarthritis

36 岡本一起　　増子佳世　　鈴木真奈絵
有戸光美　○遊道和雄　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）

第31回日本分子生
物学会 第81回日
本生化学会大会
合同大会

200812 細胞内導入配列を付加した核
内受容体コアクティベーター
(MTI-II）の細胞内への取り込
みと転写促進活性

37 有戸光美　　松尾光祐　○末松直也
増子佳世　　鈴木真奈絵　　岡本一起
加藤智啓
（○生化学（化学））

第31回日本分子生
物学会 第81回日
本生化学会大会
合同大会

200812 関節リウマチ関連分子アネキ
シンVIIの機能解析

38 ○深澤雅彦　　岡本一起　○中村学
有戸光美　　鈴木真奈絵　　増子佳世
◇末松直也　○肥塚泉　　加藤智啓
（○耳鼻咽喉科学）
（◇生化学（化学））

第31回日本分子生
物学会 第81回日
本生化学会大会
合同大会

200812 片側内耳破壊後の前庭代償に
おけるラット小脳片葉タンパ
ク質のプロテオーム解析

- 23 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

39 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Nishioka K
Kato T
（○難病治療研究センター）

第38回日本免疫学
会総会･学術集会

200812 高安動脈炎の診断マー
カー:Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

40 ○唐澤里江　　加藤智啓
（○難病治療研究センター）

厚生労働科学研究
費補助金 難治性
疾患克服研究事業
｢難治性血管炎に
関する調査研究｣
平成20年度第2回
班会議

200901 高安動脈炎と抗Peptidylproly
isomerase A (cyclophilin A)
抗体

41 ○Murata M　○Yudoh K　○Karasawa R
◇Nakamura H　○Nishioka K　　Kato T
Masuko K
（○難病治療研究センター）
（◇日本医科大学）

The 55th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

200902 Layilin, a novel hyaluronan
receptor, is expressed in
human articular chodrocytes

- 24 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
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1 ○Fujisawa H　◇Ohtani-Kaneko R
□Naiki M　□Okada T　△Masuko K
○Yudoh K　　Suematsu N　△Okamoto K
○Nishioka K　△Kato T　▽Takeuchi M
（○難病治療研究センター）
（◇東洋大学生命科学部生命科学科）
（□日本臓器製薬株式会社）
（△生化学（生化学））
（▽東京医科大学）

Proteomics 8(8)
p.1706-
1720

200804 Involvement of post-
translational modificatoin
of neuronal plasticity-
related proteins in
hyperalgesia revealed by a
proteomic analysis.

1 ○藤澤裕樹　◇金子律子　□内木充
□岡田智之　△増子佳世　▽遊道和雄
末松直也　△岡本一起　▽西岡久壽樹
△加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇東洋大学生命科学部生命科学科）
（□日本臓器製薬）
（△生化学（生化学））
（▽難病治療研究センター）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 痛覚過敏モデルラットの脳に
おける蛋白質翻訳後修飾の変
化

2 ○飯塚進子　○広畑俊成　◇岡本一起
◇増子佳世　　末松直也　◇鈴木真奈絵
○松下礼子　◇加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇生化学（生化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 プロテオミクスを用いた、
ループス精神病における抗神
経細胞抗体の認識エピトープ
の検出

3 ○鈴木真奈絵　○有戸光美　○増子佳世
末松直也　○岡本一起　◇鈴木登
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇免疫学・病害動物学）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 ベーチェット病末梢血単核球
における発現蛋白の網羅的検
討

4 ○金城永幸　○岡本一起　○有戸光美
○鈴木真奈絵　○増子佳世　　末松直也
◇木村健二郎　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇腎臓・高血圧内科）

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 IgA腎症の扁桃を用いた病因抗
原のプロテオーム探

5 ○片野雅淑　○松尾光祐　○鈴木真奈絵
○有戸光美　○増子佳世　　末松直也
○岡本一起　○加藤智啓
（○生化学（生化学））

日本ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ機構
第6回大会

200807 関節リウマチ滑膜細胞のリン
酸化プロテオーム解析

6 ○Xiang Y　○Matsui T　○Arito M
Suematsu N　◇Yudoh K　○Kato T
（○生化学（生化学））
（◇難病治療研究センター）

HUPO2008 200808 Disease-Specific Serum
Peptides In Patients With
Systemic Sclerosis

7 ○飯塚進子　○広畑俊成　◇岡本一起
◇鈴木真奈絵　◇増子佳世　　末松直也
○松下礼子　◇加藤智啓
（○北里大学（膠原病感染内科学））
（◇生化学（生化学））

第6回北里疾患ﾌﾟﾛ
ﾃｵｰﾑ研究会

200808 ループス精神病における抗神
経細胞抗体の対応抗原のプロ
テオーム解析

生化学（化学）　学会発表

生化学（化学）　誌上発表
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8 ○金城永幸　○岡本一起　○鈴木真奈絵
○有戸光美　○増子佳世　　末松直也
◇木村健二郎　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇腎臓・高血圧内科）

第6回北里疾患ﾌﾟﾛ
ﾃｵｰﾑ研究会

200808 IgA腎症の血清と特異的に反応
する扁桃タンパク質の網羅的
解析　　ー病因抗原のプロテ
オーム探索ー

9 ○有戸光美　○松尾光祐　　末松直也
○増子佳世　○鈴木真奈絵　○岡本一起
○加藤智啓
（○生化学（生化学））

第31回日本分子生
物学会 第81回日
本生化学会大会
合同大会

200812 関節リウマチ関連分子アネキ
シンVIIの機能解析

10 ○深澤雅彦　◇岡本一起　○中村学
◇有戸光美　◇鈴木真奈絵　◇増子佳世
末松直也　○肥塚泉　◇加藤智啓
（○耳鼻咽喉科学）
（◇生化学（生化学））

第31回日本分子生
物学会 第81回日
本生化学会大会
合同大会

200812 片側内耳破壊後の前庭代償に
おけるラット小脳片葉タンパ
ク質のプロテオーム解析
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1 竹村　弘 感染症内科ｸﾘﾆｶﾙｽ
ﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

p.272-
274

200810 第5章. 抗菌薬投与の実際, 7.
抗菌薬の併用投与

2 竹村　弘 感染症内科ｸﾘﾆｶﾙｽ
ﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

p.425-
428

200810 第7章. 感染症内科ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
のｺﾂ, 3. 整形外科からのｺﾝｻﾙ
ﾃｰｼｮﾝ

1 ○Yoshikazu Ishii　○Kazuhiro Tateda
○Keizo Yamaguchi　◇Hideki Nakashima
◇Hiromu Takemura
（○Microbiology & Infectious Deseases,
Toho Univ.）
（◇The Japan Antimicrobial Resistance
Surveillance Participants Group
(JARS)）

Diagnostic
microbiology &
infectious
disease

60(2)
p.177-
183

200802 Evaluation of antimicrobial
susceptibility for B-
Lactams using the Etest
method against clinical
isolates from 100 medical
centers in Japan (2006)

2 ○Asai, D.　◇Kodama, B.K.
○Shoji, Y.　○Nakashima, H.
□Kawamura, K.　△Oishi, J.
△Kuramoto, M.　□Niidome, T.
□Katayama, Y.
（○Microbiology）
（◇CREST, Japan Science & Technology）
（□Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（△System Life Sciences, Kyushu
University）

Med. Chem. 4(4)p.38
6-391

200804 Drug delivery system based
on responses to an HIV
infectious signal.

3 竹村　弘 Medical
Practitice

25 (5)
p.865-
870

200805 感染症と抗菌薬の使いかた
《治療》1-d. 抗MRSA薬

4 竹村　弘 内科 102 (5)
p.270-
276

200805 髄膜炎の治療における抗菌薬

微生物学　著書

微生物学　誌上発表
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5 ○Hiroshi Sakagami　◇Kazue Satoh
□Haruka Fukamachi　□Takeshi Ikarashi
△Ai Shimizu　△Kazuyoshi Yano
▽Taisei Kanamoto　▽Shigemi Terakubo
▽Hideki Nakashima　☆Hideo Hasegawa
☆Akiko Nomura　◎Katsuaki Utsumi
◎Masaji Yamamoto　※Yuuichi Maeda
※Kenji Osawa
（○Division of Pharmacology, Meikai
University School of Dentistry）
（◇Anatomy, School of Medicine, Showa
University）
（□Oral Microbiology, School of
Dentistry, Showa University）
（△School of Bionics, Tokyo University
of Technology）
（▽Microbiology）
（☆The Japanese Association of
Clinical Research on Supplements
(JACRS)）
（◎Maruzen Co., Ltd.）
（※Lotte Co., Ltd.）

In Vivo 22 (3)
p.327-
332

200805 Anti-HIV and Vitamin C-
synergized Radical
Scavenging Activity of
Cacao Husk Lignin Fractions

6 竹村　弘 臨床検査 52 (6)
p.600-
602

200806 今月の表紙 臨床微生物検査
6. ﾚｼﾞｵﾈﾗ･ﾆｭｰﾓﾌｨﾗ

7 ○平潟洋一　◇柳原克紀　□松田淳一
◇泉川公一　△山口敏行　　竹村　弘
◇田中宏典　◇吉田良滋　◇青木志保
◇近藤　晃　◇山本和子　○賀来満夫
▽山口惠三　☆河野　茂
（○長崎大学医学部臨床検査医学,第二内
科,東北大学大学院内科病態学感染制御・検
査診断学）
（◇長崎大学医学部臨床検査医学,第二内
科）
（□長崎大学医学部臨床検査医学）
（△長崎大学医学部臨床検査医学,第二内
科,埼玉医科大学感染症科・感染制御科）
（▽長崎大学医学部臨床検査医学,第二内
科,東邦大学医学部微生物・感染症学）
（☆長崎大学医学部第二内科）

日本感染症学会雑
誌

82
p.285-
291

200807 長崎大学医学部・歯学部附属
病院検査部におけるﾒﾀﾛβ-ﾗｸﾀ
ﾏｰｾﾞ検出法と1991年から2005
年の15年間におけるﾒﾀﾛβ-ﾗｸﾀ
ﾏｰｾﾞ産生菌の分離状況

○Kang, J.H.　○Kuramoto, M.
○Tsuchiya, A.　○Toita, R.
◇Asai, D.　○Sato, T.Y.　○Mori, T.
○Niidome, T.　○Katayama, Y.
（○Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（◇Microbiology）

Eur. J. Mass
Spectrom.

14(4)
p.261-
265

200807 Correlation between
phosphorylation ratios by
MALDI-TOF MS analysis and
enzyme kinetics

アイソトープ研究施設

8
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9 ○Hiroshi Sakagami　◇Shigeru Amano
□Hirotaka Kikuchi　□Yukio Nakamura
△Reina Kuroshita　△Shigeru Watanabe
▽Kazue Satoh　☆Hideo Hasegawa
☆Akiko Nomura　◎Taisei Kanamoto
◎Shigemi Terakubo　◎Hideki Nakashima
※Sumiko Taniguchi　※Takaaki Oozumi
（○Meikai Pharmaco-Medical Laboratory
(MPL), Divisions of Pharmacology,
Meikai University School of Dentistry）
（◇Microbiology, Meikai University
School of Dentistry）
（□Endodontics, Meikai University
School of Dentistry）
（△Pediatric Dentistry, Meikai
University School of Dentistry）
（▽Department of Anatomy, School of
Medicine, Showa University）
（☆The Japanese Association of
Clinical Research on Supplements
(JACRS)）
（◎Microbiology）
（※Daiwa Biological Research Institute
Co., Ltd.）

In Vivo 22 (4)
p.471-
476

200807 Antiviral, Antibacterial
and Vitamin C-synergized
Radical-scavenging Activity
of Sasa senanensis Rehder
Extract

10 ○T. Yamazaki　◇H. Takemura
□M. Inoue　△M. Ogawa　△S. Ando
△K. Sato　△T. Kishimoto
（○Pediatrics, Saitama Med. Sch.,
1st Department of virology, National
Institution of Infectious Disease）
（◇Microbiology）
（□Pediatrics, Saitama Medical
School）
（△1st Department of virology,
National Institution of Infectious
Disease）

Journal of
Chemotherapy

20 (4)
p.428-
430

200808 The intracellular
accumulation of phagocytic
and epitherial cells and
the inhibitory effect on
Chlamydophila (Chlamydia)
pneumoniae of telithromycin
and comparator
antimicrobials

○Masahiro Otomo　○Kiyofumi Takahashi
◇Hiroshi Miyoshi　○Kenichi Osada
◇Hideki Nakashima　○Noboru Yamaguchi
（○Neuropsychiatry）
（◇Microbiology）

Biol. Pharm.
Bull.

31(8)p14
89-1495

200808 Some selective serotonin
reuptake inhibitors inhibit
dynamin I GTPase

12 浅井大輔　　中島秀喜 日本化学療法学会
雑誌

56(4)p.
538-542

200809 自殺遺伝子治療を目指した疾
患細胞選択的な遺伝子発現制
御法の開発

○Kang JH　◇Asai D　□Kim JH
○Mori T　○Toita R　○Tomiyama T
□Asami Y　○Oishi J　○Sato YT
○Niidome T　□Jun B　◇Nakashima H
○Katayama Y
（○Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（◇Microbiology）
（□Education, Nagasaki University）

J Am Chem Soc. 12;130(4
5)p.1490
6-14907

200810 Design of polymeric
carriers for cancer-
specific gene targeting:
utilization of abnormal
protein kinase Calpha
activation in cancer cells

先端医学研究施設(分子生物学部門)

11

アイソトープ研究施設

13
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14 ○Hiroshi Miyoshi　◇Hayato Okade

○Shinji Muto　□Noriko Suehiro
○Hideki Nakashima　◇Koji Tomoo
□Tomohide Natsuaki
（○Microbiology）
（◇Physical Chemistry,Osaka University
of Pharmaceutical Sciences）
（□Genomics Research Institute and
Faculty of Agriculture, Utsunomiya
University）

Biochimie 90(10)p.
1427-
1434

200810 Turnip mosaic virus VPg
interacts with Arabidopsis
thaliana eIF(iso)4E and
inhibits in vitro
translation

15 金本大成　　中島秀喜 予防医学 50 p.67-
72

200812 HIV感染症の現状

○Asai, D.　◇Kang, J-H.　□Toita, R.
□Tsuchiya, A.　◇Niidome, T.
○Nakashima, H.　◇Kayayama, Y.
（○Microbiology）
（◇Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（□System Life Sciences, Kyushu
University）

Nanoscale Res.
Lett.

4(3) p.
229-233

200901 Regulation of transgene
expression in tumor cells
by exploiting  endogenous
intracellular signals

17 ○Hayato Okade　○Yuki Fujita
○Saori Miyamoto　○Koji Tomoo
◇Shinji Muto　◇Hiroshi Miyoshi
□Tomohide Natsuaki
△Robert E. Rhoads　○Toshimasa Ishida
（○Physical Chemistry,Osaka University
of Pharmaceutical Sciences）
（◇Microbiology）
（□Genomics Research Institute and
Faculty of Agriculture, Utsunomiya
University）
（△Department of Biochemistry and
Molecular Biology, Louisiana State
University Health Sciences Center）

J. Biochem. 145
p.299?30
7

200903 Turnip Mosaic Virus Genome-
Linked Protein VPg Binds C-
Terminal Region of Cap-
Bound Initiation Factor 4E
Orthologue Without
Exhibiting Host Cellular
Specificity

○Asai, D.　◇Tsuchiya, A.
□Kang, J.H.　□Kawamura, K.
◇Oishi, J.　□Mori, T.　□Niidome, T.
○Shoji, Y.　○Nakashima, H.
□Katayama, Y.
（○Microbiology）
（◇System Life Sciences, Kyushu
University）
（□Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）

J. Gene Med. 11(7)
p.624-
632

200903 Inflammatory Cell-specific
Gene Regulation System
Responding to Iк-B Kinase
Beta Activation

アイソトープ研究施設

16

アイソトープ研究施設

18
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19 ○Kawamura, K.　◇Kuramoto, M
○Mori, T.　◇Toita, R.　◇Oishi, J.
○Sato, Y.　○Kang, J.H.　□Asai, D.
○Niidome, T.　○Katayama, Y.
（○Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（◇System Life Sciences, Kyushu
University）
（□Microbiology）

J. Biomater.
Sci. Polym. Ed.

20(7)
p967-980

200903 Molecular mechanism of
caspase-3-induced gene
expression of polyplexes
formed from polycations
grafted with cationic
substrate peptides.

20 中島秀喜　　金本大成 漆かぶれ -
Urushiol
dermatitis ? 紀
要

第2号 200903 文部科学省学術ﾌﾛﾝﾃｨｱ 次世代
の機能材料「漆」の高度利用
に関する学際的研究

21 ○Hiroshi Sakagami
○Ｋａｏｒｉ Kishino
○Masaki Kobayashi　○Ken Hashimoto
◇Satora Iida　◇Akiko Shimetani
◇Yuko Nakamura　□Keiso Takahashi
△Takeshi Ikarashi　△Haruka Fukamachi
▽Kazue Satoh　☆Hideki Nakashima
◎Takahisa Shimizu　◎Ken Takeda
※Shuji Watanabe　*1Wataru Nakamura
（○Divisions of Pharmacology, Meikai
University School of Dentistry）
（◇Divisions of Endodontics, Meikai
University School of Dentistry）
（□Periodontics, Conservative
Denistry, Ohu Univ. sch. Dent.）
（△Oral Microbiology, Sch. Dent.
Shouwa Univ.）
（▽Anatomy, Sch. Med. Shouwa Univ.）
（☆Microbiology）
（◎Tokyo University of Scienｃe）
（※Totsuka Dental Clinic）
（*1Nakamura Chiro Association）

In Vivo 23(2)p21
5-223

200903 Selective antibacterial and
apoptosis-modulating
activities of mastic

1 竹村　弘 第82回日本感染症
学会総会

200804 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ14 ｸｵﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ検査の
基礎と臨床：ｸｵﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ検査は
結核症診断に有用か？

2 金本大成　　浅井大輔　　中島秀喜 第82回日本感染症
学会総会

200804 細菌由来のｱﾙｷﾞﾆﾝ水解酵素に
よるﾘﾝﾊﾟ球増殖抑制

3 寺久保　繁美　　金本大成　　竹村　弘
嶋田甚五郎　　中島　秀喜

第82回日本感染症
学会総会

200804 ﾋﾄ口腔より分離した
Abiotrophia および
Granulicatella の薬剤感受性

4 ○姜貞勲　◇戸井田力　　浅井大輔
◇富山 哲朗　○森健　○新留琢郎
○片山 佳樹
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

遺伝子･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ研
究会 第8回ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200805 癌細胞特異的ｼｸﾞﾅﾙ応答型遺伝
子送達ｼｽﾃﾑ

微生物学　学会発表

- 31 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

5 ○片山佳樹　○姜貞勲　◇戸井田力
浅井大輔　○森健　○新留琢郎
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

日本ｹﾐｶﾙﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ
研究会 第3回年会

200805 人工遺伝子転写制御ｼｽﾃﾑを用
いる細胞内ｼｸﾞﾅﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ

6 ○姜貞勲　◇戸井田力　　浅井大輔
○森健　○新留琢郎　○片山佳樹
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

第17回化学とﾏｲｸ
ﾛ･ﾅﾉｼｽﾃﾑ研究会

200805 癌細胞を標的した細胞内ｼｸﾞﾅﾙ
応答型遺伝子送達ｼｽﾃﾑ

7 ○片山佳樹　○姜貞勲　○佐藤裕子
浅井大輔　◇大石潤　◇戸井田力
中島秀喜　□黒田俊一　□谷澤克行
○森健　○新留琢郎
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）
（□大阪大学産業科学研究所）

日本薬剤学会第23
回年会

200805 細胞内ｼｸﾞﾅﾙを利用する標的疾
患細胞特異的遺伝子送達

8 ○倉本政則　　浅井大輔　◇森健
◇新留琢郎　　東海林洋子　　中島秀喜
◇片山佳樹
（○九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）
（◇九州大学大学院工学研究院）

第57回高分子学会 200805 ｳｲﾙｽ感染細胞選択的な遺伝子
発現制御ｼｽﾃﾑの構築

浅井大輔　○倉本政則　◇森健
◇新留琢郎　　東海林洋子　◇片山佳樹
中島秀喜
（○九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）
（◇九州大学大学院工学研究院）

第24回日本DDS学
会学術集会

200806 HIV感染ｼｸﾞﾅﾙに応答する遺伝
子発現制御材料の開発

10 ○Kuramoto, M.　◇Asai, D.　□Mori, T.
□Niidome, T.　◇Nakashima, H.
□Katayama, Y.
（○System Life Sciences, Kyushu
University）
（◇Microbiology）
（□Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）

35th Annual
Meeting &
Expression of
the Controlled
Release Society

200807 A Novel Gene Carrier
Responding to Virus
Protease

○Asai, D.　◇Knag, J.H.　□Toita, R.
□Tomiyama, T.　◇Mori, T.
◇Niidome, T.　○Nakashima, H.
◇Katayama, Y.
（○Microbiology）
（◇Applied Chemistry, Faculty of
Engineering, Kyushu University）
（□System Life Sciences, Kyushu
University）

17th Meeting of
Methods in
Protein
Structure
Analysis

200808 Tumor intracellular signal-
targeting by application of
specific substrate peptide
for protein kinase

12 ○片山佳樹　○佐藤祐子　◇倉本政則
◇塩崎秀二郎　○姜貞勲　　浅井大輔
◇戸井田力　◇田中洋行　　中島秀喜
○森健　○新留琢郎
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

第57回高分子討論
会

200809 新規ｸﾛﾏﾁﾝ機能ﾓﾃﾞﾙ-遺伝子転
写を制御する高分子

先端医学研究施設(培養研究部門)

9

アイソトープ研究施設

11
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13 ○姜貞勲　◇戸井田力　◇富山哲郎
浅井大輔　○森健　○新留琢郎
○片山佳樹
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

第57回高分子討論
会

200809 がん細胞内環境を認識して遺
伝子発現制御を行う高分子-ﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞｺﾝｼﾞｭｹﾞｰﾄ

14 金本大成　　浅井大輔　　中島秀喜 第64回神奈川感染
症医学会

200809 Granulicatella elegans由来
のｱﾙｷﾞﾆﾝ水解酵素によるﾘﾝﾊﾟ
球増殖抑制

15 ○Hiroshi Miyoshi　◇Hayato Okade

○Shinji Muto　□Noriko Suehiro
○Hideki Nakashima　◇Koji Tomoo
□Tomohide Natsuaki
（○Microbiology）
（◇Physical Chemistry,Osaka University
of Pharmaceutical Sciences）
（□Genomics Research Institute and
Faculty of Agriculture, Utsunomiya
University）

The 12th
Conference on
Translational
Control held at
Cold Spring
Harbor
Laboratory
Meeting

200809 TuMV VPg interacts with A.
thaliana eIF(iso)4E and
inhibits in vitro
translation

16 ○Dixie J. Goss　○Mateen A.　Khan
◇Hiroshi Miyoshi　□Daniel R Gallie
（○Chemistry, Hunter College and the
Graduate Center of the City University
of New York）
（◇Microbiology）
（□Biochemistry, University of
California, Riverside）

The 12th
Conference on
Translational
Control held at
Cold Spring
Harbor
Laboratory
Meeting

200809 The role of potyvirus
genome-linked protein, VPg,
in cap-independent
translation: Interactions
with initiation factors and
IRES RNA

17 竹村　弘 第13回日本神経感
染症学会

200810 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1神経感染症の検査診
断Up to Date：ｸｵﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ検査
の基礎と臨床

18 浅井大輔　　三好洋　　中島秀喜 第56回日本ｳｲﾙｽ学
会学術集会

200810 抗ｳｲﾙｽ薬開発の新戦略-ｳｲﾙｽ感
染細胞特異的な遺伝子発現制
御法の創出

19 ○Hironori K. Nakamura
◇Taisei Kanamoto　◇Shigemi Terakubo
□Kota B. Kodama　◇Hideki Nakashima
○Kazuo Kuwata
（○Center for Emerging Infectious
Diseases, Gifu University）
（◇Microbiology）
（□Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Fukuoka University）

CBI(情報計算化学
生物学会) Annual
Meeting 2008
International
Symposium

200810 Small anti-HIV compounds
found with in silico
screening and MTT assay

20 ○Hiromu Takemura　○Shigemi Terakubo
○Satomi Yamazaki　◇Keiji Kanemitsu
□Mituo Kaku　○Jingoro Shimada
○Hideki Nakashima
（○Microbiology）
（◇Clinical Laboratory Medicine,
Fukushima Medical University）
（□Molecular Diagn, Tohoku
University）

48rd
Interscience
Conference on
Antimicrobial
Agents and
Chemotherapy

200810 In Vitro Antimicrobial
Activities of Sitafloxacin
in Combination with
Cefepime and Cefozopran
against Imipenem-resistant
Pseudomonas aeruginosa
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21 ○土谷享　　浅井大輔　◇姜貞勲　◇森健
◇新留琢郎　□根岸洋一　△鈴木亮
△丸山一雄　◇片山佳樹
（○九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）
（◇九州大学大学院工学研究院）
（□東京薬科大学）
（△帝京大学薬学部）

日本ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ学
会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2008

200811 細胞内ｼｸﾞﾅﾙ応答型遺伝子ｷｬﾘ
ﾔｰのｿﾉﾎﾟﾚｰｼｮﾝ法による高効率
な細胞導入

22 ○片山佳樹　○姜貞勲　　浅井大輔
◇戸井田力　◇倉本政則　◇富山哲郎
中島秀喜　○森健　○新留琢郎
（○九州大学大学院工学研究院）
（◇九州大学大学院ｼｽﾃﾑ生命科学府）

日本ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ学
会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2008

200811 細胞内ｼｸﾞﾅﾙ応答型遺伝子制御
型ｷｬﾘﾔｰの設計

23 ○T. Kodama　○M. Yanai
○Y. Takahashi　◇H. Takemura
○S. Fujitani
（○Emergency and Critical Medicine）
（◇Microbiology）

11th Western
Pacific Congress
on Chemotherapy
and Infectious
disease

200811 Successful reduction of
Pseudomonas aeruginosa
susceptibility in ICU with
use of CDC 12 steps
guideline

○大友雅弘　○高橋清文　　三好　洋
中島秀喜　○山口　登
（○神経精神科学）

第31回日本分子生
物学会年会

200812 SSRIによるdynamin I GTPase
活性の阻害

浅井大輔　○姜　貞勲　　三好　洋
○片山佳樹　　中島秀喜
（○九州大学大学院工学研究院）

第65回神奈川県感
染症医学会

200903 疾患細胞特異的な遺伝子発現
制御法の開発-第2報

先端医学研究施設(分子生物学部門)

24

アイソトープ研究施設

25
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1 松本直樹　　小林真一 34
Cardiovascular
and Renal
Diseases B
Treatment of
Ischemic Heart
Disease C
Treatment of
Heart Failure

587-593 200807 Drug　Benefits　and Risks
International Textbook of
Clinical Pharmacology

1 松本直樹 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 1(1):70-
83

200804 疾患特有の心電図をよむため
に:臨床応用篇
肥大型心筋症･拡張型心筋症

2 熊井俊夫 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3):19
9-205

200806 ｹﾞﾉﾑ医科学の医療への応用

3 武半優子　　柳田洋平　　熊井俊夫
渡辺実　　松本直樹　　小林真一

臨床薬理の進歩 29:93-
100

200807 CYP3A活性の個人差によるﾌﾟﾛﾄ
ﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙの代
謝への影響 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙによる
新規CYP3A活性評価法の確立

4 柳田洋平　　武半優子　　熊井俊夫
渡辺実　　松本直樹　　林幹人
小林真一

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)
:313-322

200808 ﾋﾄ肝薬物代謝酵素ﾁﾄｸﾛｰﾑ
P450(CYP)3A活性の新規評価法
としてのﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙの有用性

○浅野泰彦　○岩井信市　○岡崎雅子
熊井俊夫　◇宗正泰成　□大沼繁子
□田所衛　　小林真一　○小口勝司
（○昭和大学医学部第一薬理学）
（◇眼科学）
（□診断病理学）

Pathophysiology 15(3):15
7-166

200810 Matrix metalloproteinase-9
in spontaneously
hypertensive hyperlipidemic
rats.

○須田孝一　○岩井信市　○岡崎雅子
熊井俊夫　◇大沼繁子　○倉橋千佳
○大石修史　◇田所衛　　小林真一
○小口勝司
（○昭和大学医学部第一薬理学）
（◇診断病理学）

Showa University
Journal of
Medical Sciences

20(4)187
-197

200812 Pioglitazone Modulates
Plasma MMP-9 and TIMP-1
Activities in Spontaneously
hypertensive Hyperlipidemic
Rats Fed a High-fat Diet
Plus Sucrose Solution

7 ○関塚宏光　　松本直樹　○岸良示
○長田圭三　○龍祥之助　○渡邊義之
○西尾智　○米山喜平　○石川由香子
○中野恵美　○松田央郎　○原田智雄
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6):53
7-544

200812 心房細動発症の原因が携帯型
心電図記憶伝送装置により判
明した1例

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

6

薬理学　著書

薬理学　誌上発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

5
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○戸澤晃子　　熊井俊夫　○小泉宏隆
◇西川裕之　　小林真一　○田所衛
（○診断病理学）
（◇大学院附属研究施設）

Hum Pathol. 40(1):41
-49

200901 Overexpression of Heat
Shock Protein 27 in
Squamous Cell Carcinoma of
the Uterine Cervix: a
Proteomic Analysis Using
Archival Formalin-fixed,
Paraffin-embedded Tissues.

○藤野博美　○北岡康史　○林泰博
○宗正泰成　○武田裕行　　熊井俊夫
小林真一　○上野聰樹
（○眼科学）

Acta Neuropathol 117(1):7
5?84

200901 Axonal Protection by Brain-
derived Neurotrophic Factor
Associated with CREB
Phosphorylation in Tumor
Necrosis Factor-alpha-
induced Optic Nerve
degeneration.

10 ○金子睦雄　○米山達哉　○山来貴
○磯部律元　◇中沢潔　◇南家俊彦
◇岸良示　◇三宅良彦　□桜井庸晴
松本直樹　△西崎光弘　▽岡本登
☆渡邊佳彦
（○フクダ電子株式会社技術研究セン
ター）
（◇内科学（循環器内科））
（□臨床検査部）
（△横浜南共済病院循環器内科）
（▽愛知三の丸病院）
（☆名駅前診療所保健医療センター）

心電図 (29):59-
68

200902 誘導合成法を用いたBrugada型
心電図自動検出の検討

熊井俊夫　○田中政巳　　渡辺実
小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎(NASH)ﾓﾃﾞﾙ
としての高血糖誘発高血圧高
脂血症自然発症ﾗｯﾄの有用性に
ついて

2 ○石川由香子　○岸良示　○南家俊彦
○長田圭三　○龍祥之助　○渡邊義之
○西尾智　○松田央郎　○齋藤良子
○三宅良彦　　松本直樹　◇桜井庸晴
（○内科学（循環器内科））
（◇臨床検査部）

第23回日本不整脈
学会学術大会

200805 Brugada型心電図検出のための
V1-3誘導一肋間上波形合成ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑの検討

3 松本直樹 第25回日本TDM学
会･学術大会

200806 AAD治療にTDMは必要である

4 ○関塚宏光　　松本直樹　○岸良示
○長田圭三　○龍祥之助　○渡邊義之
○西尾智　○米山喜平　○石川由香子
○三宅良彦　○松田央郎
（○内科学（循環器内科））

第13回神奈川臨床
不整脈ﾌｫｰﾗﾑ

200807 心房細動で来院する患者が実
は心室頻拍から誘発される事
が携帯式伝送心電計により判
明した1例

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

9

薬理学　学会発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

1

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

8
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5 ○松田央郎　○原田智雄　○中野恵美
○高井学　○藤田禎規　○佐々木俊雄
○水野幸一　○石川由香子　○西尾智
○渡邊義之　○龍祥之助　○長田圭三
○岸良示　○三宅良彦　　松本直樹
（○内科学（循環器内科））

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200807 ﾎﾙﾀｰ心電図にて自然発生心室
細動が記録されtriggerとなる
心室性期外収縮に対してｶﾃｰﾃﾙ
ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝを施行した一例

6 ○関塚宏光　　松本直樹　○岸良示
○長田圭三　○龍祥之助　○西尾智
○松田央郎　○石川由香子　○立石美和
○齋藤良子　○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200807 心室頻拍により心房細動が続
発するﾒｶﾆｽﾞﾑが携帯型心電計
(ｶﾙｼﾞﾌｫﾝ)と植え込み型除細動
器によって明らかとなった1例

○富田由里　○岩井信市　　熊井俊夫
○倉橋千佳　○坪井麻与　○由良明彦
小林真一　○小口勝司
（○昭和大学医学部第一薬理学）

第13回病態と治療
におけるﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ
とｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ学会

200808 高血圧高脂血症自然発症ﾗｯﾄに
おける酸化ｽﾄﾚｽによるﾏﾄﾘｯｸｽﾒ
ﾀﾛﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ-9の誘導

○石川由香子　　松本直樹　○齋藤良子
熊井俊夫　○三宅良彦　　小林真一
（○内科学（循環器内科））

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Pioglitazone Improves
Dyslipidemia and Visceral
Fat Deposition in Metabolic
Syndrome Model Rats

竹ノ下祥子　　熊井俊夫　　武半優子
松本直樹　　張本敏江　　小林真一

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Characterization of
Cytochrome P450 mRNA
Expression Pattern in Human
Small Intestine of Japanese

10 武半優子　　柳田洋平　　渡辺実
熊井俊夫　　松本直樹　　林幹人
○都築慶光　　小林真一
（○小児科学）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Establishment of Novel
Assay for Human CYP3A
Activity by Measuring of
Lansoprazole Metabolite

渡辺実　　熊井俊夫　　松本直樹
○田中政巳　　武半優子　　小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Effects of Hesperidin: A
Component of Orange Juice
on the Pharmacokinetics of
Pravastatin and on the
Expression of Pravastatin
Transporters in Rat Small
Intestine and Liver

○齋藤良子　　熊井俊夫　　松本直樹
武半優子　　渡辺実　　竹ノ下祥子
○武者春樹　○三宅良彦　　小林真一
（○内科学（循環器内科））

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Pitavastatin Improves
Glucose Intolerance and
Lipid Deposition of Aorta
in Metabolic Syndrome Model
Rats

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

12

先端医学研究施設(分子生物学部門)

9

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

11

実験動物飼育管理研究施設

7

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

8
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13 松本直樹　○桜井庸晴　◇新井淑史
◇長谷川節男　□石川由香子　△金子睦雄
□齋藤良子　　武半優子　□岸良示
□三宅良彦　　小林真一
（○臨床検査部）
（◇関野臨床薬理クリニック）
（□内科学（循環器内科））
（△フクダ電子株式会社技術研究セン
ター）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Surveillance of Brugada
type ECG for Drug
Development at Phase I
Clinical Trial Unit by
Newly Determined Automatic
Diagnosis Protocol

○富田由里　○岩井信市　　熊井俊夫
◇大沼繁子　○倉橋千佳　○坪井麻与
○由良明彦　◇小池淳樹　　小林真一
○小口勝司
（○昭和大学医学部第一薬理学）
（◇診断病理学）

第119回日本薬理
学会関東部会

200810 高血圧高脂血症自然発症ﾗｯﾄに
おける酸化ｽﾄﾚｽの影響

熊井俊夫　　渡辺実　　武半優子
○小池淳樹　◇岩井信市　◇小口勝司
小林真一
（○診断病理学）
（◇昭和大学医学部第一薬理学）

第119回日本薬理
学会関東部会

200810 高血糖誘発高血圧高脂血症自
然発症ﾗｯﾄの非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝
炎(NASH)としての病理学的変
化

○野部浩司　○藤井瑛子　○本田一男
◇岩井信市　◇小口勝司　　熊井俊夫
小林真一
（○昭和大学薬学部薬理学）
（◇昭和大学医学部第一薬理学）

第119回日本薬理
学会関東部会

200810 高血圧高脂血症併発ﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄに
おける膀胱平滑筋機能変化へ
の高脂肪食･蔗糖負荷の影響

17 竹ノ下祥子 第119回日本薬理
学会関東部会

200810 ﾋﾄ試料を研究利用するための
倫理的ｼｽﾃﾑの構築

18 松本直樹 第8回CRCと臨床試
験のあり方を考え
る会議2008in金沢

200810 日本の治験はｱｼﾞｱ諸国に劣る
か?

19 竹ノ下祥子　　松本直樹　○小林千加
張本敏江　○赤井恵美　○澤村有香
○角本享子　○小池典子　○森下真千子
○増原直子　○寺田淳　　小林真一
（○治験管理室）

第8回CRCと臨床試
験のあり方を考え
る会議2009in金沢

200810 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ台湾の規制当局及び
治験実施医療機関の視察報告

熊井俊夫　　武半優子　　渡辺実
○中野浩　◇奥瀬千晃　○大坪毅人
◇伊東文生　　小林真一
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

The 36th Meeting
of the
International
Society of
Oncology and
BioMarkersISOBM
2008

200810 Rho Kinase is Increased in
Tumaor Surrounding Liver
Tissue with Hepatocellular
Carcinoma Patients

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)　先端医学研究施
設(プロテオミクス研究部門)

20

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

15

実験動物飼育管理研究施設

16

実験動物飼育管理研究施設

14
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21 松本直樹　○岸良示　◇桜井庸晴
□金子睦雄　□米山達哉　△新井淑史
△長谷川節男　▽中沢潔　○長田圭三
○龍祥之助　○石川由香子　○渡邊義之
○西尾智　○南家俊彦　　小林真一
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））
（◇臨床検査部）
（□フクダ電子株式会社技術研究セン
ター）
（△関野臨床薬理クリニック）
（▽麻生病院内科）

第25回日本心電学
会学術集会

200811 健常若年男性における右側胸
部誘導一肋間上方記録心電図
の基礎的ﾊﾟﾗﾒｰﾀの検討

22 ○石川由香子　　松本直樹　◇桜井庸晴
○中沢潔　□金子睦雄　□米山達哉
□山来貴　○岸良示　○南家俊彦
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））
（◇臨床検査部）
（□フクダ電子株式会社技術研究セン
ター）

第25回日本心電学
会学術集会

200811 健常男性対象に施行した合成
心電図法によるBrugada型心電
図検出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検証

熊井俊夫　　松本直樹　　小林真一 第12回日本心血管
内分泌代謝学会総
会

200811 高血糖誘発高血圧高脂血症自
然発症ﾗｯﾄの血管壁酸化ｽﾄﾚｽ消
去系の変化

24 ○中野恵美　○原田智雄　○佐々木俊雄
○水野幸一　　松本直樹　○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

Scientific
sesseion 2008
American Heart
Association

200811 Identification of Unusual
Reentry Circuit Sites of
Non-Ischemic Left
Ventricular Outflow Tract
Tachycardia

熊井俊夫　○岩井信市　○小口勝司
小林真一
（○昭和大学医学部第一薬理学）

第44回高血圧関連
疾患ﾓﾃﾞﾙ学会学術
総会

200811 生活習慣病ﾓﾃﾞﾙﾗｯﾄ(高血糖誘
発高血圧高血脂血症自然発症
ﾗｯﾄ)における非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝
炎(NASH)について

熊井俊夫 第44回高血圧関連
疾患ﾓﾃﾞﾙ学会学術
総会

200811 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ治療戦略にお
けるﾓﾃﾞﾙ動物の利用

27 ○永島里美　○清水万紀子　○永野卓
○古泉良　○村山典恵　　熊井俊夫
小林真一　○山崎浩史
（○昭和薬科大学薬物動態学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 日本人肝におけるﾌﾗﾋﾞﾝ含有ﾓﾉ
ｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ3の個人差

28 熊井俊夫　　松本直樹　　竹ノ下祥子
○木村健二郎　◇中野重行　□藤村昭夫
小林真一
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇大分大学医学部創薬育薬医学）
（□自治医科大学臨床薬理学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 全国医療機関における医師・
CRC・IRB委員に対する治験教
育の現状　全国300床以上の医
療機関を対象としたアンケー
ト調査を基に

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

25

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

26

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

23
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林幹人　　竹ノ下祥子　　熊井俊夫
○田中政巳　　松本直樹　　武半優子
渡辺実　◇中野浩　◇大坪毅人
小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 日本人小腸における
CYP2C19mRNA発現量と遺伝子多
型の関係

竹ノ下祥子　　林幹人　　熊井俊夫
武半優子　　渡辺実　　張本敏江
松本直樹　○田中政巳　◇朝倉武士
◇大坪毅人　　小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 日本人小腸における
CYP2D6mRNA発現量に及ぼす遺
伝子多型の影響

武半優子　　熊井俊夫　　渡辺実
竹ノ下祥子　　松本直樹　　林幹人
小林真一

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 Rhoｷﾅｰｾﾞ阻害薬ﾌｧｽｼﾞﾙによるﾋ
ﾄ肝細胞癌細胞のｱﾎﾟﾄｰｼｽ機構

32 松本直樹　○新井淑史　○長谷川節雄
◇桜井庸晴　□石川由香子　△金子睦雄
△米山達哉　□岸良示　□中沢潔
□三宅良彦　　武半優子　　小林真一
（○関野臨床薬理クリニック）
（◇臨床検査部）
（□内科学（循環器内科））
（△フクダ電子株式会社技術研究セン
ター）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 第I相治験施設における
Brugada型心電図の出現頻度解
析

○都築慶光　　武半優子　○水野将徳
○麻生健太郎　○村野浩太郎　　熊井俊夫
松本直樹　　小林真一
（○小児科学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 経母体的ｸﾞﾙｺｺﾙﾁｺｲﾄﾞ投与によ
る胎児ﾗｯﾄの心筋ﾄﾛﾎﾟﾆﾝ蛋白へ
の影響

○佐藤均　◇横見出　□荻原 秀明
□河野 隆志　□横田 淳
（○東京大学大学院新領域創成科学研究
科）
（◇薬理学）
（□国立がんセンター研究所生物学部）

The 3rd Asian
Chromosome
Colloquim 2008

200812 Comparative Fiber FISH
Analysis of the Transfected
gene in Human Lung Tumor
Cell Line, H1299

熊井俊夫　　渡辺実　　武半優子
○大沼繁子　○小池淳樹　　小林真一
（○診断病理学）

第82回日本薬理学
会年会

200903 非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎(NASH)ﾓﾃﾞﾙ
における肝臓中MCP1発現増加
とﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝの影響

武半優子　　熊井俊夫　　松本直樹
竹ノ下祥子　　小林真一

第82回日本薬理学
会年会

200903 肝細胞癌の病態におけるIL-16
の関与

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)

36

実験動物飼育管理研究施設

34

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

35

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)

31

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

33

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

29

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

30
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○田中政巳　◇横見出　　渡辺実
□須藤カツ子　△佐藤均　▽五十嵐恒雄
▽関あづさ　　小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇薬理学）
（□東京医科大学 動物実験センター）
（△東京大学大学院新領域創成科学研究
科）
（▽ハムリー㈱）

第82回日本薬理学
会年会

200903 自然発症軟骨石灰化不全ﾗｯﾄ
(CCIﾗｯﾄ)の骨化異常と遺伝子
発現

渡辺実　　松本直樹　　熊井俊夫
○三谷康正　○林崎良英　　小林真一
（○理化学研究所 横浜研究所）

第82回日本薬理学
会年会

200903 日本人でのSMAP法による
CYP2C9*3とVKORC1の一塩基多
型(SNP)検出とﾜﾙﾌｧﾘﾝ投与量と
の関係について

先端医学研究施設(分子生物学部門)

38

実験動物飼育管理研究施設

37
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番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 Kazuhiko Nara　○Manae S. Kurokawa
Shunmei Chiba　　Hideshi Yoshikawa
◇Satoshi Tsukikawa
□Takahide Matsuda　　Noboru Suzuki
（○生化学（生化学））
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□内科学（総合診療内科））

Clinical and
Experimental
Immunology

152(2)
P.245-
251

200805 Involvement of innate
immunity in the
pathogenesis of intestinal
Behcet's disease

2 Jun Shimizu　○Akihito Inatsu
○Eiichi Shimizu　○Satoshi Oshima
○Hiroko Yasuda　○Humihiko Hirata
○Takao Kubota
（○自衛隊中央病院）

Clinical
Nephrology

70(4)
P.348-
353

200810 Hyperkalemia in familial
mitochondrial cytopathy

3 Jun Shimizu　○Akihito Inatsu
○Shigeto Takeshima　○Yoshiaki Tanaka
○Satoshi Oshima　○Takao Kubota
Noboru Suzuki
（○自衛隊中央病院）

Inflammation and
Regeneration

28(6)
P.543-
547

200811 A clinicopathologic
evaluation of renal artery
stenosis with abdominal
aortic aneurysm

4 Shunmei Chiba　○Young Mool Lee
○Wenbo Zhiu　○Curt R Freet
（○University of Corolado Heaith
Science Center）

STEM CELLS 26
P.2810-
2820

200811 Noggin Enhances Dopamine
Neuron Production from
Humam Embryonic Stem Cells
and Improves Behavioral
Outcome After
Transplantation into
Parkinsonian Rats

5 ○Satoshi Suzuki　○Takemi Matsui
○Hiroshi Kawahara　○Hiroto Ichiki
Jun Shimizu　○Yoko Kondo
○Shingi Goto　○Hirofumi Yura
○Bonpei Takase　○Masayuki Ishihara
（○首都大学東京）

Med Biol Eng
Comput

47
P.101-
105

200901 A non-contact vital sign
monitoring system for
ambulances using dual-
frequency microwave raders.
Med Biol Eng Comput

6 ○稲津昭仁　○木下　学　　清水潤
○関修司
（○防衛医科大学）

臨床免疫･ｱﾚﾙｷﾞｰ
科

51
P.187-
195

200902 CRPの炎症性サイトカインの産
生抑制．臨床免疫

1 Kazuhiko nara　○Manae Kurokawa
◇Takehide Matsuda　　Noboru Suzuki
（○生化学（生化学））
（◇内科学（総合診療内科））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･第17回国
際ﾘｳﾏﾁｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200804 microphage may be
responsible for the
development of neuro-
Bechet's disease

○Hiroki Ueno　◇Manae S Kurokawa
○Yuta Kumagai　　Maki Kayama
○Ryusuke Homma　□Chieko Masuda
Erika Takada　△Kazuo Tubota
○Satoki Ueno　　Noboru Suzuki
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□難病治療研究センター）
（△慶應義塾大学）

The Association
for Research in
vision and
Ophthalmology
2008

200804 Development of corneal
epithelial  cell sheets
derived from mouse
embryonic stem (ES) cells
transfected with Pax6 gene

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

2

免疫学・病害動物学　誌上発表

免疫学・病害動物学　学会発表

- 42 -
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誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

Maki Kayama　○Manae S Kurokawa
Yuji Ueda　◇Hiroki Ueno
◇Yuta Kumagai　□Chieko Masuda
Erika Takada　　Reiko Tago
◇Satoki Ueno　　Noboru Suzuki
（○生化学（生化学））
（◇眼科学）
（□難病治療研究センター）

The Association
for Research in
vision and
Ophthalmology
2008

200804 Subretinal Transplantation
of  Embryonic Stem Cell
Derived Neuroretinal Cells
to Mice With  Optic Nerve
Injury

○Yuta Kumagai　◇Manae S Kurokawa
○Hiroki Ueno　　Maki Kayama
□Kazuo Tubota　△Norio Nakatsuji
▽Yasushi Kondo　○Satoki Ueno
Noboru Suzuki
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□慶應義塾大学）
（△京都大学）
（▽田辺製薬株式会社）

The Association
for Research in
vision and
Ophthalmology
2008

200804 Induction of Corneal
Epithelium-Like Cells From
Non Human Primate Embryonic
Stem Cells and Their
Experimental
Transplantation to Damaged
Cornea

5 清水潤　○清水栄一　○稲津昭仁
○大嶋智　○久保田孝雄
（○自衛隊中央病院）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 CKD患者の生理的な腎機能変動
を規定する因子について

6 奈良和彦　○黒川真奈絵　◇松田隆秀
鈴木登
（○生化学（生化学））
（◇内科学（総合診療内科））

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 神経ベーチェット病における
病変部ＴＮＦα産生細胞の検
討

千葉俊明　　加藤由理子　○谷口泰造
鈴木登
（○姫路獨協大学）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 N279Kﾀｳ遺伝子を発見する認知
症デルマウスSJLBの組織学的
検討

○上野宏樹　◇黒川真奈絵　　嘉山真紀
○熊谷悠太　○本間龍介　□坪田一男
○上野聰樹　　鈴木登
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□慶應義塾大学）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 マウス胚性幹細胞由来角膜上
皮様細胞による角膜損傷モデ
ルの移植治療

嘉山真紀　○黒川真奈絵　◇上野宏樹
◇熊谷悠太　　千葉俊明　◇上野聰樹
鈴木登
（○生化学（生化学））
（◇眼科学）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 マウス胚性幹細胞由来網膜前
駆細胞を用いた視神経損傷モ
デルマウスに対する移植の検
討

○熊谷悠太　◇黒川真奈絵　○上野宏樹
嘉山真紀　□坪田一男　△中辻憲夫
▽仁藤新治　○上野聰樹　　鈴木登
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□慶應義塾大学）
（△京都大学）
（▽田辺製薬株式会社）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 カニクイザルES細胞を用いた
角膜上皮様細胞の分化誘導及
び角膜移植への応用

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

10

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

8

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

9

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

4

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

7

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

3
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番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

11 Noboru Suzuki　　Kazuhiko Nara
○Manae S Kurokawa　　Shunmei Chiba
◇Takahide Matsuda
Hideshi Yoshikawa　　Jun Shimizu
（○生化学（生化学））
（◇内科学（総合診療内科））

MEDICAL -EXPO
2008 in APLAR's
World

200809 Innate immunity and Th1
cell responses in the
pathogenesis of intestinal
Behcet's disease

12 ○Akihito Inatsu　○Manabu Kinoshita
Jun Shimizu　○Nariyoshi Shinomiya
○Daizo Saito　○Shugi Seki
○Seiichi Tamai
（○防衛医科大学）

第38回日本免疫学
会学術集会

200812 A novel immunologic
mechanism of C-reactive
protein for enhancing the
host defense in mice

嘉山真紀　　千葉俊明　○熊谷悠太
高田えりか　　加藤由理子　◇田所衛
○上野聰樹　　鈴木登
（○眼科学）
（◇診断病理学）

第8回日本再生医
療学会総会

200903 pax６遺伝子導入によるマウス
胚性幹細胞の網膜神経前駆細
胞への分化誘導

加藤由理子　　嘉山真紀　　千葉俊明
高田えりか　　廣津千恵子　　鈴木登

第8回日本再生医
療学会総会

200903 ｐａｘ６導入マウスＥＳ細胞
由来の網膜神経前駆細胞を用
いた網膜神経細胞の分化機序
の解析

○熊谷悠太　◇黒川真奈絵　○上野宏樹
嘉山真紀　□坪田一男　△中辻憲夫
▽近藤靖　○上野聰樹　　鈴木登
（○眼科学）
（◇生化学（生化学））
（□慶應義塾大学）
（△京都大学）
（▽秋田県立脳血管研究センター）

第8回日本再生医
療学会総会

200903 カニクイザルＥＳ細胞の角膜
上皮細胞への分化誘導及び移
植への応用

○藤井厚司　　千葉俊明　○別府諸兄
鈴木登
（○整形外科学）

第8回日本再生医
療学会総会

200903 ｉＰＳ細胞を用いたSpinal
motor neuronの分化誘導と移
植治療での検討

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

16

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

14

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

15

先端医学研究施設(再生医学研究部門)

13
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番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 前田一郎 科学的根拠に基づ
く乳癌診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ 4 検診･診断

p.58-66 200809 16:針生検におけるﾎﾙﾓﾝ受容
体，HER-2の検索は勧められる
か　17：石灰化を伴う非触知
乳癌の確定診断にｽﾃﾚｵｶﾞｲﾄﾞ下
ﾏﾝﾓﾄｰﾑ生検は勧められるか
18:治療方針決定に浸潤性乳管
癌の病理学的悪性度評価は勧
められるか

1 ○宮崎賢澄　○小林慎二郎　○四万村司
○須田直史　○牧角良二　○櫻井丈
○片桐秀元　○月川賢　○宮島伸宜
有泉泰　　高木正之　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本臨床外科学会
雑誌

69(4)p.9
84

200804 悪性腫瘍との鑑別が困難で
あった回盲部炎症性腫瘤の1例

2 ○長江秀樹　○川瀬弘一　○北川博昭
◇藤脇伸一郎　□飯田智博　△斉藤寿一郎
小泉宏隆
（○外科学（小児外科））
（◇放射線医学）
（□西部病院 産婦人科）
（△産婦人科学（産科））

日本小児外科学雑
誌

44(2)p.1
86

200804 卵巣広汎性浮腫による小児卵
巣茎捻転の1例

3 ○福永恵　　小池淳樹
（○豊中市立豊中病院腎臓内科）

日本腎臓学会誌 50(3)p.2
46

200804 病理組織学的診断に苦慮して
いるApolipoproteinE変異を伴
う慢性糸球体腎炎の1症例

4 ○小林稔　○鈴木通博　○池田裕喜
○高橋秀明　○山田典栄　○岡本賢
○片倉芳樹　○松本伸行　○奥瀬千晃
小池淳樹　◇佐瀬茂　□前山史朗
○飯野四郎　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇東邦大学医療センター大森病院救命救
急センター）
（□非常勤講師）

肝臓 49(1)p.3
91

200804 Xenon-CTを用いた肝脂肪化お
よび血流量測定によるNASHの
病態評価

5 ○京井玲奈　◇小林慎二郎　◇田中一郎
◇田中圭一　◇木村正之　◇佐治攻
◇濱谷昌弘　◇陣内祐二　　干川晶弘
□田所衛　◇大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□聖マリアンナ医科大学）

日本臨床外科学会
雑誌

69(4)p.9
81

200804 胃癌術後副腎転移の1例

6 ○浜辺太郎　○朝倉武士　◇徳山承明
○川嶋八也　○榎本武治　○戸部直孝
□平石哲也　△遠藤仁　○佐々木貴浩
○小泉哲　○渡邉泰治　○中野浩
小田中美恵子　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（神経内科））
（□内科学（消化器・肝臓内科））
（△外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

69(4)p.9
85

200804 S状結腸癌術後異時性孤立性脾
臓転移の1手術例

診断病理学　著書

診断病理学　誌上発表
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番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

7 ○Imamura K　○Ehara N　◇Inada Y
○Kanemaki Y　□Okamoto J　　Maeda I
△Miyamoto K　△Ogata H　△Kawamoto H
○Nakajima Y　△Fukuda M　△Umetani K
○Uesugi K
（○放射線医学）
（◇物理学）
（□内科学（腎臓・高血圧内科））
（△外科学（乳腺・内分泌外科））

American journal
of roentgenology

190(4)p.
234-236

200804 Microcalcifications of
breast tissue:appearance on
synchrotron radiation
imaging with 6-microm
resolution.

8 ○末木志奈　○村尾命　○関谷秀介
○島芳憲　　小泉宏隆　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

日本透析医学会雑
誌

41(1)p.4
18

200805 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫を合併し著名な高ｶ
ﾙｼｳﾑ血症を来たした多発性嚢
胞腎の一例

9 ○春日井滋　○渡辺昭司　○赤澤吉弘
○大塚崇志　○肥塚泉　　小池淳樹
（○耳鼻咽喉科学）

頭頸部癌 34(2)p.2
03

200805 耳下腺多形腺腫再発症例の検
討

10 ○中島久弥　◇笹生豊　◇三浦竹彦
◇別府諸兄　　土居正知　　干川晶弘
高木正之　□橘川薫
（○中島整形外科）
（◇整形外科学）
（□放射線医学）

日本整形外科学会
雑誌

82(6)p.8
43

200806 馬尾に発生した傍神経節腫の1
例

11 ○比留川実沙　○延山誠一　◇登坂祐佳
○木田博隆　○石川文月　○西根広樹
○中村美保　○石田敦子　○大重雅寛
○佐治淳子　○井上健男　○星野誠
○峯下昌道　○白川妙子　○宮澤輝臣
干川晶弘　　高木正之　□安藤正志
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□健康科学大学 理学療法学科）

肺癌 48(3)p.2
36

200806 肺病変より発見、診断に結び
ついたPNET(Primitive
Neuroectodermal Tumor)の1例

12 ○小林慎二郎　○朝倉武士　○川嶋八也
○佐々木貴治　○榎本武治　○戸部直孝
○小泉哲　○渡邊泰治　○中野浩
有泉泰　　小池淳樹　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

膵臓 23(3)p.4
35

200806 術前診断に苦慮した主膵管浸
潤を伴った非機能性膵内分泌
腫瘍の1例

13 ○亀井奈津子　○陣内祐二　○畑地慶三
○濱谷昌弘　○田中圭一　○田中一郎
○大坪毅人　　小田中美恵子　　高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））

日本消化器外科学
会雑誌

41(7)p.1
543

200807 小腸異所膵による腸重積の1例

14 ○宮崎賢澄　○小林慎二郎　○四万村司
○須田直史　○牧角良二　○月川賢
○宮島伸宜　○大坪毅人　　小池淳樹
高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））

日本消化器外科学
会雑誌

41(7)p.1
402

200807 大腸憩室炎によるS状結腸膣瘻
の1例

15 ○佐々木貴浩　○三井寛之　◇遠藤仁
◇三浦和裕　○小泉哲　○渡邉泰治
○中野浩　○大坪毅人　　小池淳樹
高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

日本消化器外科学
会雑誌

41(7)p.1
366

200807 脾破裂を契機に発見された
malignant solitary fibrous
tumor(MSFT)の1例
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16 ○青葉剛史　　小池淳樹　　小泉宏隆
高木正之　◇田所衛
（○外科学（小児外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）

神奈川医学会雑誌 35(2)p.2
84

200807 新生児重症低血糖症の一例

17 ○三井寛之　◇三浦和裕　○川嶋八也
○佐々木貴浩　○榎本武治　○戸部直孝
○小泉哲　○渡邉泰治　○朝倉武士
○中野浩　○大坪毅人　　小池淳樹
高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

69(7)p.1
850

200807 脾破裂を契機に発見された悪
性孤立性線維性腫瘍の1例

18 ○陣内祐二　○田中一郎　○亀井奈津子
○畑地慶三　○諏訪敏之　○濱谷昌弘
○田中圭一　○大坪毅人　　小池淳樹
◇田所衛
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）

日本消化器外科学
会雑誌

41(7)p.1
438

200807 胃切除既往のないgastritis
cystica profunda(GCP)に胃癌
が併存した2例

19 ○青葉剛史　　小池淳樹　○北川博昭
◇Pringlekevin C　○長江秀樹
（○外科学（小児外科））
（◇ニュージーランドオタゴ大学）

発達腎研究会誌 16(1)p.3
6-38

200807 ﾋﾂｼﾞ胎仔の正常および尿路閉
塞ﾓﾃﾞﾙにおける尿細管上皮細
胞のCD10発現に関する検討

20 ○Okamoto K　○Kurihara Y　○Imamura K
○Kanemaki Y　○Nakajima Y　◇Fukuda M
Maeda I
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

Breast Journal 14(4)p.3
76-378

200807 Desmoid tumor of the
breast:the role of proton
magnetic resonance
spectroscopy for a benign
lesion mimicking a
malignancy.

21 前田一郎　　小田中美恵子　　小池淳樹
干川晶弘　○緒方晴樹　○太田智彦
○福田護　　高木正之
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)p.3
49-353

200808 乳房皮下に発生した
superficial angiomyxoma
with epithelial componentの
1例

22 ○阿部恒介　○清水弘之　○石井庄次
○増田敏光　◇小宅雄一郎　○増澤通永
○別府諸兄　　高木正之
（○整形外科学）
（◇川崎市立多摩病院 整形外科）

日本整形外科学会
雑誌

82(8)p.1
221

200808 血管柄付き骨膜と多血小板血
漿の併用による骨形成能につ
いて

23 ○比留川実沙　○延山誠一　○佐治淳子
干川晶弘　　高木正之　◇安藤正志
○宮澤輝臣　□廣島健三
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇健康科学大学 理学療法学科）
（□千葉大学大学院医学研究院診断病理
学）

肺癌 48(4)p.3
41-342

200808 胸部異常陰影で発見された
Primitive Neuroectodermal
Tumorの1例

24 ○熊井俊夫　　大沼繁子　○渡辺実
○武半優子　○松本直樹　　高木正之
◇田所衛　○小林真一
（○薬理学）
（◇聖マリアンナ医科大学）

日本薬理学雑誌 132(2)p.
5

200808 非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎(NASH)ﾓﾃﾞﾙ
の肝臓中ｼｸﾞﾅﾙ伝達系の変化と
ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝの影響
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25 ○石井俊哉　○鈴木通博　○松本伸行
○山田典栄　○岡本賢　○池田裕喜
○小林稔　○高橋秀明　○片倉芳樹
○松永光太郎　○奥瀬千晃　　小池淳樹
◇四柳宏　□前山史朗　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇東京大学医学部感染症内科）
（□非常勤講師）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)p.2
93-301

200808 当院における非B非C型肝細胞
癌の臨床的背景の変遷

26 ○横道憲幸　○近藤春裕　○大原樹
○鈴木直　　小野晃子　◇星川咲子
小池淳樹　　高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇病院病理部）

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.6
39

200809 卵巣原発移行上皮癌の一例

27 ○島田直樹　○久保泰子　○安田玲子
小泉宏隆　◇西川徹　　前田一郎
高木正之
（○西部病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.6
20

200809 乳腺に発生した脂肪肉腫の1例

28 ○楾清美　○腰高豊　○山田美保
○後藤友里　○阿部光文　　大沼繁子
半田留美子　　前田一郎　　干川晶弘
高木正之
（○町田市民病院病理検査室）

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.6
05

200809 乳腺Spindle cell carcinoma
の1例

29 ○福島美由紀　○草苅宏有　○星川咲子
前田一郎　　高木正之
（○病院病理部）

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.6
02

200809 乳腺分泌癌の1例

30 半田留美子　○福島美由紀　○星川咲子
前田一郎　　高木正之　◇福田護
（○病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.6
02

200809 乳腺管状癌の1例

31 前田一郎　　半田留美子　○福島美由紀
○星川咲子　　高木正之　◇福田護
（○病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.3
69

200809 過剰・過小判定に陥りやすい
乳腺の細胞像とその臨床　ど
のような所見をどのように診
断するのか？過剰・過小判定
に陥りやすい乳腺の細胞像
Endocrine tumor(Endocrine
DCIS)

32 ○多賀谷理恵　○栗本典昭　○新明卓夫
○安藤幸二　○森田克彦　○望月篤
○中村治彦　◇中村美保　◇石田敦子
◇宮澤輝臣　□青葉剛史　　小池淳樹
高木正之
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□外科学（小児外科））

気管支学 30(5)p.3
26

200809 気管支発生血管腫の1切除例

33 ○島田直樹　○和田泰子　○安田玲子
小泉宏隆　　大沼繁子　◇田所衛
（○西部病院病理部）
（◇聖マリアンナ医科大学）

日本臨床細胞学会
雑誌

47(5)p.3
55-361

200809 Atypical teratoid/rhabdoid
tumorの2例
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34 ○福島幸司　○川井麻衣子　○平原沙弥花
○白井正広　　風間暁男　　大沼繁子
相田芳夫　◇田所衛
（○相模原協同病院臨床検査室病理）
（◇聖マリアンナ医科大学）

日本臨床細胞学会
雑誌

47(2)p.4
85

200809 原発性脳腫瘍との鑑別が困難
であった転移性頭蓋内腫瘍の
一例

35 ○伊澤直樹　◇松永光太郎　◇長瀬良彦
◇中澤緑　◇福田安伸　◇馬場哲
◇松本伸行　◇奥瀬千晃　　有泉泰
相田芳夫　　高野俊史　　小池淳樹
□朝倉武士　□大坪毅人　◇鈴木通博
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））
（□外科学（消化器・一般外科））

肝臓 49(9)p.4
30-439

200809 画像所見が経時的変化を示し
た細胆管細胞癌の1例

36 ○古澤美由紀　○石田英樹　○土岐大介
○清水朋一　○白川浩希　○尾本和也
小池淳樹　○田邉一成
（○東京女子医科大学泌尿器科）

移植 43p.411 200809 術前ﾄﾞﾅｰ特異的抗HLA抗体
(DSA)と慢性抗体関連型拒絶反
応(chronic AMR)との関係につ
いて

37 ○田中圭一　○田中一郎　○亀井奈津子
○畑地慶三　○陣内祐二　○濱谷昌弘
○大坪毅人　◇土屋恭子　　高野俊史
小池淳樹
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本消化器病学会
雑誌

105p.779 200809 胃ﾘﾝﾊﾟ上皮腫様癌の2例

38 ○加藤雅之　○小川考平　○加藤陽
○齋藤輔　○姜亜希　○鈴木貴雄
○伊禮倫子　○澁谷靖　○鈴木義則
干川晶弘　　小池淳樹　○井上靖之
○高橋正知　○三浦偉久男
（○内科学（血液・腫瘍内科））

臨床血液 49(9)p.1
028

200809 当科における血管免疫芽球性T
細胞ﾘﾝﾊﾟ腫の検討

39 ○富田直人　◇中村直哉　□竹内賢吾
小池淳樹　△本村茂樹　▽宮本鋼
◇菊池我子　☆兵理絵　◎薬師神芳洋
※正木康文　*1藤井総一郎　*2林孝昌
☆石ケ坪良明　▽三浦偉久男
（○神奈川ﾘﾝﾊﾟ腫病理研究会）
（◇東海大学医学部）
（□がん研究会がん研究所）
（△神奈川がんセンター）
（▽内科学（血液・腫瘍内科））
（☆横浜市立大学医学部）
（◎愛媛大学）
（※金沢大学）
（*1岡山赤十字病院）
（*2天理病院）

臨床血液 49(9)p.9
98

200809 18ｑ21.3/BCL2と8q24/MYCの両
染色体転座を持つ悪性ﾘﾝﾊﾟ腫/
白血病の臨床病理学的検討

40 ○古川健太郎　○方波見卓行　○近藤朗彦
小田中美恵子　○田中逸　◇笹野公伸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇東北大学医学部病理病態学講座病理診
断学分野）

日本内分泌学会雑
誌

84(2)p.7
36

200809 同側多発腺腫によるCushing症
候群の1例

41 ○亀井奈津子　○田中一郎　○畑地慶三
○陣内祐二　○濱谷昌弘　○田中圭一
○大坪毅人　　有泉泰　　高木正之
（○外科学（消化器・一般外科））

日本癌治療学会誌 43(2)p.8
47

200810 進行胃癌と胃GISTの同時合併
の一例
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42 ○淺川英輝　○太田智彦　○小池彩華
小泉宏隆　○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本癌治療学会誌 43(2)p.6
78

200810 乳癌組織における化学療法に
よるDNA損傷応答としての核内
ﾕﾋﾞｷﾁﾝfoci形成

43 ○小林美奈子　○高橋秀明　○小林稔
○鈴木通博　　相田芳夫　◇前山史朗
○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇非常勤講師）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)p.4
71-478

200810 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸と食事療法が有
効であった非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪性肝
炎の1例

44 ○中澤緑　○長瀬良彦　○大石嘉恭
○服部伸洋　○石郷岡晋也　○福田安伸
○馬場哲　　相田芳夫　○鈴木通博
（○内科学（消化器・肝臓内科））

日本門脈圧亢進症
学会雑誌

14(1)p.8
2

200810 胃静脈瘤破裂により診断され
た原発性硬化性胆管炎による
若年者肝硬変進展例

45 ○齋藤輔　○加藤陽　○小川考平
○井上靖之　○加藤雅之　○澁谷靖
○鈴木義則　○小杉成樹　○伊禮倫子
○鈴木貴雄　○姜亜希　○高橋正知
小池淳樹　◇中村直哉　○三浦偉久男
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇東海大学医学部基盤診療学系病理診断
学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)p.4
17-426

200810 18q21.3/BCL2転座を伴う非ﾎｼﾞ
ｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫の臨床病理学的類似
性と予後因子の不均一性

46 ○加藤陽　○齋藤輔　○小川考平
○井上靖之　○加藤雅之　○澁谷靖
○鈴木義則　○小杉成樹　○伊禮倫子
○鈴木貴雄　○姜亜希　○高橋正知
小池淳樹　◇中村直哉　○三浦偉久男
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇東海大学医学部基盤診療学系病理診断
学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)p.4
05-415

200810 3q27/BCL6転座を伴う悪性ﾘﾝﾊﾟ
腫の臨床病理学的および分子
細胞遺伝学的特徴

47 ○亀井奈津子　○櫻井丈　○根岸宏行
◇三浦和裕　□野田顕義　○陣内祐二
○戸部直孝　○牧角良二　○四万村司
○月川賢　○宮島伸宜　○大坪毅人
干川晶弘　　小池淳樹
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

日本臨床外科学会
雑誌

69p.871 200810 直腸癌に併存した小腸GISTの1
例

48 ○横山卓剛　○松野直徒　○長尾桓
小池淳樹
（○東京医科大学外科学第五）

東京医科大学雑誌 66(4)p.6
19

200810 Banff'05分類に基づく移植腎
組織病理診断と治療について
の検討

49 ○嶋田仁　◇小林慎二郎　◇小泉哲
◇佐々木貴浩　◇朝倉武士　◇中野浩
有泉泰　　干川晶弘　　小池淳樹
◇大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））

肝臓 49(3)p.7
44

200810 び漫性脂肪化を伴う大型肝細
胞癌の3例
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50 ○重福隆太　○高橋秀明　◇木下雄一
○小林美奈子　○山田典栄　○中原一有
○岡本賢　○小林稔　○片倉芳樹
○松永光太郎　○松本伸行　○鈴木通博
小池淳樹　□前山史朗　△四柳宏
○飯野四郎　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇薬理学）
（□非常勤講師）
（△東京大学医学部感染症内科）

肝臓 49(3)p.7
38

200810 睡眠時無呼吸症候群診断前よ
り肝機能障害を呈し、肝生検
にて非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎と診断
した1例

51 ○片山真史　○芦川和広　○小島啓夫
○神尾浩司　○石井将光　○朝野隆之
◇西川徹　○住吉賢　○花井彰
○小森山広幸　　小田中美恵子
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床外科学会
雑誌

69p.761 200810 直腸S状部原発endocrine cell
carcinomaの1手術例

52 ○瀬上航平　○朝倉武士　◇吉田有徳
○伊藤弘昭　□嶋田仁　○佐々木貴浩
○小林慎二郎　○小泉哲　○渡邉泰治
○中野浩　　小田中美恵子　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学（小児外科））
（□外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

69p.610 200810 膵管出血を認めた破骨細胞型
退形成性膵管癌の1例

53 ○土屋恭子　○緒方晴樹　◇上島知子
○淺川英輝　○河原太　○川本久紀
○矢吹由香里　○太田智彦　○福田護
□岡崎寛子　□中島康雄　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）
（□放射線医学）

日本臨床外科学会
雑誌

69p.792 200810 乳腺Squamous cell carcinoma
の一例

54 ○上島知子　◇川本久紀　◇土屋恭子
◇淺川英輝　◇河原太　◇矢吹由香里
◇緒方晴樹　◇太田智彦　◇福田護
前田一郎
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床外科学会
雑誌

69p.787 200810 当院での乳腺mucocele-like
tumorの検討

55 ○冨田祐加　○諏訪敏之　○西尾乾司
◇遠藤仁　○榎本武治　○朝野隆之
○田中圭一　○田中一郎　○大坪毅人
有泉泰
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

69p.506 200810 肝臓に転移した胃原発神経内
分泌癌の1例

56 ○三浦和裕　◇櫻井丈　◇西尾乾司
◇宮崎真澄　◇片桐秀元　◇小林慎二郎
◇四万村司　◇牧角良二　◇須田直史
◇月川賢　◇宮島伸宜　◇大坪毅人
有泉泰
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））

日本癌治療学会誌 43(2)p.7
21

200810 化学療法が効果的であった原
発不明癌の1例
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57 ○Ryo Ando　○Takeshi Arai
○Moroe Beppu　◇Kazuaki Hirata
Masayuki Takagi
（○整形外科学）
（◇解剖学（解剖学））

Hand Surgery 13(2)p.8
5-91

200810 ANATOMICAL STUDY OF
ARTHROSCOPIC SURGERY FOR
LATERAL EPICONDYLITIS

58 ○浜辺太郎　○清水弘之　○新井猛
○里見嘉昭　○倉持大輔　○重松辰祐
○別府諸兄　　前田一郎　　高木正之
（○整形外科学）

神奈川整形災害外
科研究会雑誌

21(2)p.3
3

200811 上腕に発生した筋肉内粘液腫
の1例

59 ○長江秀樹　○北川博昭　○川瀬弘一
○脇坂宗親　　小泉宏隆　　干川晶弘
高野俊史　◇近藤健介　◇木下俊史
（○外科学（小児外科））
（◇小児科学）

小児がん 45p.369 200811 小児膵腺房細胞癌の一例

60 ○多賀谷理恵　○栗本典昭　○新明卓夫
○安藤幸二　○森田克彦　○望月篤
○中村治彦　　干川晶弘　　小池淳樹
○長田博昭
（○外科学（呼吸器外科））

気管支学 30(6)p.4
22

200811 胸部異常影で発見された気管
支随伴ﾘﾝﾊﾟ組織由来ﾘﾝﾊﾟ腫
(BAL Toma)の1例

61 ○中野恵美　○原田智雄　◇脇本博文
○佐々木俊雄　○田中修　○水野幸一
○藤田禎規　□前波輝彦　　小池淳樹
（○内科学（循環器内科））
（◇川崎市立多摩病院 循環器科）
（□あさお会あさおクリニック）

心臓 40(4)p.1
27-133

200811 Fabry病に合併した左室ﾘｴﾝﾄﾘｰ
性頻拍の1例

62 前田一郎 病理と臨床 26(11)p.
1157-
1159

200811 【乳癌　組織型診断のｺﾂ】お
さえておきたい組織型　線維
腫症

63 前田一郎　　小池淳樹　　小田中美恵子
干川晶弘　　有泉泰　　戸澤晃子
高木正之

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)p.5
69-574

200812 がん診療の最前線　乳癌、
HER2の病理

64 ○塩野陽　◇石井修　◇武岡裕文
◇稲村祥代　□岡野美紀　◇土田浩生
△浅川英輝　　干川晶弘　　小田中美恵子
前田一郎　◇松田隆秀
（○初期臨床研修ｾﾝﾀｰ）
（◇内科学（総合診療内科））
（□臨床研修センター）
（△外科学（乳腺・内分泌外科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)p.5
92

200812 腋窩ﾘﾝﾊﾟ節腫脹を契機に診断
し得た潜在性乳癌の一例

65 ○加藤浩之　○方波見卓行　○柳田かおり
○小林秀俊　○小尾竜正　○太田明雄
◇滝澤謙治　　小田中美恵子
□福田いずみ　□肥塚直美　△笹野公伸
○田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇放射線医学）
（□東京女子医科大学内分泌内科）
（△東北大学医学部病理病態学講座病理診
断学分野）

日本内分泌学会雑
誌

84(3)p.8
99

200812 低血糖を頻発し、治療抵抗性
のIGF-2産生悪性褐色細胞腫の
1剖検例
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66 ○印牧義英　○中島康雄　　前田一郎
（○放射線医学）

乳癌の臨床 23(6)p.4
65-470

200812 【非浸潤性乳管癌】非浸潤性
乳管癌のMRI診断

67 ○清水華奈子　○白石眞　○山徳雅人
○眞木二葉　○長谷川泰弘　◇赤澤吉弘
土居正知　□濱久美子　□栃本しのぶ
△牧口寛子
（○内科学（神経内科））
（◇耳鼻咽喉科学）
（□リハビリテーション科）
（△多摩病院リハビリテーション科）

日本摂食･嚥下ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会雑誌

12(3)p.4
11-412

200812 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群に輪状咽頭筋嚥
下困難症を伴い輪状咽頭筋切
除および喉頭挙上術が施行さ
れた一例

68 小池淳樹　　高木正之　　小泉宏隆 神奈川医学会雑誌 36(1)p.8
2-83

200901 Renal oncocytosis(RO)を背景
として発生した両側多発腎癌
の1例

69 ○早川智絵　　小池淳樹　○星川咲子
相田芳夫　　高木正之
（○病院病理部）

日本臨床細胞学会
雑誌

48(1)p.2
2-26

200901 肝血管筋脂肪腫の1例

70 ○春日井滋　○渡辺昭司　○赤澤吉弘
○大塚崇志　○肥塚泉　　小池淳樹
（○耳鼻咽喉科学）

神奈川医学会雑誌 36(1)p.4
1

200901 当科における耳下腺多形腺腫
再発症例5例の検討

71 ○今澤俊之　○西村元伸　○祖山明子
○永井雅昭　○松村竜太郎　○北村博司
○城謙輔　○西脇哲二　○志鎌伸昭
小池淳樹　◇内田俊也
（○国立病院機構千葉東病院内科）
（◇帝京大学医学部）

腎と透析 66(1)p.1
33-137

200901 腎生検所見から何を学ぶか
妊娠14週にﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群で発
症し、顕著なglomerular
capillary endotheliosisの組
織像を呈した症例

72 ○熊井俊夫　○渡辺実　○武半優子
小池淳樹　◇岩井信市　◇小口勝司
○小林真一
（○薬理学）
（◇昭和大学医学部第一薬理学教室）

日本薬理学雑誌 133(1)p.
17

200901 高血糖誘発高血圧高脂血症自
然発症ﾗｯﾄの非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝
炎(NASH)としての病理学的変
化

73 ○富田由里　○岩井信市　◇熊井俊夫
大沼繁子　○倉橋千佳　○坪井麻与
○由良明彦　　小池淳樹　◇小林真一
○小口勝司
（○昭和大学医学部第一薬理学教室）
（◇薬理学）

日本薬理学雑誌 133(1)p.
16

200901 高血圧高脂血症自然発症ﾗｯﾄに
おける酸化ｽﾄﾚｽの影響

74 ○山下勝史　○新井猛　○清水弘之
○泉山公　○里見嘉昭　○川口直之
○別府諸兄　　小田中美恵子
（○整形外科学）

神奈川整形災害外
科研究会雑誌

21(3)p.4
7-49

200901 上肢に発生した巨大Tumoral
calcinosisの1例

75 ○山徳雅人　○山田浩史　○長谷川泰弘
◇富永泰弘　　小田中美恵子
（○内科学（神経内科））
（◇整形外科学）

臨床神経学 49(1)p.5
6

200901 脊髄横断症状で発症した多発
中枢神経結核腫の43歳男性例

76 ○淺川英輝　○太田智彦　○小池彩華
小泉宏隆　　高木正之　○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本外科学会雑誌 110(2)p.
336

200902 術前化学療法効果予測因子と
しての乳癌細胞核内Rad51
foci形成の検討
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77 ○中津智子　◇嶋田仁　○片桐秀元
○櫻井丈　○小林慎二郎　○四万村司
○牧角良二　○須田直史　○月川賢
○宮島伸宜　　小田中美恵子　　高木正之
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

70(2)p.6
31

200902 右半結腸切除後乳糜腹水を来
たした1例

78 ○青葉剛史　○北川博昭
◇Pringlekevin C　　小池淳樹
○長江秀樹　○関保二　○脇坂宗親
（○外科学（小児外科））
（◇ニュージーランドオタゴ大学）

日本外科学会雑誌 110(2)p.
321

200902 胎児尿路閉塞に対する胎児治
療後の排尿障害の原因解明

79 ○中野信行　○白井小百合　○櫻田勉
○今野雄介　○柴垣有吾　○安田隆
○木村健二郎　　小池淳樹
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

腎炎症例研究 25p.75-
91

200902 尿所見が乏しく、血清EIA法で
抗GBM抗体陰性の激しい尿細管
間質障害を伴う抗GBM抗体型腎
炎の一例

80 ○嶋崎美奈子　◇佐々木浩代　◇今井五郎
◇佐藤武夫　◇木村健二郎　　小池淳樹
（○川崎市立多摩病院 腎臓・高血圧内科）
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

腎炎症例研究 25p.41-
51

200902 成人発症Still病にTMAを併発
した一例

81 ○小林慎二郎　○小泉哲　○朝野隆之
○渡邉泰治　○櫻井丈　○朝倉武士
有泉泰　　小池淳樹　○中野浩
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

日本消化器外科学
会雑誌

42(2)p.1
87-191

200902 術前診断が困難であった高分
化型肝細胞癌の1例

82 ○土田知也　○佐々木貴浩　◇三浦和裕
○川嶋八也　○榎本武治　○戸部直孝
○小泉哲　○渡邉泰治　○朝倉武士
○中野浩　○大坪毅人　　干川晶弘
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

日本臨床外科学会
雑誌

70(2)p.6
34

200902 直腸癌術後脾転移との鑑別が
困難であった脾原発悪性ﾘﾝﾊﾟ
腫の1例

83 ○土屋恭子　○緒方晴樹　○小池彩華
◇上島知子　○淺川英輝　○志茂新
□新明裕子　○河原太　○川本久紀
○矢吹由香里　○太田智彦　○福田護
前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

日本外科学会雑誌 110(2)p.
653

200902 術前化学療法(NAC)後の
Pathological CR(pCR)症例に
ついての組織学的検討

84 ○印牧義英　○中島康雄　　前田一郎
（○放射線医学）

日独医報 54(1)p.3
8-42

200902 【乳癌診療における乳腺MRI
Update】  MRIにおける広がり
診断

85 ○安藤幸二　○多賀谷理恵　○新明卓夫
○森田克彦　○望月篤　○栗本典昭
○中村治彦　　有泉泰
（○外科学（呼吸器外科））

肺癌 49(1)p.1
35

200902 胸壁に発生したLow grade
fibromyxoid sarcomaの1手術
例
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86 ○中澤緑　○長瀬良彦　○大石嘉恭
○服部伸洋　○石郷岡晋也　○福田安伸
○馬場哲　◇岡本紀彦　◇小泉哲
◇大坪毅人　　前田一郎　　高木正之
○鈴木通博
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇外科学（消化器・一般外科））

日本消化器病学会
雑誌

106p.488 200903 肝細胞癌類似の画像所見を呈
した胆管腺内分泌細胞癌の肝
転移例

87 ○根岸龍二郎　○喜多島聡　◇及川律子
□伊澤直樹　○平川麻美　○小林美佳
○小原宏一　○野本雅仁　○大日方信幸
○前畑忠輝　○長谷川智里　○津田享志
○紅露剛史　○澤田武　○渡邊嘉行
高木正之　○伊東文生
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇内科学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

日本消化器病学会
雑誌

106p.171 200903 慢性膵炎における膵星細胞と
nestinの関連について

88 ○二階亮　◇田中洋輔　□島田直樹
小泉宏隆　○石井俊哉　○佐藤明
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇西部病院臨床検査部）
（□西部病院病院病理部）

消化器内視鏡 21(3)p.4
67-470

200903 【ｱﾄﾗｽ消化管感染症】臓器別
にみた消化管感染症　大腸
腸管ｽﾋﾟﾛﾍｰﾀ症

89 ○大石嘉恭　○馬場哲　○服部伸洋
○石郷岡晋也　○中澤緑　○福田安伸
○長瀬良彦　　相田芳夫　○鈴木通博
（○内科学（消化器・肝臓内科））

日本消化器病学会
雑誌

106p.455 200903 急性膵炎を契機に発見された
多発十二指腸ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ腫瘍の1
例

90 ○北川博昭　○脇坂宗親　○古田繁行
○青葉剛史　◇曽根田瞬　◇三宅哲雄
小池淳樹
（○外科学（小児外科））
（◇小児科学）

小児外科 41(3)p.2
98-303

200903 【小児外科手術手技　創意と
工夫】追加切除を施行した難
治性nesidioblastosis

91 ○川本久紀　○小池彩華　◇上島知子
○土屋恭子　○志茂新　○速水亮介
○河原太　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　　前田一郎
□田所衛　△印牧義英　△中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）
（□聖マリアンナ医科大学）
（△放射線医学）

乳癌の臨床 24(1)p.1
48-149

200903 当科での温存術後断端陽性症
例における局所再発の検討

92 ○加藤貴之　○秋山久尚　○長谷川泰弘
土居正知　◇田所衛
（○内科学（神経内科））
（◇聖マリアンナ医科大学）

臨床神経学 49(2-
3)p.141

200903 錐体外路症状で発症し、亜急
性に意識障害の続発を認めた
73歳女性例

93 ○Yamaguchi R　◇Horii R　◇Maki K
Maeda I　□Date Y　◇Nakamura T
◇Miyagi Y　◇Iwase T　◇Akiyama F
（○久留米医大附属医療センター）
（◇がん研有明病院）
（□昭和大学医学部）

Pathology
International

59(3)p.1
85-187

200903 Carcinoma in a solitary
intraductal papilloma of
the breast.
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1 ○比留川実沙　○延山誠一　◇登坂祐佳
○木田博隆　○石川文月　○西根広樹
○中村美保　○石田敦子　○大重雅寛
○佐治淳子　○井上健男　○星野誠
○峯下昌道　○白川妙子　○宮澤輝臣
干川晶弘　　高木正之　□安藤正志
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□健康科学大学理学療法学科）

第151回肺癌学会
関東支部会

200804 肺病変より発見、診断に結び
ついたPNET(Primitive
Neuroectodermal Tumor)の一
例

2 有泉泰　○青葉剛史　　小野晃子
土居正知　　小田中美恵子　　小池淳樹
高木正之　◇田所衛
（○外科学（小児外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）

第97回日本病理学
会総会

200805 非機能性膵内分泌腫瘍の1例

3 高野俊史　　風間暁男　　相田芳夫
高木正之　○田所衛
（○聖マリアンナ医科大学）

第97回日本病理学
会総会

200805 肝臓のadrenal rest tumorの
一例

4 風間暁男　　高野俊史　　相田芳夫
高木正之　○田所衛
（○聖マリアンナ医科大学）

第97回日本病理学
会総会

200805 直腸肛門部に発生した悪性黒
色腫の1例

5 ○青葉剛史　　小池淳樹　　小泉宏隆
○濱野志穂　○島秀樹　◇曽根田瞬
○脇坂宗親　○北川博昭　　高木正之
□田所衛
（○外科学（小児外科））
（◇小児科学）
（□聖マリアンナ医科大学）

第97回日本病理学
会総会

200805 新生児期に発症した難治性
Nesidioblastosisの一例

6 小野晃子　　小泉宏隆　○熊井俊夫
◇田所衛
（○薬理学）
（◇聖マリアンナ医科大学）

第97回日本病理学
会総会

200805 ﾎﾙﾏﾘﾝ固定ﾊﾟﾗﾌｨﾝ包埋材料を用
いた子宮頸部扁平上皮癌のﾌﾟﾛ
ﾃｵｰﾑ解析

7 ○小林賛光　○山本泉　○小峰多雅
○大村光浩　◇金綱友木子　　小池淳樹
○山口裕
（○東京慈恵会医科大学附属柏病院病理）
（◇東京慈恵会医科大学病院病理）

第97回日本病理学
会総会

200805 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ腎症の早期診断のた
めの病理学的研究

8 小池淳樹　　小泉宏隆　　高木正之 第87回神奈川県病
理医会例会

200807 Renal oncocytosisを背景とし
て発生した両側多発腎癌の1例

9 ○中島久弥　◇笹生豊　◇三浦竹彦
◇別府諸兄　　土居正知　　干川晶弘
高木正之　□橘川薫
（○中島整形外科）
（◇整形外科学）
（□放射線医学）

第41回日本整形外
科学会 骨･軟部腫
瘍学術集会

200807 馬尾に発生した傍神経節腫の1
例

診断病理学　学会発表
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10 ○横道憲幸　○近藤春裕　○大原樹
○鈴木直　　小野晃子　◇星川咲子
小池淳樹　　高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇病院病理部）

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200809 卵巣原発移行上皮癌の一例

11 ○島田直樹　○久保泰子　○安田玲子
小泉宏隆　◇西川徹　　前田一郎
高木正之
（○西部病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第47回日本臨床細
胞学会終期大会

200809 乳腺に発生した脂肪肉腫の1例

12 ○楾清美　○腰高豊　○山田美保
○後藤友里　○阿部光文　　大沼繁子
半田留美子　　前田一郎　　干川晶弘
高木正之
（○町田市民病院　病理検査室）

第47回日本臨床細
胞学会終期大会

200809 乳腺Spindle cell carcinoma
の1例

13 ○福島美由紀　○草苅宏有　○星川咲子
前田一郎　　高木正之
（○病院病理部）

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200809 乳腺分泌癌の1例

14 半田留美子　○福島美由紀　○星川咲子
前田一郎　　高木正之　◇福田護
（○病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200809 乳腺管状癌の一例

15 前田一郎　　半田留美子　○福島美由紀
○星川咲子　　高木正之　◇福田護
（○病院病理部）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200809 過剰・過小判定に陥りやすい
乳腺の細胞像とその臨床　ど
のような所見をどのように診
断するのか？過剰・過小判定
に陥りやすい乳腺の細胞像
Endocrine tumor(Endocrine
DCIS)

16 ○八木橋国博　○栗原泰之
○萩野りょう子　○中島康雄　◇安藤幸二
◇栗本典昭　◇中村治彦　　高木正之
（○放射線医学）
（◇外科学（呼吸器外科））

日本医学放射線学
会秋季臨床大会

200809 胸壁発生のmyxofibrosarcoma
の1例

17 ○小池彩華　○太田智彦　○河原太
○川本久紀　○矢吹由香里　○緒方晴樹
◇新明裕子　□中島康雄　　小泉宏隆
△田所衛　○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□放射線医学）
（△聖マリアンナ医科大学）

日本乳癌学会総会 200809 Basal-like乳癌の術前化学療
法感受性に関する検討

18 ○西川徹　◇安田玲子　○本田朱麗
□佐治攻　○藤田圭子　□住吉賢
□民上真也　□花井彰　□小森山広幸
◇久保泰子　◇島田直樹　　高野俊史
小泉宏隆
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇西部病院病院病理部）
（□外科学（消化器・一般外科））

日本乳癌学会総会 200809 乳腺穿刺吸引細胞診における
迅速染色の有用性
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19 ○速水亮介　○太田智彦　○小池彩華
○志茂新　○川本久紀　◇新明裕子
小泉宏隆　□田所衛　○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□聖マリアンナ医科大学）

日本乳癌学会総会 200809 術前化学療法直後の乳癌組織
におけるDNA損傷応答の解析

20 ○太田智彦　○呉文文　　小泉宏隆
○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 ﾄﾘﾌﾟﾙﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ乳癌の基礎と臨
床BRCA1の機能から考えた
Basal-like乳癌の薬剤感受性

21 ○土屋恭子　○川本久紀　○小池彩華
○吉岡知子　○志茂新　◇新明裕子
○河原太　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　□岡崎寛子
□岡本恭子　□印牧義英　□中島康雄
前田一郎　△田所衛
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□放射線医学）
（△聖マリアンナ医科大学）

日本乳癌学会総会 200809 Cystic hypersecretoryの像を
呈した2症例

22 ○岩谷胤生　○河原太　○吉岡知子
○土屋恭子　○川本久紀　○矢吹由香里
○緒方晴樹　○太田智彦　○福田護
前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 広範な乳管内進展を伴った3mm
の浸潤性乳腺ｱﾎﾟｸﾘﾝ癌の1例

23 ○登坂祐佳　○土屋恭子　○河原太
○矢吹由香里　○川本久紀　○緒方晴樹
◇中島康雄　　前田一郎　○太田智彦
○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

日本乳癌学会総会 200809 腋窩葉状腫瘍の1例

24 ○渡邉聡子　○土屋恭子　○矢吹由香里
○緒方晴樹　○河原太　◇印牧義英
◇中島康雄　　前田一郎　○太田智彦
○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

日本乳癌学会総会 200809 腫瘍内乳汁分泌により急速増
大した妊娠期葉状腫瘍の1例

25 ○志茂新　○川本久紀　○小池彩華
○吉岡知子　○土屋恭子　○速水亮介
○河原太　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　　前田一郎
◇田所衛　□岡本恭子　□印牧義英
□中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）
（□放射線医学）

日本乳癌学会総会 200809 当院における男子乳癌の検討

26 ○本田朱麗　　前田一郎　○太田智彦
○緒方晴樹　○矢吹由香里　◇田所衛
○福田護
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）

日本乳癌学会総会 200809 Metaplastic乳癌の臨床病理学
的検討
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27 前田一郎　○岡本恭子　○印牧義英
○中島康雄　◇緒方晴樹　◇太田智彦
◇福田護　□田所衛
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□聖マリアンナ医科大学）

日本乳癌学会総会 200809 乳癌取扱い規約の組織分類を
基準とした高分解能MRI診断の
精度の検討

28 ○緒方晴樹　○小池彩華　○吉岡知子
○土屋恭子　○志茂新　○西川徹
○河原太　○川本久紀　○矢吹由香里
○太田智彦　○福田護　◇印牧義英
◇中島康雄　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇放射線医学）

日本乳癌学会総会 200809 非浸潤癌(DCIS)の診断には、
高分解能MRIが不可欠である

29 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　○印牧義英
○太田智行　○岡本恭子　○中島康雄
前田一郎　□川本久紀　□緒方晴樹
□矢吹由香里　□河原太　□土屋恭子
□太田智彦　□福田護
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 Neoadjuvant
chemotherapy(NAC)後超音波
(US)ﾏｰｷﾝｸﾞの有用性の検討

30 ○岡本恭子　○印牧義英　○岡崎寛子
○中島康雄　◇志茂新　◇河原太
◇川本久紀　◇矢吹由香里　◇緒方晴樹
◇太田智彦　◇福田護　　前田一郎
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 両側高分解能MRIにおけるDCIS
の検出能の評価

31 ○奥田逸子　○印牧義英　○岡本恭子
○岡崎寛子　○中島康雄　　前田一郎
◇福田護
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 浸潤性小葉癌のMRI,CT所見の
検討

32 ○新明裕子　◇小池彩華　◇吉岡知子
◇岩谷胤生　◇土屋恭子　◇志茂新
◇河原太　◇川本久紀　◇矢吹由香里
◇緒方晴樹　◇太田智彦　　前田一郎
◇福田護
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 術後併用薬物療法ﾚｼﾞﾒﾝの医療
経済的側面からの検討

33 ○川本久紀　○小池彩華　○吉岡知子
○土屋恭子　○志茂新　○速水亮介
○河原太　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　　前田一郎
◇田所衛　□印牧義英　□中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇聖マリアンナ医科大学）
（□放射線医学）

日本乳癌学会総会 200809 当科での温存術後断端陽性症
例における局所再発の検討

34 ○田島信哉　○印牧義英　○岡本恭子
○岡崎寛子　○嶋本裕　　前田一郎
○栗原泰之　○中島康雄　◇福田護
○奥田逸子
（○放射線医学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本乳癌学会総会 200809 乳腺線維腺腫と共存した浸潤
性小葉癌の1例

- 59 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

35 ○郷田敦史　○大川千絵　○星川咲子
小田中美恵子　　高木正之
（○病院病理部）

第27回日本臨床細
胞学会神奈川県支
部学術集会

200809 幼児に認めた卵巣未熟奇形腫
の1例

36 ○福島幸司　○川井麻衣子　○平原沙弥花
○白井正広　　風間暁男　　大沼繁子
相田芳夫　◇田所衛
（○相模原協同病院臨床検査室病理）
（◇聖マリアンナ医科大学）

第27回日本臨床細
胞学会神奈川県支
部学術集会

200809 原発性脳腫瘍との鑑別が困難
であった転移性頭蓋内腫瘍の
一例

37 ○土屋恭子　○緒方晴樹　◇上島知子
○浅川英輝　○河原太　○川本久紀
○矢吹由香里　○太田智彦　○福田護
□岡崎寛子　□中島康雄　　前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）
（□放射線医学）

日本臨床外科学会 200810 乳腺Squamous cell carcinoma
の一例

38 ○上島知子　◇川本久紀　◇土屋恭子
◇浅川英輝　◇河原太　◇矢吹由香里
◇緒方晴樹　◇太田智彦　◇福田護
前田一郎
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

日本臨床外科学会 200810 当院での乳腺mucocele-like
tumorの検討

39 Ariizumi Y　　Ono A　　Aida Y
Hoshikawa M　　Takagi M

27th Congress of
the
International
Academy of
Pathology

200810 A RARE CASE OF MALIGNANT
MELANOMA OF THE ESOPHAGUS

40 Ono A　○Kumai T　　Koizumi H
◇Nishikawa H　○Kobayashi S
□Tadokoro M
（○薬理学）
（◇大学院附属研究施設）
（□聖マリアンナ医科大学）

27th Congress of
the
International
Academy of
Pathology

200810 OVEREXPRESSION OF HEAT
SHOCK PROTEIN 27 IN
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF
THE UTERINE CERVIX:A
PROTEOMIC ANALYSIS USING
ARCHIVAL TISSUES

41 Hoshikawa M　　Handa R　　Koike J
Takagi M　○Tadokoro M
（○聖マリアンナ医科大学）

27th Congress of
the
International
Academy of
Pathology

200810 IMMUNOHISTOCHEMICAL
EVALUATION OF MALIGNANT
MELANOMA AND PIGMENTED
NEVUS

42 ○末木志奈　○友廣忠寿　○村尾命
○関谷秀介　○島芳憲　　小泉宏隆
○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

日本内科学会関東
地方会

200811 血液透析療法とｽﾃﾛｲﾄﾞﾊﾟﾙｽ療
法を要した溶連菌感染後急性
糸球体腎炎の1例

43 ○浜辺太郎　○清水弘之　○新井猛
○里見嘉昭　○倉持大輔　○重松辰祐
○別府諸兄　　前田一郎　　高木正之
（○整形外科学）

神奈川整形災害外
科研究会

200811 上腕に発生した筋肉内粘液腫
の1例

44 ○早川智絵　　小池淳樹　○星川咲子
相田芳夫　　高木正之
（○病院病理部）

日本臨床細胞学会 200901 肝血管筋脂肪腫の1例
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45 有泉泰　　干川晶弘　○青葉剛史
小池淳樹　　高木正之
（○外科学（小児外科））

第88回神奈川県病
理医会例会

200901 先天性母斑に伴う腰部と陰嚢
部の結節性病変

46 ○重福隆太　○二階亮　○石井俊哉
○小林美奈子　○黄世揚　○足立香代
◇足立清太郎　○坪井佳子　○佐藤明
小泉宏隆
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇生理学（生理学））

日本内科学会関東
地方会

200902 肝胆道系酵素の上昇を認めた
Churg-Strauss症候群の1例

47 ○土屋恭子　○緒方晴樹　○小池彩華
◇上島知子　○淺川英輝　○志茂新
□新明裕子　○河原太　○川本久紀
○矢吹由香里　○太田智彦　○福田護
前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

日本外科学会 200902 術前化学療法(NAC)後の
Pathological CR(pCR)症例に
ついての組織学的検討

48 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　○印牧義英
○岡本恭子　○太田智行　○嶋本裕
□福田護　　前田一郎
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

日本医学放射線学
会学術集会

200902 乳癌におけるNeoadjuvant
chemotherapy(NAC)の術前
MRI・US所見の検討

49 ○重松辰祐　○清水弘之　○新井猛
○里見嘉昭　○倉持大輔　○浜辺太郎
○別府諸兄　　高木正之
（○整形外科学）

第23回東日本手の
外科研究会

200902 手関節に発生したLipoma
Arborescensの1例

50 ○小林美奈子　○松永光太郎　◇天神和美
○岡本賢　○奥瀬千晃　○伊東文生
□小泉哲　□朝倉武士　□大坪毅人
小池淳樹
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇臨床研修センター）
（□外科学（消化器・一般外科））

日本内科学会関東
地方会

200903 横隔膜原発炎症性筋線維芽細
胞性腫瘍の1例
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1 須賀万智　○大枝真一　◇市村匠
吉田勝美　□武澤純
（○木更津工業高等専門学校）
（◇広島市立大学大学院）
（□名古屋大学大学院）

Trends in
Intelligent
Systems and
Computer
Engineering,
Lecture Notes
Electrical
Engineering
Vol.6

P.309-
325

200804 Neural networks applied to
medical data for prediction
of patient outcome

2 ○山内　博　　高田礼子
（○北里大学医療衛生学部）

ﾐﾈﾗﾙの科学と最新
応用技術.

P.359-
370

200804 第7章　ヒ素．

3 高田礼子 研修医のための病
理ﾏﾆｭｱﾙ

P.144-
147

200804 C　補遺　１．染色法．

4 須賀万智　　吉田勝美 これは便利!特定
健診･ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞ
ﾛｰﾑの基準値

P.3-7 200901 保健指導対象者の選定と階層
化の方法

1 中原慎二　○アチャラ・ジャヤティレケ
◇アシュ・マラシンハ　□市川政雄
△木村昭夫　　吉田勝美
（○東京大学）
（◇長岡技術科学大学）
（□筑波大　大学院人間総合科学研究科）
（△国立国際医療センター緊急部）

Injury
Prevention

14(2)
P.106-
112.

200804 Feasibility of standardized
injury surveillance and
eporting: a comparison of
data from four Asian
nations.

2 須賀万智　　吉田勝美 東京都予防医学協
会年報2007年版

37 P.60-
65

200804 定期健康診断の実施成績

3 須賀万智　　吉田勝美 最新医学別冊, 関
節ﾘｳﾏﾁ

P.243-
248

200804 医療経済

4 網中雅仁　○近藤雅雄　　高田礼子
◇山内博　◇池田真紀　　吉田勝美
（○東横学園女子短期大学）
（◇北里大学医療衛生学部）

日本衛生学雑誌 63(3)
P.628-
635

200805 ポルフィリン症患者およびそ
の未発症血縁者における酸化
的ストレスに関する研究

5 中原慎二　○市川政雄　◇木村昭夫
吉田勝美
（○筑波大　大学院人間総合科学研究科）
（◇国立国際医療センター緊急部）

日本外傷学会誌 22(3)
P.299-
306

200806 世界の外傷発生動向と外傷
サーベイランス

6 須賀万智　　吉田勝美 整形外科 59(8)
P.831-
836

200807 関節リウマチの最近の疫学

7 ○千葉啓子　　高田礼子　◇片桐裕史
◇山内　博
（○岩手県立大学盛岡短期大学部）
（◇北里大学医療衛生学部）

臨床環境医学 17(1)
P.47-53

200807 飲泉に用いる温泉水中ヒ素の
毒性学的な考察．

予防医学　著書

予防医学　誌上発表
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8 高田礼子　　網中雅仁　○山内　博
（○北里大学医療衛生学部）

臨床検査 52(9)
P.973-
977

200809 アスベストによる中皮腫の誘
発：実験的アプローチ．

9 須賀万智　　吉田勝美　○松田晋哉
（○産業医科大学）

医事新報 4403
P.68-74

200809 医療費データからみた夫婦間
の一致性

10 網中雅仁　○渡辺尚彦　　高田礼子
◇山内博　　吉田勝美
（○東京女子医大東医療センター）
（◇北里大学医療衛生学部）

厚生の指標 55(10)
P.6-10

200809 短時間および長時間の過激な
運動負荷による酸化ストレス
の影響

11 高田礼子　○山内博　◇戸谷忠雄
網中雅仁　◇篠原也寸志　□神山宣彦
吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□東洋大学経済学部）

Jpn J Occup Med
Traumatology

56(6)
P.246-
255

200810 Lung injury and oxidative
DNA damage caused by the
amorphous material
synthesized by heating
chrysotile.

12 高田礼子 ﾋﾞﾙと環境 123
P.34-38

200812 アスベスト代替品と健康問
題．

1 ○松下知彦　○長谷川太郎　○中野勝
田中利明　　吉田勝美　◇岩本晃明
（○大船中央病院 泌尿器科）
（◇国際医療福祉大学病院ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）

第96回日本泌尿器
科学会総会

200804 一般健常者の下部尿路機能障
害(LUTS)を有する者のQOLへの
影響　クラスター分析法によ
る解析

2 高田礼子 第97回日本病理学
会総会

200805 クリソタイル焼成処理材料の
ラット気管内投与による酸化
的DNA損傷の比較．

3 中原慎二　○SAINT Saly　◇SANN Sary
◇PHY Radian　□市川政雄　△木村昭夫
▽ENG Lychen　　吉田勝美
（○カンボジア結核対策センタ）
（◇カンボジア保健省）
（□筑波大　大学院人間総合科学研究科）
（△国立国際医療センタ　緊急部）
（▽ユニバーシティーリサーチカンボジ
ア）

第22回日本外傷学
会総会

200805 カンボジア外傷診療システム
の評価

4 中原慎二 11th annual
scientific
congress 2008 of
the Sri Lanka
College of
Paediatricians
Precongress
Workshop 19th
June 2008

200806 Childhood injuries and
prevention in Japan.

5 須賀万智　　吉田勝美 European
Congress of
Rheumatology

200806 The national burden of
musculoskeletal pain in
Japan: projections to the
year 2055

予防医学　学会発表

- 63 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

6 ○安達修一　○溝井美穂　◇金永煥
□竹本和夫　　高田礼子　△田村猛夏
▽森永謙二
（○相模女子大学栄養科学部）
（◇高麗大学保健科学大学）
（□埼玉医科大学公衆衛生学）
（△国立病院機構奈良医療センター）
（▽（独）労働安全衛生総合研究所）

第81回日本産業衛
生学会

200806 石綿曝露による健康リスク認
識に関する調査(1)関東、関西
および韓国学生の比較．

7 高田礼子　○山内博　◇戸谷忠雄
網中雅仁　□山下喜世次　　吉田勝美
△神山宣彦
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□(株)ノザワ　マインケミカル事業部）
（△東洋大学経済学部）

第81回日本産業衛
生学会

200806 クリソタイルとその焼成品の
ラット腹腔内投与による酸化
ストレスの比較

8 ○片桐裕史　○山内博　　高田礼子
網中雅仁
（○北里大学医療衛生学部）

第81回日本産業衛
生学会

200806 ワンカラムｰHPLC-電気化学検
出器での尿中8-OHdGの測定法
の検討

9 須賀万智　　吉田勝美　○山内邦昭
（○予防医学事業中央会）

第81回日本産業衛
生学会

200806 健康診断結果から受診勧奨対
象を判断する基準－リスク要
因の重複の評価について

10 ○田中克之　◇箕輪良行　□岡田智幸
△方波見卓行　▽月川賢　　須賀万智
吉田勝美
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（□耳鼻咽喉科学）
（△内科学（代謝・内分泌内科））
（▽外科学（消化器・一般外科））

第55回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

200807 本学の卒後臨床研修における
ポートフォリオ評価

11 網中雅仁　○渡辺尚彦　◇吉田稔
□山内博　　高田礼子　　吉田勝美
（○東京女子医大東医療センター）
（◇八戸大学人間健康学部）
（□北里大学医療衛生学部）

第17回日本臨床環
境医学会総会

200807 運動負荷を用いた肉体的・精
神的ストレス指標の有用性と
抗酸化能について

12 ○杉森裕樹　◇長谷川太郎　◇松下知彦
◇中野勝　　田中利明　　吉田勝美
□山川克典　□中目真理子　△岩本晃明
（○大東文化大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部）
（◇大船中央病院 泌尿器科）
（□腎泌尿器外科学）
（△国際医療福祉大学病院ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）

第15回日本排尿機
能学会

200809 LUTSは睡眠障害に影響するの
か　タムスロシン塩酸塩投与
前後におけるI-PSSとSF36から
の検討

13 ○長谷川太郎　○松下知彦　○中野勝
◇杉森裕樹　　田中利明　　吉田勝美
□山川克典　□中目真理子　△岩本晃明
（○大船中央病院 泌尿器科）
（◇大東文化大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部）
（□腎泌尿器外科学）
（△国際医療福祉大学病院ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）

第15回日本排尿機
能学会

200809 タムスロシン塩酸塩投与によ
りどのようなLUTS症例に排尿
改善がえられるのか?　投与前
後のアンケート調査の解析よ
り
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14 ○松下知彦　○長谷川太郎　○中野勝
田中利明　　吉田勝美　◇山川克典
◇中目真理子　□岩本晃明
（○大船中央病院 泌尿器科）
（◇腎泌尿器外科学）
（□国際医療福祉大学病院ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）

日本性機能学会第
19回学術総会

200809 下部尿路症状(LUTS)患者とED
の臨床的研究　タムスロシン
塩酸塩投与効果に与えるEDの
影響

15 ○戸谷忠雄　　高田礼子　◇山内　博
網中雅仁　□山下喜世次　△神山宣彦
（○（独）労働安全衛生総合研究所）
（◇北里大学医療衛生学部）
（□(株)ノザワ　マインケミカル事業部）
（△東洋大学経済学部）

第49回大気環境学
会年会

200809 クリソタイルと焼成無害化品
のラット腹腔内投与による酸
化ストレスの比較．

16 高田礼子　○山内　博　　網中雅仁
◇戸谷忠雄　□神山宣彦　　吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□東洋大学経済学部）

第49回大気環境学
会年会

200809 繊維状粒子の生体影響指標
―アスベストによる酸化スト
レスと中皮腫―．

17 高田礼子 化学生物総合管理
学会特別講演会

200809 アスベスト代替品の生体影響
評価の現状．

18 網中雅仁　○渡辺尚彦　◇吉田稔
◇渡辺英次　□山内博　　吉田勝美
（○東京女子医大東医療センター）
（◇八戸大学人間健康学部）
（□北里大学医療衛生学部）

第24回日本健康科
学学会学術集会

200809 運動負荷による酸化ストレス
指標の経時的変化

19 網中雅仁　　高田礼子　○山内博
◇戸谷忠雄　　吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）

8th
International
Porphyrin-Heme
Symposium

200810 5-Aminolevulinic acid-
Mediated Photodynamic
diagnisis of Malignant
Peritoneal Mesothelioma: A
Pilop Study in F344 rats

20 中原慎二　○平泰彦　○高橋政照
吉田勝美
（○救急医学）

11th
International
Conference on
Humans and
Computers,
Nagaoka, Japan,
20-23 November
2008

200811 Extracting information from
free-texts in computerized
medical records of traffic
injury patients admitted to
a critical care medical
center in Japan

21 吉田勝美　　須賀万智　○浜田宏
○松浦厚子　○光宗皇彦　◇桜井淳子
（○淳風会健康管理センター）
（◇セルフメディケーションを支援する
会）

第24回日本健康科
学学会

200811 健診現場における特定保健用
食品の活用

22 須賀万智　　吉田勝美　○浜田宏
○松浦厚子　○光宗皇彦　◇桜井淳子
（○淳風会健康管理センター）
（◇セルフメディケーションを支援する
会）

第24回日本健康科
学学会

200811 特定保健用食品を活用する対
象者の選定
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発表西暦

年次
研    究    題    目

23 田中利明　　吉田勝美　○岩本晃明
（○国際医療福祉大学病院ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）

第67回日本公衆衛
生学会総会

200811 一般健康男性を対象とした下
部尿路障害（LUTS）とQOL低下

24 須賀万智　　吉田勝美　○松田晋哉
（○産業医科大学）

第67回日本公衆衛
生学会総会

200811 医療費データからみた夫婦間
の一致性

25 高田礼子　○山内　博　◇戸谷忠雄
網中雅仁　□山下喜世次　△神山宣彦
吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□(株)ノザワ　マインケミカル事業部）
（△東洋大学経済学部）

第56回日本職業･
災害医学会

200811 ラット気管内投与によるアモ
サイトとその焼成材料の酸化
ストレス評価．

26 網中雅仁　　高田礼子　○山内博
◇戸谷忠雄　　吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）

第37回日本環境変
異原学会

200812 Changes of 8-OHdG levels on
Malignant Peritoneal
Mesothelioma and 5-
Aminolevulinic Acid-
Mediated Photodynamic
Diagnosis:　A Pilot Study
used F344 rats

27 須賀万智　　吉田勝美 第19回日本疫学会 200901 筋骨格の痛みが日本の成人に
与える疾病負担の将来予測
2005～2055年

28 須賀万智　○谷内麻子　○新橋成直子
○石塚文平　　吉田勝美
（○産婦人科学（産科））

第79回日本衛生学
会学術総会

200903 地域在住50歳女性における閉
経と更年期症状の変化－10年
前との比較

29 須賀万智　○谷内麻子　○新橋成直子
○石塚文平　　吉田勝美
（○産婦人科学（産科））

第79回日本衛生学
会学術総会

200903 地域在住50歳女性における更
年期症状に関連する要因

30 高田礼子　○山内　博　◇戸谷忠雄
網中雅仁　□神山宣彦　　吉田勝美
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□東洋大学経済学部）

第79回日本衛生学
会学術総会

200903 アスベスト無害化処理材料の
生体影響評価．

31 ○高野（宮本）清子　　高田礼子
◇戸谷忠雄　　網中雅仁　□山下喜世次
△神山宣彦　○山内　博
（○北里大学医療衛生学部）
（◇（独）労働安全衛生総合研究所）
（□(株)ノザワ　マインケミカル事業部）
（△東洋大学経済学部）

第79回日本衛生学
会学術総会

200903 ラット腹腔内投与したクリソ
タイルとその焼成品の酸化ス
トレスの比較．

32 網中雅仁　○渡辺尚彦　◇吉田稔
◇渡辺英次　□山内博　　高田礼子
吉田勝美
（○東京女子医大東医療センター）
（◇八戸大学人間健康学部）
（□北里大学医療衛生学部）

第79回日本衛生学
会学術総会

200903 乳酸値から示唆された運動習
慣と酸化ストレスの関連性
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発表西暦

年次
研    究    題    目

1 ○佐藤喜宣　○高木徹也　◇齋藤一之
□内ヶ崎西作　　向井敏二　△小片守
▽藤田眞幸　☆長尾正崇　◎加藤秀章
※高瀬泉　*1都築民幸　○梶原正弘
◎前野善孝　○柏手宏充　*2花岡洋一
*2水口清　*3大野曜吉　□押田茂實
□勝又純俊
（○杏林大学（法医学））
（◇埼玉医科大学（法医学））
（□日本大学（法医学））
（△鹿児島大学（法医学））
（▽慶応義塾大学（法医学））
（☆広島大学（法医学））
（◎名古屋市立大学（法医学））
（※滋賀医科大学（法医学））
（*1日本歯科大学（法医学））
（*2東京歯科大学（法医学））
（*3日本医科大学（法医学））

臨床法医学ﾃｷｽﾄ   200804   

1 竹下裕史　　千葉正悦　　鷺盛久
○佐藤至　　向井敏二
（○神奈川県警察科学捜査研究所）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3)p.2
29-234

200806 セミノジェリン検出法を用い
た法医学的精液検査の有用性
について

2 千葉正悦　　鷺盛久　　竹下裕史
○早川秀幸　　井川亨　　一場一江
向井敏二
（○筑波メディカルセンター）

法医学の実際と研
究

(51)p.10
5-108

200808 急性トリクロロエチレン中毒
の２剖検例

3 竹下裕史　　向井敏二　　千葉正悦
井川亨　○藤原正三　　一場一江
鷺盛久
（○臨床研修センター）

法医学の実際と研
究

(51)p.10
9-114

200808 下垂体・副腎系機能不全をき
たして急死したラトケ嚢胞の
１例

向井敏二　　竹下裕史　○藤原正三
坂田憲昭　　竹屋章　　一場一江
鷺盛久
（○臨床研修センター）

第92次日本法医学
会総会

200804 ラトケ嚢胞による急性腎不全
の一剖検例

○原修一　　向井敏二　○水上創
○栗岩ふみ　○遠藤任彦
（○東京医科大学（法医学））

第92次日本法医学
会総会

200804 一酸化炭素暴露によるラット
線条体のヒドロキシルラジカ
ル生成におけるアスコルビン
酸および鉄の関与

○小野元　◇吉野茂　□桝井良裕
向井敏二
（○脳神経外科学）
（◇管理課）
（□救急医学）

第44回日本移植学
会

200809 臓器提供自体に問題となる外
因死等の検討

p.52

2

p.442

3

法医学　著書

法医学　誌上発表

法医学　学会発表

p.98

1
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○小野元　○田中雄一郎　○橋本卓雄
◇桝井良裕　◇平泰彦　　向井敏二
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 リスクマネジメントを中心と
した臓器提供体制のシステム
構築

鷺盛久　　竹下裕史　　井川亨
千葉正悦　　一場一江　　向井敏二

第77回日本法医学
会関東地方会

200811 市販マウスウォッシュ類の呼
気中アルコール濃度測定に及
ぼす影響

p.303

4

p.44

5
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誌上発表／著書／
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頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 藤谷博人 運動療法と運動処
方

p.208～
213

200806 転倒予防（運動器不安定症）

1 河野照茂 基礎医学教育の現
状と課題

36(2)
P137～
139

200804 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学雑誌

2 藤谷博人　　河野照茂 ｽﾎﾟｰﾂ外傷(下肢の
外傷)

p.981～
985

200805 Medical Practice25,（臨増）
新・図解　救急・応急処置ガ
イド

3 関久子　　河野照茂　　谷田部かなか 地域ｽﾎﾟｰﾂ振興と
体力指導委員の役
割

59 P57～
62

200809 日本体育学会第59回大会社会
学専門分科会発表論文集

4 ○原田知佳子　　谷田部かなか
◇小林芳文
（○横浜市立本郷特別支援学校）
（◇横浜国立大学教育人間科学部）

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ教育によ
る心の健康増進を
目指した実証的研
究

P.350 200809 日本特殊教育学会第46回大会
論文集

5 河野照茂　　藤谷博人　　関久子
谷田部かなか　　菅恵理子　　寺脇史子

ﾊﾞﾚｴにおける外
傷･障害

57(6)
P934

200812 体力科学

6 藤谷博人　○後藤勝正　○大野善隆
河野照茂　　関久子　　谷田部かなか
菅恵理子　　寺脇史子
（○豊橋創造大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）

損傷骨格筋の再生
に及ぼすﾏｲｸﾛｶﾚﾝﾄ
(微弱電流)の効果

57(6)p.6
65

200812 体力科学

7 谷田部かなか　　河野照茂　　藤谷博人
関久子　　菅恵理子　　寺脇史子

児童生徒における
気分変調に及ぼす
体力･生活･対人関
係状況の影響

57(6)
P187

200812 体力科学

8 寺脇史子　○宮川健　◇枝松千尋
□飯田智行　△勝真理　　河野照茂
（○川崎医療福祉大学医療技術学部保健体
育学科）
（◇倉敷芸術科学大学生命科学部健康保険
学科）
（□国立高等専門学校機構沖縄工業高等専
門学校）
（△（株）アシックススポーツ工学研究
所）

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞの摩
耗に関するﾊﾞｲｵﾒｶ
ﾆｸｽ的研究

57(6)
P910

200812 体力科学

9 藤谷博人 学生ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
に対するﾒﾃﾞｨｶﾙｻ
ﾎﾟｰﾄ

28(4)p.2
76～283

200812 日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会雑誌

10 藤谷博人　○加藤晴康　　河野照茂
谷田部かなか　　寺脇史子　◇石川三和
（○ｽﾎﾟｰﾂ医学）
（◇ｵﾌｨｽLAC-U）

あるｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ﾁｰﾑにおける夏合
宿所での食事ﾒﾆｭｰ
の調査

17(1)p.1
12～118

200901 日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学誌

スポーツ医学　著書

スポーツ医学　誌上発表
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発表西暦

年次
研    究    題    目

1 谷田部かなか　○大山正
（○日本大学）

児童生徒における
気分変調に及ぼす
生活･対人関係状
況の影響

200805 日本感情心理学会第16回大会

2 藤谷博人 脳震盪の発生状況 200806 第17回関東学生ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
連盟安全対策ｾﾐﾅｰ

3 河野照茂 ｽﾎﾟｰﾂ医学のｱｰﾄ
(舞台芸術)への応
用

200807 第34回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学
会学術集会ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰV

4 藤谷博人 安全対策(A.重大
事故の回避,B.ｹｶﾞ
の管理体制,C.熱
中症の予防)

200807 第15回関東学生ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
連盟指導者ｸﾘﾆｯｸ

5 藤谷博人 夏季練習における
熱中症対策

200807 2008年度関東高等学校ｱﾒﾘｶﾝﾌｯ
ﾄﾎﾞｰﾙ連盟安全対策ｸﾘﾆｯｸ

6 ○Yatabe Kanaka　○Aoki Haruhito
○Kohno Terushige　○Fujiya Hiroto
（○FIFA Medical Centre of Excellence,
Kawasaki/St.Marianna University School
of Medicine, Japan）

Personality and
Emotional
Responses to
sports injury in
U-14 Soccer
Players

200807 13th Annual Congress of the
European College of Sport
Science (ECSS Estoril 08)

7 河野照茂　　藤谷博人　　関久子
谷田部かなか　　菅恵理子　　寺脇史子

ﾊﾞﾚｴにおける外
傷･障害

200809 第63回日本体力医学会大会

8 藤谷博人　○後藤勝正　○大野善隆
河野照茂　　関久子　　谷田部かなか
菅恵理子　　寺脇史子
（○豊橋創造大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）

損傷骨格筋の再生
に及ぼすﾏｲｸﾛｶﾚﾝﾄ
(微弱電流)の効果

200809 第63回日本体力医学会

9 谷田部かなか　　河野照茂　　藤谷博人
関久子　　菅恵理子　　寺脇史子

児童生徒における
気分変調に及ぼす
体力･生活･対人関
係状況の影響

200809 第63回日本体力医学会大会

10 寺脇史子　○宮川健　◇枝松千尋
□飯田智行　△勝真理　　河野照茂
（○川崎医療福祉大学医療技術学部保健体
育学科）
（◇倉敷芸術科学大学生命科学部健康保険
学科）
（□国立高等専門学校機構沖縄工業高等専
門学校）
（△（株）アシックススポーツ工学研究
所）

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞの摩
耗に関するﾊﾞｲｵﾒｶ
ﾆｸｽ的研究

200809 第63回日本体力医学会大会

11 関久子　　河野照茂　　谷田部かなか 地域ｽﾎﾟｰﾂ振興と
体育指導委員の役
割

200809 日本体育学会第59回大会

スポーツ医学　学会発表
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12 ○原田知佳子　　谷田部かなか
◇小林芳文
（○横浜市立本郷特別支援学校）
（◇横浜国立大学教育人間科学部）

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ教育によ
る心の健康増進を
目指した実証的研
究

200809 日本特殊教育学会第46回大会

13 寺脇史子　　河野照茂　　藤谷博人
関久子　　谷田部かなか　　菅恵理子
○立石圭祐
（○ｽﾎﾟｰﾂ医学）

ﾏﾘｱﾝﾅ筋力ｱｯﾌﾟ教
室のとりくみ

200809 第6回日本運動処方学会大会

14 藤谷博人　　河野照茂　　関久子
谷田部かなか　　菅恵理子　　寺脇史子

膝関節ﾌﾞﾚｰｽの運
動時装着感に関与
する諸因子の検討

200810 第10回ｽﾎﾟｰﾂ用装具を考える会

15 藤谷博人　○後藤勝正　◇小倉祐司
河野照茂　　関久子　　谷田部かなか
菅恵理子　　寺脇史子
（○豊橋創造大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部）
（◇聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学生理学教室）

損傷骨格筋に対す
るﾏｲｸﾛｶﾚﾝﾄ(微弱
電流)の筋再生効
果 -筋細胞ﾚﾍﾞﾙで
の形態学的変化-

200811 第19回日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学会

16 河野照茂 健康を維持する音
楽の力～ｽﾄﾚｽから
心と体を守る

200903 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学・昭和音楽大
学連携講座音楽療法講座
「音楽の力～音楽が人へ与え
る影響～」

17 藤谷博人 頭･首の外傷･障害
とその予防

200903 2008年度関東学生ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ連盟医務担当者養成講座

18 藤谷博人 過去の重症頭頚部
外傷事故

200903 2009年度JAFAｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾝ
ﾍﾞﾝｼｮﾝ(東日本地区)
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番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 亀谷学 第102回 医師国家
試験問題解説書

P.263-
264
P.369
P.401
P.404-
405

200804 E問題　医学総論/長文問題
102E-35、G問題　医学総論/長
文問題102E-46、H問題 必修の
基本的事項102H-3,102H-
7,102H-8

2 亀谷学 CBT こあかり5.
ﾘ･ｺ 2009 五肢択
一形式篇

P.31P.60
4-
606P.610

200812 A基本事項　3コミュニケー
ションとチーム医療　（2）患
者と医師の関係　問題30　A-
36、E診療の基本　3基本的診
療技能　（2)医療面接 問題
608　E-141,(3)診療記録　問
題609　E-145,（５）身体診察
問題610　E-149,（６）基本的
臨床手技　問題614　E-159

3 亀谷学 CBT こあかり1. ｵ
ﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 第3版

P.429-
435

200903 E 診療の基本－3 基本的診療
技能－5)身体診察　－全身状
態とバイタルサイン，頭頚
部，胸部，腹部と泌尿生殖器
［到達目標：858(E-149)-
872(E-163)］

1 亀谷学 こすもす倶楽部 23P.9 200805 あなたの健康　食中毒

2 鳥飼圭人　　武岡裕文　　秋山佳子
石井修　　中川禎介　　松田隆秀

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3)P.2
51-256

200806 市販感冒薬が原因と考えられ
た急性呼吸不全を呈した薬剤
性肺炎の1例

3 ○倉持大輔　○松下和彦　○本田雅則
○小宅雄一郎　○正木大賀　○宮本哲
田所浩　○別府諸兄
（○整形外科学）

日本骨･関節感染
症学会雑誌

22P.77-
81

200806 術後感染治療における抗菌薬
の選択

4 ○戸田和正　○川島由起子　　亀谷学
◇中村丁字
（○栄養部）
（◇神奈川県立保健福祉大学福祉学部栄養
学科）

日本臨床栄養学会
雑誌

29(4)P.3
99-405

200807 インターネットを用いた食事
画像による遠隔栄養指導効果
の検討

5 ○Keito Torikai　○Nobuyoshi Narita
○Hirofumi Takeoka　○Takahide Matsuda
◇Mai Kurata　◇Yuko Tohyou
◇Masatoshi Hara　◇Fumihiko Miyake
（○Division of General Internal
Medicine）
（◇Division of Cardiology）

日本臨床生理学会
雑誌

38(4)P.2
15-220

200808 Significance and
Effectiveness of Health
Checkups For the Elderly

内科学（総合診療内科）　誌上発表

内科学（総合診療内科）　著書
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6 ○Mai Kurata　○Nobuyoshi Narita
○Keito Torikai　○Hirofumi Takeoka
○Sachihiko Nobuoka　○Masatoshi Hara
○Midori Narita　○Yuko Tohyou
○Masato Ishibashi　○Yuka Suzuki
○Takahide Matsuda　○Fumihiko Miyake
（○Departmentof Internal Medicine）

日本臨床生理学会
雑誌

38(4)P.2
09-213

200808 Follow-Up Study of Elderly
Subjects Receiving Annual
Health Checkups

7 ○江口文陽　○松岡寛樹　○菊川忠裕
◇渡邉泰雄　　松田隆秀
（○高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄
養学科）
（◇日本薬科大学医療薬学科）

応用薬理 75(12)P.
25-31

200808 90日間亜慢性投与毒性試験及
び遺伝毒性試験によるエノキ
タケ抽出物(キトグルカン)の
安全性解析

8 ○原正壽　○戸兵雄子　○熱田英彦
○倉田真衣　　成田信義　○西尾智
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36P.335-
341

200808 携帯ゲーム端末（USG-001)を
利用した心電図モニタ装置の
開発

9 武岡裕文　　石井修　○田村政近
○大久保道子　○小林美佳　○吉田有徳
根本隆章　　村中将洋　　中川禎介
松田隆秀
（○内科総合診療部）

炎症･再生 28(5)P46
1-464

200809 脂肪塞栓症候群による急性肺
障害に好中球エラスターゼ阻
害剤とステロイド剤が有効で
あった一例

10 亀谷学 しんきんﾗｲﾌ 76P.11 200809 名医に聞く　老齢長寿を健や
かに

11 亀谷学 DIRECT EXPRESS 2008P.11 200810 自分のカラダをメンテする。
適切な運動で健康生活を楽し
みましょう。

12 小宮山純 東京保険医新聞 - 200811 体位変換で治すめまい診療テ
クニック

13 喜瀬守人 JIM 18(12)P.
1014-
1016

200812 医師のためのビジネス・スキ
ル[自己啓発]医師とキャリア
開発

14 田所浩 ｼﾞｬﾐｯｸ･ｼﾞｬｰﾅﾙ 28(12)P.
20-23

200812 読者座談会vol.8 『初期研修
（指導医の悩み）」

15 亀谷学 しんきんﾗｲﾌ 77P.11 200812 名医に聞く　ストレスに早く
気づき、先手を打ちましょう

16 ○Yuko Tohyo　○Masatoshi Hara
○Kae Suzuki　○Yukiko Ohtani
○Fumihiko Miyake　◇Keito Torikai
◇Nobuyoshi Narita
（○Division of Cardiology）
（◇Division of General Internal
Medicine）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)P.5
31-536

200812 Health Checkup for the
Elderly in the St.Marianna
University School of
Medicine Hospital
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17 ○Yoshihiro Matsushima　○Fumio Eguchi
○Tadahiro Kikukawa
◇Takahide Matsuda
（○Department of Health and Nutrition
,Takasaki University of Health ana
Welfare）
（◇Ddivision of General Internal
Medicine,Department of Internal
Medicine,St.Marianna University School
of Medicine）

Inflammation and
Regeneration

29(1)P.4
7-58

200901 Hiatorical overview of
psychoactive mushrooms

18 亀谷学 【web掲載:
http://hij-
create-
study.com/exp_co
mment/print/doct
or_1974.html】
HIJ-CREATE

- 200903 エキスパートドクターコメン
ト　「高血圧治療薬による糖
尿病新規発症予防効果」

19 亀谷学 ねんきん通信 2009SPRI
NG P.9

200903 健康相談　食中毒に気をつけ
ましょう

1 麦谷歩　　武者幸樹子　　喜瀬守人
亀谷学　○岡田唯男
（○亀田ファミリークリニック）

第23回日本家庭医
療学会学術集会･
総会

200805 医学生は家庭医療コース参加
の結果、どのように変わるの
か？

2 大橋博樹　　武者幸樹子　　櫛笥永晴
麦谷歩　　喜瀬守人　　田所浩　　亀谷学

第23回日本家庭医
療学会学術集会･
総会

200806 家庭医が担う総合診療科はど
のように認識されているか～
川崎市立多摩病院におけるア
ンケート調査からみえること
～

3 喜瀬守人　　麦谷歩　○田頭弘子
◇森敬良
（○The University of Manchester）
（◇兵庫民医連家庭医療後期研修プログラ
ム）

第23回日本家庭医
療学会学術集会･
総会

200806 公募ワークショップ「後期研
修医と語る後期研修」

4 中津智子　　石井修　　清水裕子
稲村祥代　　武岡裕文　　鳥飼圭人
松田隆秀

第31回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200806 問診の重要性を再認識した妊
婦の一例

5 本間千絵　　鳥飼圭人　　稲村祥代
清水裕子　　武岡裕文　　石井修
成田信義　　松田隆秀

第31回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200806 当科において入院加療を行っ
た腎盂腎炎症例の検討

6 鳥飼圭人　　成田信義　　信岡祐彦
松田隆秀　○倉田真衣　○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

第31回日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ
ｹｱ学会

200806 前期高齢者と後期高齢者の健
診結果の比較検討（老人保健
法基本健康診査において）

7 鳥飼圭人　　成田信義　○原正寿
信岡祐彦　　松田隆秀　○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））

第50回日本老年医
学会学術集会

200806 当院健康診断センターにおけ
る老人健診の有用性の検討

8 亀谷学 第4回TAMAｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 200806 川崎市立多摩病院の救急医療

内科学（総合診療内科）　学会発表
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9 亀谷学 世田谷獨協会 200806 川崎市立多摩病院

10 ○天神和美　◇野口陽平　　秋山佳子
○渋川健太郎　○鈴木碧　□熱田英彦
中谷信一　　土田浩生　　石井修
松田隆秀
（○臨床研修センター）
（◇生化学（生化学））
（□内科学（循環器内科））

第55回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200807 成人に発症した急性巣状細菌
性腎炎の1例

11 ○今井健　○小田剛　　根本隆章
土田浩生　　松田隆秀
（○臨床研修センター）

第55回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200807 多発性肝嚢胞に合併した嚢胞
感染

12 大橋博樹 第20回医学生･研
修医のための家庭
医療学夏期ｾﾐﾅｰ

200808 パネルデイスカッション「家
庭医療の将来」

13 小宮山純 西部病院院内講習
会

200808 第1回　転倒転落を理解しよう
～リスク評価について～

14 小宮山純 西部病院院内講習
会

200808 第2回　転倒転落を防ごう～防
止策の現状と限界を知る～

15 小宮山純 東京保険医協会中
央講習会

200809 体位変換によって治すめまい
のテクニック

16 根本隆章　○今井健　○小田剛
土田浩生　　清水裕子　　稲村祥代
鳥飼圭人　　石井修　　中川禎介
松田隆秀
（○臨床研修センター）

第556回日本内科
学会関東地方会

200809 超音波検査で早期診断し内科
的治療が奏功した肝嚢胞感染
の1例

17 秋山佳子　○野口陽平　◇熱田英彦
中谷信一　　土田浩生　　石井修
松田隆秀
（○臨床研修センター）
（◇内科学（循環器内科））

第557回日本内科
学会関東地方会

200810 成人における急性巣状細菌性
腎炎の2症例

18 ○井上ふみ子　◇加茂力　○岡田みちよ
○下平和代　□鈴木まち子　△亀谷学
（○川崎市立多摩病院医療相談センター）
（◇川崎市立多摩病院医療相談センターセ
ンター長）
（□川崎市立多摩病院副病院長）
（△川崎市立多摩病院病院長）

第47回全国自治体
病院学会

200810 ポスターセッション「ディス
チャージマネジメントラウン
ドの啓蒙効果に関する看護師
の意識調査」

19 ○加藤一徳　◇加茂力　□亀谷学
○佐藤敏夫　△伊藤誠
（○川崎市立多摩病院医療相談センター）
（◇川崎市立多摩病院医療相談センターセ
ンター長）
（□川崎市立多摩病院病院長）
（△川崎市立多摩病院医療情報部）

第47回全国自治体
病院学会

200810 ポスターセッション「病院受
診経路における地理的患者動
態」
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20 ○安藤加奈　◇加茂力　□亀谷学
○宮川惠子　○野坂洋子　○高橋杏子
（○川崎市立多摩病院医療相談センター）
（◇内科学（神経内科））
（□川崎市立多摩病院病院長）

第47回全国自治体
病院学会

200810 ポスターセッション「転院先
医療福祉機関に依存する入院
期間の問題点」

21 亀谷学 全国医療研究集会
ｻﾃﾗｲﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢歯
周病と糖尿病｣早
朝ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200810 パネルディスカッション『挑
戦！医科歯科一体で取り組む
管理』1.内科医から

22 ○鬼島正典　　小宮山純
（○千葉医療センター神経内科）

第67回日本めまい
平衡医学会総会

200810 良性発作性頭位めまい症にお
ける頭位変換腕倚試験

23 井川理映子　○中村美保　○石田敦子
○石川文月　○西根広樹　○佐治淳子
○井上健男　○白川妙子　○峯下昌道
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第558回日本内科
学会関東地方会

200811 強皮症に伴う間質性肺炎に合
併した難病性気胸に対し、タ
ルクによる胸膜癒着術を施行
した1例

24 鳥飼圭人　　成田信義　　武岡裕文
松田隆秀

第45回日本臨床生
理学会

200811 老人保健基本健康診査におけ
る前期高齢者と後期高齢者の
健診結果の比較検討

25 秋山佳子　　清水裕子　　稲村祥代
中谷信一　　土田浩生　　石井修
松田隆秀　○信岡祐彦
（○臨床検査医学）

第12回未病症例検
討会

200811 両手足のしびれと起立困難で
受診した55歳男性の例

26 ○井上ふみ子　◇加茂力　○宮川惠子
□鈴木まち子　△亀谷学
（○川崎市立多摩病院医療相談センター）
（◇川崎市立多摩病院医療相談センターセ
ンター長）
（□川崎市立多摩病院副病院長）
（△川崎市立多摩病院病院長）

第46回日本医療･
病院管理学会学術
総会

200811 Discharge Management Round
は看護師の退院計画への意識
を高め入院期間を短縮する

27 亀谷学 神奈川県病院経営
ｾﾐﾅｰ ｰ更なる医療
の質の向上を目指
してｰ

200811 総合診療が果たす地域医療の
役割

28 ○伊東みなみ　○坪田由紀子　◇佐藤千秋
○福田羽衣　○松隈愛子　○桑島規夫
松田隆秀
（○MSC医療福祉相談）
（◇東横病院　医療支援・連携室）

第56回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200812 在日外国人への医療通訳の現
状と必要性

29 ○塩野陽　◇石井修　◇武岡裕文
◇稲村祥代　○岡野美紀　◇土田浩生
□浅川英輝　△干川晶弘　△小田中美恵子
△前田一郎　◇松田隆秀
（○初期臨床研修センター、内科総合診療
部）
（◇総合診療内科、内科総合診療部）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））
（△診断病理学）

第56回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会学術
集会

200812 腋窩リンパ節腫脹を契機に診
断し得た潜在性乳癌の一例
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30 大橋博樹 第4回若手家庭医
のための家庭医療
学冬期ｾﾐﾅｰ

200902 あなたの「家庭医を特徴づけ
る能力」を経験からの振り返
りでのばそう！ー若手家庭医
の家庭医としての日々をもと
にー

31 櫛笥永晴 第4回若手家庭医
のための家庭医療
学冬期ｾﾐﾅｰ

200902 病院教育見本市　コーディ
ネーター

32 喜瀬守人　　田所浩 第4回若手家庭医
のための家庭医療
学冬期ｾﾐﾅｰ

200902 病院教育見本市

33 鳥飼圭人　　清水裕子　　稲村祥代
根本隆章　　武岡裕文　　秋山佳子
村中将洋　　土田浩生　　中谷信一
石井修　　成田信義　　松田隆秀

第17回日本総合診
療医学会学術集会

200902 当科で入院加療を要した大腸
憩室炎症例の検討

34 鳥飼圭人　　清水裕子　　稲村祥代
根本隆章　　武岡裕文　　秋山佳子
村中将洋　　土田浩生　　中谷信一
石井修　　成田信義　　松田隆秀

第17回日本総合診
療医学会学術集会

200902 聖マリアンナ医科大学総合診
療内科（後期研修プログラム
を中心に）

35 稲村祥代 第13回未病症例検
討会

200903 発熱と皮疹を主訴に受診した
37歳女性

36 小宮山純 神奈川県鍼灸師会
講習会

200903 鍼灸師に必要なめまいの知識
と診方
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年次
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1 ○吉田幸成　◇今井浩三　□米沢傑
□後藤正道　△日野田裕治　▽西山正彦
☆加藤雅志　◎吉田未央　※遠藤高夫
*1小尾俊太郎　*2小俣政男　*3上野英樹
*3置坂拓志　▽萩原弘一　*4瀧島美紀
*5高橋かおる　*6霞富士雄　*7鈴木直
*8高橋敦　◇塚本泰司　◇伊藤直樹
*9野水整　*9小池哲史　*10福島俊彦
*10竹之下誠一　*11形浦昭克
*12草場仁志　*13西條長宏　*14高橋宏明
*15西尾正道　◇佐々木茂　◇安達正晃
※足立靖　※加藤康夫　▽武田文和
*16志真泰夫　*17三上一郎　*18江口研二
◇橋詰奈穂美　◇川股知之　◇渡辺廣昭
*19恒藤暁　*13内富庸介　*20西立野研二
*21鈴木荘一
（○道都病院）（◇札幌医科大学）（□鹿児島大学）（△山口大
学）（▽埼玉医科大学）（☆厚生労働省）（◎北海道循環器病
院）（※札幌しらかば台病院）（*1佐々木研究所付属杏雲堂病
院）（*2東京大学）（*3国立がんセンター中央病院）（*4公立黒
川病院）（*5静岡県立静岡がんセンター）（*6順天堂大学）（*7
産婦人科学（婦人科））（*8函館五稜郭病院）（*9星総合病院）
（*10福島県立医大）（*11さっぽろ慈啓会特別養護老人ホーム）
（*12九州大学）（*13国立がんセンター東病院）（*14恵佑会札幌
病院）（*15北海道がんセンター）（*16筑波メディカルセンター
病院）（*17大慈会三原病院）（*18帝京大学）（*19大阪大学）

（*20ピースハウス病院）（*21鈴木内科病院）

看護のための最新
医学講座【第2
版】腫瘍の臨床

第24
巻:106-
120

200808 第2章おもな癌の検査と診断
【子宮癌、卵巣癌】

2 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

更年期医療ｶﾞｲﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ日本更年期医
学会編

136-140 200811 婦人科系　子宮（子宮筋腫）

3 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

ﾎﾟｹｯﾄ版臨床医薬
品集 2009

525-539､
558-660

200811 女性ホルモン剤、子宮用薬、
抗悪性腫瘍

4 ○池田正　◇石井孝子　□末岡浩
△鈴木直　▽長沢規子　□藤原潔
☆山田規子
（○帝京大学）
（◇前東京家政大学）
（□慶應義塾大学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽埼玉市立病院）
（☆東京大学医学部付属病院）

系統看護学講座
専門分野Ⅱ 女性
生殖器 成人看護
学9

129-135 200811 第5章疾患の理解⑤卵巣の疾患

1 ○Horinouchi H　　Miyazawa　T
◇Takada K　□Satomi M　△Takahashi　Y
▽Saitoh　Y　☆Nakagawa　K
（○慶応義塾大学）
（◇Hiroshima Municipal Hospital）
（□Department of Radiology Hyogo
Medical Center for Adults）
（△Department of Radiology
GifuUniversity）
（▽Department of Surgery
KouseiHosipital Sendai）
（☆Department Chest Surgery Cancer
Institute Hospital　Japaｎ）

Surg Endosc Vol.15
P228-232

200804 Saftey Study of
Endobronchial
Electrosurgery for
Tracheobronchial Lesions

内科学（呼吸器・感染症内科）　著書

内科学（呼吸器・感染症内科）　誌上発表
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2 ○Matsuoka　S　○KuriharaY
○YagihashiK　　HoshinoM　○NakajimaY
（○放射線科）

Radiology 248(3)
1042-9

200804 Y. Airway Dimensions at
Inspiratory and Expiratory
Multisection CT in Chronic
Obstructice Pulmonary
Disease.

3 宮澤輝臣　○栗本典昭
（○外科学（呼吸器外科））

医学のあゆみ Vol224No
.13

200804 特殊な内視鏡（EBUS,NBI）

4 Mizuki Ikehara,　　T.Miyazawa
○Haruhiro Saito　○Kouzo Yamada
○Fumihiro Oshita,　○Kazumasa　Noda,
○Haruhiko Nakayama,　○Kazuo Masui,
○Yoichi Kameda,　　Yuko Komase
（○神奈川県立癌センター）

Journal of
Computer
Assisted
Tomography.

 
32(3):42
6-431.

200805 Prognosis of Small
Adenocarcinoma of the Lung
Based on　Thin-Section
Computed Tomography and
Pathological Preparations

5 駒瀬裕子 Medical Practice 25:787-
793

200805 インフルエンザ

6 ○藤田佳嗣　◇関順彦　○栗本典昭
◇江口研二
（○聖マリアンナ医科大学）
（◇帝京大学）

日本呼吸器学会雑
誌

46巻P330 200805 肺末梢病変の生検に対して気
管支腔内超音波波断層法を用
いた場合のX線透視時間につい
ての検討

7 FujitaY　○InoueK　◇SekiN　　InoueT
□Sakuta A　　Miyazawa　T　◇EguchiK
（○東海大学(公衆衛生学））
（◇東海大学(肺腫瘍内科））
（□聖学院大学）

J Forensic Leg
Med.

15(8) 200805 The need for measures to
prevent "solitary
deaths"after large
earthquakes-based on
current conditions
following the Great
Hanshin-Awaji Earthquake.

8 ○駒瀬勝啓　　駒瀬裕子
（○国立感染症研究所（ウイルス第三
部））

呼吸器科 13:511-
518

200806 喘息の難治化要因とその対
策：患者側の要因：服薬アド
ヒアランス／吸入手技など

9 宮澤輝臣　　峯下昌道 COPDﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P112-
p117

200806 COPDへの内視鏡的アプローチ

10 宮澤輝臣 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断

p149-
p157

200806 気道ステント留置

11 宮澤輝臣 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断

p247-
253-p158

200806 硬性気管支鏡

12 宮澤輝臣　　西根広樹　　木田博隆
石川文月　　中村美保　　佐治淳子
石田敦子　　大重雅寛　　藤田佳嗣
松岡由香　　井上健男　　延山誠一
星野誠　　白川妙子　　峯下昌道

救急医学(ﾍﾙｽ出
版)

第32巻6
号

200806 気管閉塞　ステント留置
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13 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2)p16
9-173

200804 【聖マリアンナ医科大学にお
ける卒前・卒後教育】 臨床医
学教育の現状と課題　産婦人
科学

14 ○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 62(4)p49
5-501

200804 【産婦人科臨床の難題を解く
私はこうしている】　不妊治
療【ART】至適な卵巣刺激法と
は？

15 ○藤脇伸一郎　　半田寛　◇石塚文平
□笠井昭吾　□徳田均　□喜入晶子
□大河内康実　△関口輝彦　△富満弘之
△水澤英洋　▽吐内国　☆栢森高
☆猪狩亨　☆江石義信
（○社会保険横浜中央病院産婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□社会保険中央病院（内科））
（△東京医科歯科大学脳神経病態学）
（▽東京医科歯科大学検査部）
（☆東京医科歯科大学病理部）

産科と婦人科 75p153-
160

200804 【産婦人科ホルモン療法マ
ニュアル】 腫瘍・類腫瘍　子
宮腺筋症

16 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産科と婦人科 75p81-84 200804 【産婦人科ホルモン療法マ
ニュアル】 生殖内分泌・不妊
早発卵巣不全

17 ○岩森正男　○岩森由里子　◇斎藤真木子
□田中京子　△石渡勇　▽木口一成
（○近畿大学理工学部生命科学科）
（◇東京大学大学院・医学系研究科）
（□埼玉病院・産婦人科）
（△石渡産婦人科医院）
（▽産婦人科学（婦人科））

JOBL(第50回脂質
生化学会議講演要
旨集

50 200805 抗癌剤耐性細胞とペルオキシ
ゾーム欠損細胞における糖脂
質合成の促進

18 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 62(6)p85
0～853

200806 【妊婦の感染症】　妊婦の感
染－胎児への影響と対策　麻
疹

19 ○田中雄大　◇五十嵐豪　□鈴木直
□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院産婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(1)p39
～41

200807 腹腔鏡手術の合併症：トロッ
カー穿刺による膀胱損傷の1例

20 Nobuyama.S　　Miyazawa.T　　Nishine.H
Kida. H　　Handa.H　　Furuya.N
Ishibashi.N　　Ishikawa.F
Nakamura.M　　Saji J　　Ishida.A
Ooshige.M　　Fujita.Y　　Matsuoka.Y
Inoue.T　　Hoshino.M　　ShirakawaT
Mineshita. M

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 Vol36
P551-
P554

200806 A case of Takotsubo
Cardiomyopathy after airway
stenting
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21 ○Espey LL,　○Garcia RA　◇Kondo H
◇Ishizuka B　□Yoshioka S　□Fujii S
△Hampton S　△Richards JS
（○Department of Biology,One Trinity
Place,Trinity University、San Antonio）
（◇Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（□Department of Obstetrics and
Gynecology,Kyoto University School of
Medicine）
（△Department of Molecular　and
Cellular Biology,Baylor College of
Medicine,Houston）

J Endocrinol 91(2)p64
9-52

200807  Expression of paralogs of
cytochrome P 450 21a1
pseudogene (Cyp21a1-ps) and
endogenous retrovirus SC1
(SC1) in the rat ovary
during the ovulatory
process.

22 ○山中美智子　○天野完　○井槌慎一郎
○井上裕美　○石川浩史　○小川幸
○小川博康　○加藤良樹　○小松英夫
○澤田真紀　○代田琢彦　○多和田哲雄
○平吹知雄　○堀裕雅　○毛利順　○森晃
○平原史樹　◇中野眞佐夫　◇海野信也
◇東條龍太郎　◇八十島唯一
□山中美智子
（○神奈川県産科婦人科医会周産期医療対
策部）
（◇神奈川県産科婦人科医会）
（□神奈川県周産期医療協議会事務局）

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(1)p45
～48

200807 「話題提供」神奈川救急医療
中央情報センターによる周産
期救急受入医療機関紹介業務
の現況

23 峯下昌道　　宮澤輝臣 COPDﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P112-
P117

200806 COPDへの内視鏡的アプローチ

24 ShirakawaT　　Miyazawa　T　○Becker HD
（○Thoraxklinik at Heidelberg
University）

Journal Bronchol l5:129-
133

200807 The Layer Structure of
Central Airways　as
Described by Endobrochial
Ultrasonography (EBUS)

25 ○Kurimoto N　○Osada H　　Miyazawa　T
◇Nishizaka T　□Murayama M
（○外科学（呼吸器外科））
（◇県立広島病院）
（□岩国南病院）

Journal Bronchol l5:134-
138

200807 Targeting Area in
Metastatic Lymph Nodes in
Lung Cancer for
Endobronchial
Ultrasounography-guided
Transbronchial Needle
Aspiration

26 比留川　実沙　　宮澤輝臣　　延山誠一 肺癌 48巻
P341-
P342

200808 胸部異常陰影で発見された
PrimitiveNeuroectodemalTumo
rの1例

27 Ikehara,M　　Yamaguchi, H　　KomaseY
Saitoh　H　○YamadaK　○Oshita　F
○NodaH　○Masui　K　○Kameda　Y
○Yamamoto, T
（○神奈川県立癌センター）

J Infect
Chemother

14:319-
324

200808 Disseminated cryptococcal
infection with eosinophylia
in a healthy person

28 ○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療 (0558-
471X)97(
1) p1-5

200807 【これからのリプロ・ヘル
ス】 女性の健康管理と産婦人
科医
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29 ○Mari Watanabe　○Yoichi Kobayshi
○Noriyuki Takahashi
○Kazushige Kiguchi　○Bunpei Ishizuka
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

J.Obstet.Gynaeco
l.Res.

34(4)p56
7～573

200808 Expression of melatonin
receptor(MT1)and
interaction between
melatonin and estrogen in
endometrial cancer cell
line

30 ○新橋成直子　○谷内麻子　○五十嵐豪
◇吉岡範人　◇名古崇史　○中村真
□代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□代田産婦人科）

川崎市医師会医学
会誌

25p55～
57

200809 各科開業医における中高年女
性の診療に関するアンケート
結果　科を超えた医療連携の
提案

31 駒瀬裕子　　山口裕礼　　池原瑞樹
山本崇人　　森田あかね

日ｻ会誌 28(1):49
?55

200809 発熱と関節痛で急性発症した
家族発生サルコイドーシスの
一例

32 白川妙子　○栗本典昭　　松岡由香
中村美保　　大重雅寛　　木田博隆
西根広樹　　石川文月　　石田敦子
佐治淳子　　藤田佳嗣　　延山誠一
星野誠　　峯下昌道　　宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））

気管支学 第30巻
第5号
282-292

200809 超音波診断（中心　末梢）

33 ○鈴木直　○大原樹　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

臨床産科婦人科 62(10)p1
321～
1325

200810 卵巣癌の維持化学療法

34 ○鈴木直　○和田康菜　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

産婦人科の実際 57(11)p1
789～
1793

200810 尿路合併症

35 ○田村みどり　○渡邊弓花　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 59(10)p1
585～
1588

200810 画像診断で癒着胎盤が疑われ
た２症例

36 ○Ishizuka B　◇Kudo Y　□Tango T
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Deparｔment of Life Scince, Okayama
University of Science）
（□Department of Technology Assessment
and Biostartistics, National Institute
of Public Health）

Maturitas 20;61(3)
p260～
267

200811 Cross-sectional community
survey of menopause
symptoms among Japanese
women.

37 ○津田千春　　宮澤輝臣　◇小林陽一
□岡崎寛子　◇鈴木直　◇木口一成
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□放射線医学）

日本産科婦人科学
会関東連合地方部
会

45(4)p35
9～362

200811 帝王切開の子宮手術創に発生
した子宮内膜症性嚢胞の1例
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38 ○笹田真滋　◇川原邦光　□岡本紀雄
□小林政司　△岩崎輝夫　▽道田知樹
□鈴木秀和　□平島智特　□松井薫
☆大田三徳　　石田敦子　　宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科）
（◇大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、臨床検査科）
（□大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（△大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）
（▽大阪厚生年金病院、内科）
（☆大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）

胸部外科(南江堂) 61巻第9
巻
p769-
p773

200809 悪性中皮腫における高周波ナ
イフを用いた全層胸膜生検

39 ○Okutsu Y　◇Itoh　MT　○Takahashi N
○Ishizuka B
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Departments of Anatomy,St.Marianna
University School of Medicine）

Fertil Steril 未定 200812 Exogenous androstenedione
induces formation of
follicular cysts and
premature luteinization of
granulosa cells in the
ovary.

40 ○石塚文平　◇堤治　□佐藤和雄
△深谷孝夫　▽竹下俊行　☆星合昊
◎可世木久幸　※林保良　*1村上節
▽明楽重夫　*2伊熊健一郎　*3武内裕之
*3熊切順　*4森田峰人　○斉藤寿一郎
☆塩田充
（○産婦人科学（産科））
（◇山王病院）
（□日本大学産婦人科）
（△高知大学医学部産婦人科）
（▽日本医科大学産婦人科）
（☆近畿大学医学部産婦人科）
（◎日本医科大学小杉病院産婦人科）
（※川崎市立川崎病院産婦人科）
（*1滋賀医科大学産婦人科）
（*2大阪中央病院産婦人科）
（*3順天堂大学産婦人科）
（*4東方大学医療センター大森病院）

日本産科婦人科内
視鏡学会雑誌

24(2)
p476-514

200812 日本産科婦人科内視鏡学会ガ
イドライン委員会報告

41 駒瀬裕子 ｱﾚﾙｷﾞｰ､免疫 15:60-70 200809 真菌による過敏性肺炎

42 ○
Matsuoka S　○Kurihara Y
○Yagihashi K　○Nakajima Y
HoshinoM
（○放射線科）

Radiology Volume
249
Number3

200809 AirwayDimension at
Inspiratory and Expiratory
and Expiratory Multisection
CT in Chronic Obstructive
Pulmonary

43 宮澤輝臣 綜合臨牀 Vol57
No9

200809 気道狭窄に対するステント療
法

44 FujitaY　○Inoue K　◇Seki N　　InoueT
□Sakuta A　　Miyazawa　T　◇Eguchi K
（○東海大学(公衆衛生学））
（◇東海大学(肺腫瘍内科））
（□聖学院大学）

J Forensic Leg
Med.

15(7) 200810 Anepidemiological analysis
of drunk driving accidents
in Kanagawa Prefecture-
comparison of 1997-2000
and2003-2006

- 83 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

45 ○小林陽一　○大原樹　○西ヶ谷順子
○鈴木直　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(1)p37
～41

200901 TGP（Thermoreversible ｇ
elation ｐolymer)を用いた感
受性試験に基づく婦人科癌化
学療法の個別化の試み

46 藤田佳嗣　○井上顕　◇関順彦
□岩本徳全　◇江口研二　　宮澤輝臣
（○藤田保健衛生大学）
（◇帝京大学）
（□岩本クリニック）

肺癌 48巻p659 200810 肺癌死亡の推移と予防に向け
て(第一報）全国と神奈川の検
討から

47 ○今井愛　○葛岡美津穂　○上坊敏子
◇海野信也　◇平澤猛　◇松村俊成
◇三上幹男　□鈴木直　□小林陽一
□木口一成
（○北里大学医学部産婦人科）
（◇東海大学医学部産婦人科）
（□産婦人科学（婦人科））

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(1)p63
～66

200901 婦人科にて初期治療を施行し
たGIST症例の臨床病理学的検
討

48 ○HorinouchiH　　Miyazawa　T
◇Takada K　□Y　Saitoh　△Satomi M
○TakahashiY
（○Keiou　University）
（◇GifuUniverisity）
（□HyogoikaUniversity）
（△ChibaUniversity）

Journal of
Bronchol

Volume
15 228-
232

200810 Safety Study of
Endobronchial
Electrosurgery for
Tracheobronchial Lesions

49 松岡由香 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

Volume
36 487-
493

200810 中心型肺癌の診断と治療、気
道上皮におけるテロメラーゼ
発現

50 ○Komase. Y　◇AbeT　□KasaharaK
△Takahashi H　▽KanekoT　☆NishikawaM
◎Kuwahira I
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇東海大学医学部（呼吸器内科））
（□昭和大学北部病院呼吸器センター）
（△神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）
（▽横浜市立大学市民総合医療センター）
（☆藤沢市民病院）
（◎東海大学東京病院）

Internal
Medicine

 47
1791-
1796,200
8

200810 Survey on handling of
chronic obstructive
pulmonary disease by annual
health check in Japan

51 ○田中雄大　○坂口健一郎　○井面昭文
◇五十嵐豪　□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(2)p33
～37

200901 当院における腹腔鏡下子宮全
摘術の現況

52 駒瀬裕子 前崎繁文編文光堂 299-304 200810 感染症内科クリニカルスタン
ダード
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53 ○Masaki Miyazawa　　駒瀬裕子
◇Masanori Yasuda　○Mariko Fujita
○Hiroshi Kajiwara
○Kenichi Hirabayashi
○Susumu Takekoshi　○Takeshi Hirasawa
□Masaru Murakami　△Naoki Ogane
▽Kazushige Kiguchi　☆Isamu Ishiwata
□Mikio Mikami　○R.Yoshiyuki Osamura
（○Departments of Pathology, Tokai
University School of Medicine）
（◇Department　Pathology,Saitama
Medical University　International
Medical Center）
（□Department of Obstetrics and
Gynecology, Tokai University School of
Medicine）
（△Division of Pathology, Kanagawa
Cancer Center）
（▽Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（☆Institute of Cell Biology, Ishiwata
Obstetrics and Gynecological Hospital,
Mito, Ibaraki）

Pathology
International

59(1)
P19～27

200901 Therapeutic strategy
targeting the mTOR-HIF-1α-
VEGF pathway in ovarian
clear cell adenocarcinoma.

54 駒瀬裕子　○太田康男　◇木津純子
□前崎繁文
（○帝京大学内科学講座）
（◇慶応大学薬学部）
（□埼玉医科大学感染症科）

内科 102:61-
975

200811 日常診療における抗菌薬の使
い方

55 ○Sasada S　○KawaharaK　○KusunokiY
○OkamotoN　○Iwasaki T　○Suzuki　H
○KobayashiK　○Miharashima T
○MatsuiK　○OhtaM　　Miyazawa　T
（○大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科
）

SurgEndosc DOI
10.1007/
s00464-
008-
0263-8

200811 A new electrocautery
pleural biopsy technique
using an insulated-tip
diathermic knife during
semirigid pleuroscopy
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56 ○Aoki D　◇Watanabe Y　□Jobo T
△Ushijima K　▽Hasegawa K　○Susumu N
☆Suzuki N　◎Aoki R　※Isonishi S
*1Sagae S　☆Ishizuka B　△Kamura T
*2Udagawa Y　*3Hoshiai H　*4Ohashi Y
*5Ochiai K　*6Noda K
（○Departmente of Obstetrics and Gynecology,School of
Medicine,Keio University）
（◇Departmente of Obstetrics and Gynecology Kinki
University,School of Medicine）
（□Departmente of　Obstetrics and Gynecology,School of
Medicine,Kitazato university）
（△Departmente of Obstetrics and Gynecology　Kurume
University,School of Medicine）
（▽Department of Obstetrics and Gynecology, Fujita Health
University School of Medicine）
（☆Department of Obstetrics and Gynecology,St Marianna
University School of Medicine）
（◎Department of Obstetrics and Gynecology,Nippon kokan
Hospital）
（※Department of Obstetrics and Gynecology,Jikei
University Aoto Hospital）
（*1Department of Obstetrics and Gynecology,Sapporo Railway
Hospital）
（*2Departmente of Obstetrics and Gynecology, Fujita Health
University,School of Medicine）
（*3Departmente of　Obstetrics and GynecologyKinki
University,School of Medicine）
（*4Departmente of Obstetrics and Gynecology,
School of Public Health,Uiversity of Tokyo）
（*5Departmente of　Obstetrics and Gynecology,
Jikei University,School of Medicine）
（*6Departmente of Obstetrics and Gynecology,
Kinki University,School of Medicine）

Anticancer Res 29(2)
p561～
566

200902 Favourable prognosis with
modified dosing of
docetaxel and cisplatin in
Japanese patients with
ovarian cancer

57 峯下昌道　　宮澤輝臣 呼吸器科 14(5)
P412-
P417

200811 Vibration Response Imaging
を用いた呼吸診断

58 宮澤輝臣　　西根広樹　　木田博隆
半田寛　　古屋直樹　　石橋令臣
石川文月　　中村美保　　佐治淳子
石田敦子　　大重雅寛　　藤田佳嗣
松岡由香　　井上健男　　延山誠一
星野誠　　白川妙子　　峯下昌道

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36巻第6
号
Vol136No
.6
p551-554

200812 呼吸器インターベンション

59 ○石山めぐみ　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療 98(2)p10
8～112

200902 【不妊診療の進歩と問題点】
ARTをめぐる最近の話題

60 ○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

産婦人科治療 98(3)p26
5～270

200903 尿失禁の診断と治療

61 ○鈴木直　◇五十嵐豪　◇高江正道
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 58(3)p30
9～315

200903 【妊孕能温存の婦人科がん治
療】 がん化学療法と卵巣組織
凍結　最近の話題

62 宮澤輝臣　　延山誠一　　西根広樹
木田博隆　　半田寛　　古屋直樹
石橋令臣　　石川文月　　中村美保
佐治淳子　　石田敦子　　大重雅寛
藤田佳嗣　　松岡由香　　井上健男
星野誠　　白川妙子　　峯下昌道

呼吸器科 14巻6号
p511-
p514

200812 気管支インターベンション
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63 笹田真滋 呼吸器科 14巻第6
号
Vol14No.
6
p481-486

200812 高周波ナイフによる胸腔下胸
膜生検

64 ○Niwa　H　◇Tanahashi M　□KondoT
△OhasakiY　▽OkadaY　○SatoS
▽Suzuki　E　○Senba H　▽Fujino S
Miyazawa　T　☆Kobayashi K
（○SeireiMikatahara General Hospital）
（◇Safety Management Committee）
（□JapanSociety for Respiratory E）
（△Division of Thoracic Surgery）
（▽Respiratory Disease Center）
（☆慶応義塾大学）

Respirology 14(1)282
-289

200901 Bronchoscopy　in Japan
Asurvey the JapanSociety
for Respiratory Endoscopy

65 ○LiHanHsu　　Nobuyama　S
Miyazawa　T
（○SunYat -Sen Cancer Center）

J Bronchol 16(1):15
-17

200901 Novel Use　of a Disposable
Curved Stent Insertion
Plastic Device for Silicone
Stent Placement　in
Patients with Limited Neck
Extension

66 延山誠一　　西根広樹　　木田博隆
石川文月　　中村美保　　佐治淳子
石田敦子　　大重雅寛　　藤田佳嗣
松岡由香　　井上健男　　白川妙子
峯下昌道　○栗本典昭　◇八木橋国博
◇栗原康之　　宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））
（◇放射線医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 第37巻第
1号館

200902 肺癌などによる気道狭窄に対
するステント留置における気
道内径測定

67 Miyazawa　T　○Becker HD　○Slawik M
◇Gat M
（○Thoraxklinik at Heidelberg
University）
（◇DeepBreezeOrAkiva　Israel）

Respiration 77(2):13
2-133

200902 Vibration Response Imaging
as a New Tool for
Interventional Bronchoscopy
Outcome Assessment: A
Prospective Pilot Study

68 ○笹田真滋　◇川原邦光　○岡本紀雄
□小林政司　△坂上共樹　△田宮基裕
△久原華子　△小森千佳　△阪谷和世
△森下直子　△上原暘子　□鈴木秀和
□平島智徳　□松井薫　▽太田三徳
宮澤輝臣　☆楠洋子
（○大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（◇大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、臨床検査科）
（□大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（△大阪府立呼吸器アレルギー医療セン
ター　肺腫瘍内科）
（▽大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）
（☆大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター）

気管支学 Vol31No2 200903 セミフレキシブル胸腔鏡を用
いたITナイフによる全層胸膜
生検の診断的有用性
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69 半田寛　　宮澤輝臣 日本臨牀 P9-P11 200903 呼吸器症候群（第2版）Ⅲ牀そ
の他の呼吸器疾患を含めて
Ⅲ　腫瘍性疾患
A.上皮性（原発性）腫瘍

70 ○Kurimoto N　○Osada H　　Miyazawa　T
（○外科学（呼吸器外科））

RespirationResea
rch
Clinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter1
5p140-
p147

200903 State-of-the-
ArtEquipmentandProcedure

71 ○Kurimoto N　○Osada H　　Miyazawa　T
（○外科学（呼吸器外科））

RespirationResea
rchClinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter1
8p160-
p166

200903 EndobronchialUltrasonograph
y for Peripheral
PulmonaryLesion

72 ShirakawaT　　Ishida A　　Miyazu Y
○Kurimoto N　◇Iwamoto Y
Nobuyama S　　Miyazawa　T
（○外科学（呼吸器外科））
（◇広島市民病院）

RespirationResea
rch
Clinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter2
2p189-
p202

200903 EndobronchialUltrasoundforD
ifficult Airway Problem

73 宮澤輝臣 がんｰ最新治療&予
防 全国名医307人

p73 200903 肺癌関東ブロック神奈川県

74 新井基央　　石田明　　宮澤輝臣 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 37巻
(1)21-27

200903 Study on Effecacy of
Sivelestat on
Thrombocytopenia in Cases
of Severe Pneumonia

75 半田寛　　宮澤輝臣 日本臨床 呼吸 別冊 200903 【呼吸器症候群(第2版)　その
他の呼吸器疾患を含めて】 腫
瘍性疾患　上皮性(原発性)腫
瘍　Endobronchial neoplasm

76 駒瀬裕子 Medical Practice 26:392-
396

200903 どのように喘息を診断すれば
よいのかープライマリーケア
の立場から

77 駒瀬裕子 Progress in
Medicine

 29:61-
68

200903 喘息死ゼロを目指した病薬診
連携

78 ○Sasada.S　○Kawahara.K　○Iwasaki.T
○Hirashima.T　○Miyazawa.T
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Journal of
Thoracic
Oncology

Vol3Numb
er 7

200807 AnElecctrocautery
PleuralBiopsy for the
Diagnosis of Desmoplastic
Malignant Mesothelioma
During Semirigid
Thoracoscopy
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1 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

Premature
Ovarian Failure:
an update

200804 The International Seminar
on ART Safety  and the
Health of Reproduction and
Inheritance in Hangzhou

2 ○高江正道　○五十嵐豪　○井槌慎一郎
◇細沼信示　○嶋田彩子　○青木喜美恵
○新橋成直子　○石山めぐみ　○谷内麻子
○中村真　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 当院搬送後、母体死亡に至っ
た２症例に関する臨床的検討-
分娩周辺期大量出血のリスク
評価と対応について-

3 ○大原樹　○鈴木直　○吉岡範人
○桑原真理子　◇小池敦子　○和田康菜
○西ヶ谷順子　○小林陽一　○木口一成
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 婦人科疾患術後の静脈血栓塞
栓症におけるD-dinner測定の
有用性

4 ○小林陽一　○吉岡範人　○渡部真梨
○大原樹　○和田康菜　○西ヶ谷順子
○鈴木直　◇五味弘道　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇放射線医学）
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 Ⅰb2およびⅡ期子宮頸癌根治
術後放射線療法における科学
療法併用（ｐ-ＣＣＲＴ）の意
義

5 ○鈴木直　◇橋本周　□五十嵐豪
□長田まり絵　□高江正道　◇辻陽子
○木口一成　△細井美彦　◇森本義晴
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇IVFなんばクリニック）
（□産婦人科学（産科））
（△近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 カニクイザルを用いた卵巣組
織自家移植に関する基礎的研
究-若年女性がん患者のQOL向
上を志向して

6 ○平澤猛　○佐藤茂　○西島義博
○杉山太朗　◇飯田哲士　○村松俊成
□村上優　△石渡勇　▽木口一成
○和泉俊一郎　○三上幹男
（○東海大学産婦人科）
（◇東海大八王子病院）
（□東海大大磯病院）
（△石渡産婦人科病院）
（▽産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 エベロリムスによる卵巣明細
胞腺癌に対する新たな治療戦
略

7 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○渡部真梨　○和田康菜　○西ヶ谷順子
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 卵巣明細胞腺癌の浸潤能にお
けるカベオリン-Ⅰの役割解明

内科学（呼吸器・感染症内科）　学会発表
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8 ○樽見航　◇鈴木直　□高橋則行
◇小林陽一　○佐藤嘉兵　◇木口一成
△石塚文平
（○日本大学生物資源科学研究科）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学）
（△産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 ラットにおけるバクリタキセ
ルによる卵巣毒性に関する基
礎的検討

9 ○長田まり絵　○斉藤寿一郎　○谷内麻子
◇高橋則行　○津田千春　□鈴木直
△伊藤正則　○石塚文平　▽森本義晴
▽橋本周
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（婦人科））
（△解剖学（解剖学））
（▽ＩＶＦなんばクリニック）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 Ｖｉｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ
法を用いたマウス卵巣の凍結
保存と自家移植の検討

10 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 ｈＣＧはＶＥＧＦシグナル経
路を介して卵巣の血管内皮細
胞でのＮｅｓｔｉｎの発現を
誘発する。

11 ○新橋成直子　◇高橋則行　□伊藤正則
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□解剖学（解剖学））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 卵巣におけるＦＭＲＩ遺伝子
およびタンパク質の発現と局
在について

12 ○渡部真梨　○小林陽一　◇高橋則行
○大原樹　○鈴木直　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 子宮体癌細胞におけるＭＴＩ
受容体発現とメラトニン作用
に対するエストロゲンの影響

13 ○M.Mineshita　　J.Saji　　H.Nishine
H.Kida　　F.Ishikawa　　M.Nakamura
M.Ohshige　　A.Ishida　　S.Nobuyama
Y.Matsuoka　　T.Inoue　　M.Hoshino
T.Shirakawa　　T.Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

15thWorldCongres
s for Broncology

200804 Comparison of normal and
COPD subjects with
vibration response imaging
of the lung

14 ○奥津由記　○高江正道　○石山めぐみ
◇伊藤正則　□高橋則行
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 高アンドロゲン環境が卵胞発
育に及ぼす影響

15 ○田村みどり　○新橋成直子
○石山めぐみ　◇鈴木直　○斉藤寿一郎
◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 子宮外妊娠の術前所見と卵管
温存の成功率の検討
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16 西根広樹　　井上健男　　木田博隆
石川文月　　中村美保　　大重雅寛
石田敦子　　佐治淳子　　藤田佳嗣
延山誠一　　星野誠　　白川妙子
峯下昌道　　宮澤輝臣

第124回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200804 気道内圧測定による気管狭窄
病変の評価

17 ○Masao Iwamori　○Yuriko Iwamori
◇Kyoko Tanaka　□Isamu Ishiwata
△Kazushige Kiguchi
（○Department of Biochemistry, Faculty
of Science and Technology, Kinki
University）
（◇Saitama National Hospital）
（□Ishiwata Gynecologic Hospital）
（△Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

国際糖転移酵素学
会 Glyco T 2008

200805 Enhanced synthesis of
glycolipids containing 2-
hydroxy fatty acids in
human ovarian carcinoma-
derived cells with
anticancer-drug resistance.

18 ○高江正道　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○奥津由記　○新橋成直子　○石山めぐみ
○谷内麻子　○中村真　○田村みどり
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本超音波医学会
81回学術集会

200805 超音波検査にて臓器所見を診
断しえた頭胸結合体妊娠の1例

19 M.Mineshita　　J.Saji　　H.Kida
H.Nishine　　F.Ishikawa　　M.Nakamura
M.Ohshige　　A.Ishida　　S.Nobuyama
Y.Matsuoka　　T.Inoue　　M.Hoshino
T.Shirakawa　　T.Miyazawa

AmericanThoracic
SocietyInternati
onal
Conference2008

200805 VibrationResponseImaging(VR
I)of the Lung in Healthy
Japanese Men

20 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日本脳神経外科ｺﾝ
ｸﾞﾚｽ総会

200805 臨床において対応に苦慮する
事例検討Ⅱ挙児希望女性に発
生したoligodendrogliomaの術
後化学療法、抗がん剤による
化学療法が若年女性がん患者
の妊孕性に及ぼす影響

21 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

婦人科腫瘍学術講
演会

200805 婦人科癌に対するＤＰ療法の
有用性

22 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第81回 日本内分
泌学会学術総会

200805 hCGは卵巣血管内皮細胞におけ
るnestin発現を誘導する

23 ○A.Taniuchi　○B.Ishizuka
○N.Shimbashi　○S.Igarashi　○M.Ino
○Y.Watanabe　○T.Shirota　◇Y.Kudo
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Okayama　University of science）

The 12th World
Congress on the
Menopause

200805 CROSS-SECTIONL COMMUNITY
SYRVEY OF MENOPAUSAL
SYMPTOMS AMONG JAPANESE
WOMEN

24 T.Inoue　　M.Mineshita　　J.Saji
M.Oshige　　A.Ishida　　T.Shirakawa
○N.Kurimoto
（○外科学（呼吸器外科））

AmericanThoracic
SocietyInternati
onal
Conference2008

200805 Assessment of Lung Regional
Function in Pulmonary
Intervention Using
Vibration Response
Image(VRI)
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25 ○岩森正男　○岩森由里子　◇斎藤真木子
□田中京子　△石渡勇　▽木口一成
（○近畿大学理工学部生命科学科）
（◇東京大学大学院医学系研究科）
（□国立埼玉病院産婦人科）
（△石渡産婦人科病院）
（▽産婦人科学（婦人科））

第50回日本脂質生
化学会

200806 抗癌剤耐性細胞とペルオキシ
ゾーム欠損細胞における糖脂
質合成の促進

26 藤田佳嗣 第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 内視鏡　気管支鏡　胸腔鏡

27 ○桑原真理子　　星野誠　○大原樹
○鈴木直　○西ヶ谷順子　◇戸澤晃子
◇星川咲子　◇高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）

第49回日本臨床細
胞学会総会(春期
大会)

200806 子宮内膜細胞診を契機に発見
された卵管明細胞腺癌の1例

28 石田敦子　○坂英雄　◇品川尚史
白川妙子　□多田弘人　△古川欣也
▽渡辺洋一　☆Henri G.Colt
◎ThomasG.Stegia
（○国立病院機構名古屋医療センター）
（◇北海道大学第一内科）
（□大阪市立総合医療センター）
（△東京医科大学霞ヶ浦病院）
（▽岡山赤十字病院）
（☆カリフォルニア大学アルバイン校）
（◎ビレジ医科大学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 インターベンション・ブロン
コロジー

29 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○西ヶ谷順子　○大熊克彰　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

第49回日本臨床細
胞学会総会(春期
大会)

200806 卵巣癌における浸潤能に関わ
るラフトの役割

30 佐治淳子　○森田克彦　○栗本典昭
◇西坂隆　□多賀谷理恵　□新名卓夫
木田博隆　　西根広樹　　石川文月
中村美保　　大重雅寛　　石田敦子
延山誠一　　白川妙子　　星野誠
峯下昌道　○安藤幸二　○望月篤
宮澤輝臣　○長田博昭
（○外科学（呼吸器外科））
（◇県立広島病院）
（□呼吸器外科）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 EBUS-TBNA針の太さによる診断
率等の検討

31 ○渡部真梨　◇斉藤寿一郎　○吉岡伸人
◇森川香子　◇津田千春　◇速水麻紀
○近藤春裕　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 前置癒着胎盤に対して両側内
腸骨動脈の一時遮断が有用で
あった一例

32 ○吉岡範人　○鈴木直　◇嶋田彩子
○名古崇史　○矢作奈美子　○大原樹
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 婦人科疾患における術前の静
脈血栓塞栓症の危険因子に対
する検討
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33 白川妙子 第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 超音波診断

34 延山誠一 第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 硬性鏡・ステント

35 延山誠一　　大重雅寛　　木田博隆
石川文月

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 EBUSによるステント留置術術
前の気道狭窄

36 ○吉田彩子　◇鈴木直　◇細沼信示
○嶋田彩子　○渡邊弓花　◇吉岡範人
○井埜まり絵　◇大原樹　◇奥田順子
◇小林陽一　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 若年子宮頸癌患者における卵
巣機能温存を目的とした卵巣
異動固定術の有用性に関する
検討

37 西根広樹　　中村美保　　石田敦子
佐治淳子　　井上健男　　星野誠
峯下昌道　　白川妙子　　宮澤輝臣
○栗本典昭　　西根広樹　　平本雄彦
井上健男　　木田博隆　　石川文月
中村美保　　大重雅寛
（○外科学（呼吸器外科））

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 中枢気道病変の評価における
気道内圧測定の意義ー呼吸器
インターベンションへの臨床
応用

38 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○吉田彩子　◇桑原真理子　○高江正道
○奥津由記　○新橋成直子　○石山めぐみ
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第18回 日本産婦
人科･新生児血液
学会

200806 前置胎盤症例に対する管理指
針に関する臨床的検討

39 石田敦子　　中村美保　　石川文月
木田博隆　　西根広樹　　大重雅寛
佐治淳子　　延山誠一　　井上健男
峯下昌道　　白川妙子　　宮澤輝臣
○多賀谷理恵　○安藤幸二　○森田克彦
○望月篤　○長田博昭　◇赤坂徳子
◇坂本三樹　◇舘田武志
（○外科学（呼吸器外科））
（◇麻酔学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200806 当院での気管支鏡検査法

40 ○高江正道　○村山季美枝　○井槌慎一郎
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第68回周産期緊急
連絡会

200806 症例-羊水過多および胸水貯留
を認めた染色体異常児につい
て-

41 ○名古崇史
（○産婦人科学（婦人科））

第25回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄの会

200806 当院における卵巣癌Ⅲ、Ⅳ期
の長期生存例

42 ○杉下陽堂　◇鈴木直　□橋本周
○五十嵐豪　○井埜まり絵　○高江正道
□辻陽子　△竹之下誠　▽細井美彦
□森本義晴　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVFなんばクリニック）
（△ケアリー和歌山研究所）
（▽近畿大生物理工学部遺伝子工学科）

第138回日本生殖
医学会関東地方部
会

200806 カニクイザルの卵巣組織を用
いた自家移植における至適移
植部位の検討
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43 ○内田貞輔　◇津田千春　□大原樹
□難波千絵　◇嶋田彩子　□横道憲幸
□名古崇史　□矢作奈美子　□近藤春裕
□鈴木直　□小林陽一　□木口一成
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 高悪性度子宮内膜間質肉腫の1
例

44 宮澤輝臣 第48回日本呼吸器
学会

200806 気管支鏡臨床応用検査

45 星野誠　　木田博隆　　石川文月
西根広樹　　中村美保　　佐治淳子
大重雅寛　　石田敦子　　井上健男
延山誠一　　峯下昌道　　白川妙子
宮澤輝臣

第48回日本呼吸器
学会

200806 喘息患者における吸入ステロ
イド薬の血管新生抑制につい
て

46 ○田中雄大　○坂口健一郎　◇高江正道
◇五十嵐豪　□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院産婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 当院における卵管鏡下卵管形
成術について

47 西根広樹　　平本雄彦　　井上健男
木田博隆　　石川文月　　中村美保
大重雅寛　　佐治淳子　　石田敦子
延山誠一　　松岡由香　　星野誠
峯下昌道　　白川妙子　○黄正寿
宮澤輝臣
（○金沢医大）

第48回日本呼吸器
学会

200806 気道カテーテルを用いた気道
内圧測定による中枢気道病変
の評価

48 ○吉岡伸人　◇渡邊弓花　○渡部真梨
◇森川香子　◇速水麻紀　○西ヶ谷順子
◇斉藤寿一郎　◇津田千春　○近藤春裕
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 双胎妊娠経過中に発症した内
ヘルニアカントンの1症例

49 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇細沼信示
○高江正道　○杉下陽堂　○奥津由記
○中村真　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第44回日本周産
期･新生児医学会
総会

200807 当院における早産分娩､早産児
予後に関する検討NICU増床に
よる変化は見られたか

50 藤田佳嗣　○関順彦　◇栗本典昭
○江口研二
（○帝京大学）
（◇外科学（呼吸器外科））

第48回日本呼吸器
学会

200806 肺末梢病変の生検に対して気
管支腔内超音波断層法を用い
た場合のX線透視時間について
の検討

51 西根広樹　　平本雄彦　　井上健男
木田博隆　　石川文月　　中村美保
大重雅寛　　石田敦子　　佐治淳子
延山誠一　　松岡由香　　星野誠
白川妙子　　峯下昌道　　宮澤輝臣

第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200806 中枢気道病変の評価における
気道内圧測定の意義ー呼吸器
インターベンションへの応
用ー
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52 ○高江正道　○井槌慎一郎　○杉下陽堂
○五十嵐豪　○奥津由記　○中村真
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第44回日本周産
期･新生児医学会
総会

200807 当院における精神疾患合併妊
娠症例の10年間における変遷

53 ○今井陽子　◇四万村司　□鈴木直
○新井達弘　△西木戸修　▽峯下昌道
○今井美緒　○飯嶌麻希　○見延晴美
☆二宮正人　△舘田武志
（○聖マリアンナ医科大学病院腫瘍セン
ター緩和医療部会）
（◇消化器・一般外科）
（□産婦人科学（婦人科））
（△麻酔学）
（▽呼吸器・感染症内科）
（☆神経精神科学）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 緩和医療部会の活動と課題―2
年目の取り組み―

54 峯下昌道　　佐治淳子　　西根広樹
木田博隆　　石川文月　　中村美保
大重雅寛　　石田敦子　　延山誠一
松岡由香　　井上健男　　星野誠
白川妙子　　宮澤輝臣

第48回日本呼吸器
学会

200806 健常男性における
VibrationResponseImaging
喫煙による影響について

55 ○鈴木直　◇二宮正人　◇丸田智子
□吉田彩子　○細沼信示　□渡邊弓花
□長田まり絵　□小池敦子　○大原樹
○西ヶ谷順子　△今井陽子　○小林陽一
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神経精神科学）
（□産婦人科学（産科））
（△聖マリアンナ医科大学看護部）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科悪性疾患患者における
癌告知後のHADSスコアを用い
た心理特性の評価

56 水谷由美子　○斉藤春洋　○山田耕三
○佐久間裕司　○尾下文浩　○岡本直幸
○中山治彦　◇伊藤宏之　○横瀬智之
○野田和正　　宮澤輝臣
（○神奈川県立癌センター）
（◇麻酔学）

第48回日本呼吸器
学会

200806 肺野小型病変におけるFDG-
PET、TS-CT及び病理所見の比
較検討

57 ○鈴木直　◇二宮正人　◇丸田智子
□渡邊弓花　○大原樹　○西ヶ谷順子
△今井陽子　○小林陽一　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神経精神科学）
（□産婦人科学（産科））
（△聖マリアンナ医科大学看護部）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科癌患者における癌告知
後のHADSスコアを用いた心理
特性の評価

58 白川妙子 第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会気管支鏡ｾﾐﾅｰ

200806 超音波診断（中心　末梢）

59 駒瀬裕子　　山口裕礼　　森田あかね
山本崇人　　池原瑞樹　○岡田孝弘
○井守輝一　○飛鳥井洋子　○飛鳥井洋子
○藤井隆人　○香山英之　○橋場友則
◇平本千佳子　◇波多野智宏　◇向井秀人
（○横浜市医師会）
（◇横浜市薬剤師会）

第20回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期臨床大会

200806 喘息患者のための医療連携ー
横浜市西部地域における病薬
診連携の現状とその問題点、
今後の課題
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60 ○渡邊弓花　◇鈴木直　◇細沼信示
○嶋田彩子　○小池敦子　○長田まり絵
◇大原樹　◇西ヶ谷順子　◇小林陽一
◇木口一成
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科悪性疾患末期患者の腹
水貯留に対する緩和的科学療
法について

61 ○小林陽一　○大原樹　○鈴木直
○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 TGP（Thermoreversible
Gelation Polymer)を用いた感
受性試験に基づく婦人科癌化
学療法の個別化の試み

62 ○森田あかね　　山口裕礼　　駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第20回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期臨床大会

200806 横浜市西部地域における病薬
診連携の現状とその問題点，
今後の課題

63 ○五味弘道　○滝澤謙治　◇大原樹
◇西ヶ谷順子　◇鈴木直　◇小林陽一
◇木口一成　□石塚文平
（○放射線医学）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 局所進行子宮頸癌への動注同
時併用放射線治療の成績

64 山本崇人　○齋藤春洋　○山田耕三
○加藤靖文　○伊藤宏之　○尾下文浩
○中山治彦　○横瀬智之　○中山治彦
○亀田陽一　　駒瀬裕子　　宮澤輝臣
○野田和正
（○神奈川県立癌センター）

第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 肺野型小型扁平上皮癌のTS-CT
画像・病理所見および臨床像
の検討

65 ○宮澤昌樹　○藤田麻里子　◇平澤猛
○梶原博　○平林健一　□村上優
△木口一成　▽安田政実　◇三上幹男
○長村義之
（○東海大学医学部基盤診療学系病理診断
学）
（◇東海大学医学部専門診療学系産婦人
科）
（□東海大学医学部付属大磯病院産婦人
科）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽埼玉医科大学国際医療センター病理診
断部）

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 卵巣明細胞腺癌におけるｍ
TOR-HIF-1経路を標的とした新
たな卵巣癌治療の可能性

66 駒瀬裕子　　山口裕礼　　池原瑞樹
山本崇人　　宮澤輝臣

第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 横浜市西部地域における専門
医および開業医師を受診する
患者の診療の実態ー調剤薬局
における処方箋による病診連
携の効果の検討

67 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 卵巣癌の浸潤能におけるマイ
クロドメインの役割
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68 ○桑平一郎　◇笠原慶太　　駒瀬裕子
□高橋宏　△西川正憲　　峯下昌道
（○東海大学東京病院）
（◇昭和大学北部病院呼吸器センター）
（□神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）
（△藤沢市民病院）

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 神奈川県内一般開業医におけ
るCOPDの実態調査報告

69 ○吉田彩子　◇鈴木直　◇吉岡範人
◇大原樹　◇小林陽一　◇木口一成
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 若年子宮頸癌患者における卵
巣移動固定術後の卵巣機能維
持に関する検討

70 駒瀬裕子 第19回神奈川喘息
ﾌｫｰﾗﾑ

200806 喘息治療における地域連携の
重要性

71 山本崇人　　池原瑞樹　　山口裕礼
森田あかね　○武村民子　◇小倉高志
駒瀬裕子
（○日赤医療センター）
（◇神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）

第180回日本呼吸
器学会関東地方会

200806 稀な肉眼所見を示し、治療に
反応した間質性肺炎の一例

72 ○大原樹　○小林陽一　○鈴木直
○木口一成　◇新井正秀　◇角田新平
□上坊敏子　△平澤猛　△村松俊成
△三上幹男
（○産婦人科学（婦人科））
（◇北里大学産婦人科）
（□社会保険相模野病院産婦人科）
（△東海大学産婦人科）

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 子宮内膜間質肉腫19例の臨床
病理学的検討

73 半田寛　　延山誠一　　木田博隆
石川文月　　西根広樹　　中村美保
大重雅寛　　佐治淳子　　石田敦子
藤田佳嗣　　井上健男　　星野誠
白川妙子　　峯下昌道　　宮澤輝臣

第125回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200807 悪性黒色腫による
endobronchialmetastasisの一
例

74 ○横道憲幸　○近藤春裕　○難波千絵
◇嶋田彩子　○名古崇史　○矢作奈美子
○大原樹　◇津田千春　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第10回神奈川婦人
科腫瘍研究会

200807 卵巣原発以降上皮癌の一例

75 ○難波千絵　◇石山めぐみ　○鈴木直
◇田村みどり　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第359回四水会 200807 卵管妊娠に対する温存手術の
工夫

76 星野誠　　佐治淳子　　峯下昌道
白川妙子　　宮澤輝臣　○中川武正
（○白浜医療福祉財団　川添診療所）

第18回国際喘息学
会

200807 サルメテロール・フルチカゾ
ン配合剤（SFC）とフルチカゾ
ン（FP）の喘息患者の気道抵
抗に及ぼす影響について
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77 ○小林陽一
（○産婦人科学（婦人科））

平成20年度 第4回
がん専門薬剤師ｾﾐ
ﾅｰ

200807 子宮体がん、子宮頸がんの薬
物療法について

78 ○高江正道　◇田中雄大　○五十嵐豪
◇坂口健一郎　□木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇慈広会矢崎病院）
（□産婦人科学（婦人科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 腹腔鏡下付属器切除術１ヵ月
後に発生した尿管損傷の１例

79 延山誠一 LKｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 200807 気管支鏡を使っての診断と治
療NewApproachStentEBUSVRI

80 Hoshino. M　　Saji J,
M, Miyazawa　◇T, Nakagawa
（◇白浜町国民健康保険直営　川添診療
所）

The 18th
Congress of
INTERASTHMA
Japan/North Asia

200807 T. Effects of
salmeterol/fluticasone
propionate combination
versus fluticasone
propionate on airway
resistance in patients with
asthma

81 ○田村みどり
（○産婦人科学（産科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 子宮内膜症の術後に影響する
因子は？

82 ○斉藤寿一郎　　宮澤輝臣
（○産婦人科学（産科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 卵巣チョコレート嚢腫に対す
る腹腔鏡手術

83 ○近藤春裕　　星野誠　◇斉藤寿一郎
○名古崇史　◇新橋成直子　◇森川香子
◇石山めぐみ　◇津田千春　◇谷内麻子
◇田村みどり　□高橋則行　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学）

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 アルゴンプラズマ凝固法の有
用性について

84 宮澤輝臣 COPD学術講演会 200809 VRIからみたCOPD

85 宮澤輝臣 第3回北里･相模原
病院画像ﾌｫｰﾗﾑ

200809 呼吸機能的画像診断と内視鏡
治療

86 M.Mineshita　　J.Saji　　H.Kida
F.Ishikawa　　H.Nishine　　M.Nakamura
M.Ohshige　　A.Ishida　　S.Nobuyama
Y.Matsuoka　　T.Inoue　　M.Hoshino
Tshirakawa　　Tmiyazawa

ERS(ﾖｰﾛｯﾊﾟ呼吸器
学会)

200810 Vibration response imaging
(VRI) in COPD patients.

87 ○森川香子　○斉藤寿一郎　◇西ヶ谷順子
○速水麻紀　◇渡部真梨　○渡邊弓花
◇吉岡伸人　○津田千春　◇近藤春裕
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 腹腔鏡手術における狭帯域光
観察機能（NBI）を用いた子宮
内膜症性病変の観察
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88 西根広樹 ERS(ﾖｰﾛｯﾊﾟ呼吸器
学会)

200810 Airway catheterization in
the assessment of tracheal
stenosis during
interventional bronchoscopy

89 峯下昌道 緑区医師会講演会 200810 COPDについての最近の知見

90 宮澤輝臣 第9回福島呼吸ﾌｫｰ
ﾗﾑ

200811 呼吸器疾患におけるインター
ベンション治療

91 宮澤輝臣 大阪府立呼吸器ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ

200811 最新の呼吸器インターベン
ション

92 ○橋本周　　宮澤輝臣　○森本義晴
◇鈴木直　□石塚文平　△細井美彦
（○IVFなんばクリニック）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））
（△近畿大学生物理工学部）

第26回日本受精着
床学会

200808 卵巣組織自家移植に関する基
礎的検討：カニクイザルをモ
デル動物とした卵巣皮質のガ
ラス化

93 藤田佳嗣　○井上顕　◇関順彦
□岩元徳全　　木田博隆　　半田寛
西根広樹　　石川文月　　中村美保
大重雅寛　　佐治淳子　　石田敦子
延山誠一　　井上健男　　星野誠
白川妙子　　峯下昌道　◇江口研二
宮澤輝臣
（○藤田保健衛生大学）
（◇帝京大学）
（□岩本クリニック）

第49回日本肺癌学
会総会

200811 肺がん死亡の推移と予防に向
けて〈第1 報〉―全国と神奈
川県の検討から―

94 ○園田桃代　○澤辺麻衣子　○濱田亜紀
◇杉下陽堂　○杉原研吾　○井田守
○中岡義晴　○福田愛作　□神原好美
□福田晴美　□富谷友枝　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 経腟的腹腔鏡
（THL;transvaginal
hydrolaparoscopy)によるART
適応症例の選択

95 ○濱田亜紀　○福田愛作　○松本寛史
○澤辺麻衣子　○小松原千暁　○井田守
◇杉下陽堂　○杉原研吾　○園田桃代
○中岡義晴　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 ART実施前の卵管鏡下卵管形成
術（FT)の卵管性不妊に対する
体外受精臨床成績への影響

96 Saji J APSR2008 200811 Comparison of 21- and 22-
gauge Needle for
Endobronchial Ultrasound-
Guided Transbronchial
Needle Aspiration of
Mediastinal and Hilar Lymph
Nodes
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97 星野誠　　佐治淳子　　峯下昌道
宮澤輝臣　○中川武正
（○白浜町国民健康保険直営　川添診療
所）

第58回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200811 サルメテロール・フルチカゾ
ン配合剤(SFC)とフルチカゾン
(FP)の喘息患者の気道抵抗に
及ぼす影響について

98 西根広樹 第45回日本臨床生
理学総会

200811 Pressure-Pressure curveによ
る気管狭窄の評価

99 ○大田修二　　藤田佳嗣　○堀明子
○高野利実　○関順彦　　宮澤輝臣
○江口研二
（○帝京大学内科学講座腫瘍内科）

第153回日本肺癌
学会関東部会

200812 高度狭窄をきたした縦隔腫瘍
に対し、緊急放射線の開始か
転院搬送によるステント留置
かの治療選択が議論となった
一例

100 ○杉下陽堂　◇園田桃代　◇濱田亜紀
◇澤辺麻衣子　◇井田守　◇杉原研吾
◇中岡義晴　◇福田愛作　○石塚文平
□森本義晴
（○産婦人科学（産科））
（◇IVF大阪クリニック）
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 Transvaginal
hydrolaparoscopy(THL)を用い
たIncipient ovarian
failure(IOF) の評価

101 梶ヶ谷真理　　西根亜美　　木田博隆
半田寛　　石川文月　　中村美保
西根広樹　　佐治淳子　　大重雅寛
石田敦子　　藤田佳嗣　　延山誠一
井上健男　　峯下昌道　　白川妙子
○森田克彦　○栗本典昭
（○外科学（呼吸器外科））

第127回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200812 骨髄異形成症候群に合併した
再発性多発軟骨炎の1例

102 ○大垣彩　○中岡義晴　○永野舞
○樽井幸与　◇杉下陽堂　○園田桃代
○杉原研吾　○井田守　○福田愛作
□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 流産児染色体検査結果に基づ
いた着床前染色体スクリーニ
ング（PGS)の有用性シュミ
レーション

103 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　□樽見航　△高橋則行
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□日本大学生物資源科学研究科）
（△産婦人科学）

第26回日本受精着
床学会

200808 GnRHa投与後の凍結卵巣が卵巣
機能を保持しうるか

104 宮澤輝臣 第56回学術集会特
別集会

200811 呼吸器インターベンション

105 池原瑞樹　○斎藤春洋　○近藤哲郎
○菅泰博　◇伊藤宏之　○尾下文浩
○中山治彦　○横瀬智之　○亀田陽一
駒瀬裕子　　宮澤輝臣　○野田和正
○山田耕三
（○神奈川県立癌センター）
（◇麻酔学）

第49回日本肺がん
学会総会

200811 径２０mm以下充実型肺腺癌の
Thin-section CT画像所見と予
後の検討
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106 ○橋本周　○辻陽子　○山中昌也
○森本義晴　◇細井美彦　□小山周三
□有馬昭宏　△鈴木直　▽石塚文平
（○IVFなんばクリニック）
（◇近大生物理工）
（□新日本科学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽産婦人科学（産科））

第26回日本受精着
床学会

200808 カニクイザル卵巣組織ｶﾞﾗｽ化
保存：ｶﾞﾗｽ化溶液ならびにｶﾞﾗ
ｽ化溶液浸透時間の影響

107 ○高江正道　◇鈴木直　○大畠紀子
○長田まり絵　○五十嵐豪　○石塚文平
□辻陽子　□橋本周　□森本義晴
△細井美彦　▽竹之下誠
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVFなんばクリニック）
（△近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（▽ケアリー研究所）

第26回日本受精着
床学会

200808 カニクイザルを用いた卵巣組
織自家移植および卵巣凍結保
存に関する研究

108 池原瑞樹　○斎藤春洋　○近藤哲郎
○菅泰博　○伊藤宏之　○尾下文浩
○中山治彦　○横瀬智之　○亀田陽一
駒瀬裕子　　宮澤輝臣　○野田和正
○山田耕三
（○神奈川県立癌センター）

第49回日本肺がん
学会総会

200811 肺野型小型扁平上皮癌のTs-CT
画像・病理所見および臨床像
の検討

109 ○大畠紀子　○奥津由記　○高江正道
○石山めぐみ　○田村みどり　◇鈴木直
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第26回日本受精着
床学会

200808 マウス卵胞培養系においてア
クビチンが卵胞発育に及ぼす
影響

110 森田あかね　　駒瀬裕子　　池原瑞樹
山本崇人　　石橋令臣

第182回日本呼吸
器学会関東地方会

200811 胸部CTにてair trapping 陰影
を呈したサルコイドーシスと
考えられる一例

111 ○杉下陽堂　○奥津由記　○石山めぐみ
○井槌慎一郎　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第32回日本産科婦
人科栄養･代謝研
究会

200809 肥満妊婦における妊娠中の体
脂肪・体水分動態と周産期予
後に関する検討

112 藤原正三　　石橋令臣　　森田あかね
山本崇人　　池原瑞樹　　駒瀬裕子

第559回日本内科
学会関東地方会

200812 中葉症候群に合併した
Pasteurella multocida感染症
の一例

113 ○矢作奈美子　○小林陽一　○名古崇史
○大原樹　◇津田千春　○西ヶ谷順子
○近藤春裕　○鈴木直　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

JSAWI2008 200809 子宮頚癌における動注化学療
法前後のFDG-PET所見の変化と
臨床所見との関連性の検討

114 木田博隆　　峯下昌道　　半田寛
石川文月　　西根広樹　　中村美保
大重雅寛　　佐治淳子　　石田敦子
藤田佳嗣　　延山誠一　　井上健男
星野誠　　白川妙子　　宮澤輝臣

呼吸機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ
研究会

200901 健常人におけるVibration
Response Imaging (VRI) 所見
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115 ○近藤春裕　○小林陽一　○矢作奈美子
○鈴木直　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

JSAWI2008 200809 両側卵巣粘液性腺腫摘出後に
発症した腹膜偽粘液腫の１例

116 ○長田まり絵　◇大熊克彰　◇和田康菜
◇細沼信示　○栗林靖　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第383回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200809 TCR中に高度の低ナトリウム血
症を呈した一例

117 石橋令臣　　池原瑞樹　　森田あかね
山口裕礼　　山本崇人　　駒瀬裕子
○小泉宏隆
（○診断病理学）

第155回日本結核
病学会関東支部会

200902 サルコイドーシスの経過観察
中に胸腺癌を合併した一剖検
例

118 ○渡邉聡子　◇石山めぐみ　◇田村みどり
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））

第383回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200809 腹腔鏡手術を施行した腹腔妊
娠の一例

119 ○鈴木直　　石橋令臣　◇二宮正人
池原瑞樹　◇丸田智子　　森田あかね
□渡邊弓花　　山口裕礼　○細沼信示
山本崇人　○大原樹　　駒瀬裕子
○西ヶ谷順子　△小泉宏隆　▽今井陽子
○小林陽一　○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神経精神科学）
（□産婦人科学（産科））
（△診断病理学）
（▽看護部）

第21回日本ｻｲｺｵﾝｺ
ﾛｼﾞｰ学会

200810 HADSによる婦人科癌患者にお
ける癌告知後の心理特性の評
価に関して

120 石田敦子　　中村美保　○森田克彦
石川文月　　木田博隆　　大重雅寛
佐治淳子　　延山誠一　　峯下昌道
宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））

第7回臨床腫瘍学
会

200903 悪性胸水に対するタルクによ
る胸膜癒着術の検討

121 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　□樽見航　△高橋則行
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□日本大学生物資源科学研究科）
（△産婦人科学）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 GnRHa前投与を行った異なる凍
結方法による卵巣機能の回復
についての検討

122 ○奥津由記　○大畠紀子　◇武井智美
○杉下陽堂　○高江正道　○石山めぐみ
□伊藤正則　△鈴木直　○田村みどり
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□解剖学（解剖学））
（△産婦人科学（婦人科））

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 マウスの単一卵胞培養におけ
るactivinA,androgen添加の影
響

123 ○田村みどり　○石山めぐみ　○奥津由記
○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 子宮内膜症手術後妊娠例の検
討

- 102 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

124 ○福田愛作　○河内山まどか　◇杉下陽堂
○井田守　○杉原研吾　○園田桃代
○中岡義晴　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 GnRHアゴニスト（スプレキュ
ア）によるLHサージを用いた
IVN-IVFの試み

125 ○杉原研吾　○大谷飛鳥　◇杉下陽堂
○井田守　○園田桃代　○中岡義晴
○福田愛作　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 HCG投与時E2値3500以上5000ｐ
ｇ/ml未満症例における新鮮胚
移植後妊娠率とOHSS発症率の
検討

126 ○斉藤寿一郎　○谷内麻子　○津田千春
○長田まり絵　◇近藤春裕　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

APAGE 2009 (9th
Annual Congress
of Asia-Pacific
Association for
Gynecologic
Endoscopy and
Minimally
Invasive Therapy
2009)

200810 Laparoscopic surgery for
ovarian　tumors during 2nd
trimester pregnancy in
comparison with laparotomy

127 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

APAGE 2009 (9th
Annual Congress
of Asia-Pacific
Association for
Gynecologic
Endoscopy and
Minimally
Invasive Therapy
2009)

200810 Hysteroscopic diagnosis of
intrauterine lesions

128 ○木口一成　◇清野研一郎　○鈴木直
○小林陽一　□石渡勇　△岩森正男
▽紀川純三　▽板持広明　☆磯西成治
◎菊池義公
（○産婦人科学（婦人科））
（◇難病治療研究センター）
（□石渡産婦人科病院）
（△近畿大理工）
（▽鳥取大女性診療科）
（☆慈恵医大青戸病院産婦人科）
（◎菊池がんクリニック）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 卵巣癌の癌幹細胞と抗癌剤耐
性

129 ○Masao Iwamori　◇Kyoko Tanaka
□Isamu Ishiwata　△Kazushige Kiguchi
（○Department of Biochemistry, Faculty
of Science and Technology, Kinki
University）
（◇Saitama National Hospital）
（□Ishiwata Gynecologic Hospital）
（△産婦人科学（婦人科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 Expression of transporter
and glycosyltransferase
genes in ovarian
carcinomatous cells and
anticancer drug-resistance

130 ○吉岡範人　○鈴木直　○難波千絵
○横道憲幸　◇嶋田彩子　○名古崇史
○矢作奈美子　○大原樹　◇津田千春
○近藤春裕　○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 婦人科疾患における術前の静
脈血栓塞栓症の危険因子に関
する検討
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131 ○矢作奈美子　○小林陽一　○大原樹
○近藤春裕　○鈴木直　○木口一成
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 再発卵巣癌に対するCPT-
11+CDDP療法の有用性

132 ○大原樹　○鈴木直　○小林陽一
◇新井正秀　◇角田新平　□平澤猛
□村松俊成　□三上幹男　△上坊敏子
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇北里大学産婦人科）
（□東海大学産婦人科）
（△社会保険相模野病院）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 表層上皮性卵巣癌、卵管癌、
腹膜癌初回治療症例に対する
weekly
Docetaxelp+Carboplatin 併用
化学療法の検討（臨床第2相試
験：KanagawaGOG-OC01）、中
間解析結果

133 ○平澤猛　◇宮澤昌樹　□浅沼秀樹
○塚田ひとみ　△石渡勇　○村松俊成
▽村上優　☆木口一成　◎安田政実
○三上幹男
（○東海大学産婦人科）
（◇東海大学基盤診療学系病理診断学）
（□東海大学工学部生命化学科）
（△石渡産婦人科病院）
（▽東海大学大磯病院）
（☆産婦人科学（婦人科））
（◎埼玉医科大学国際センター病理診断
科）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 卵巣明細胞腺癌におけるP13K-
Akt-m-TOR-HIF-1経路の活性化
とエベロリムスの臨床応用の
可能性について

134 ○吉田彩子　○谷内麻子　○新橋成直子
○五十嵐豪　◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 更年期女性における境界型耐
糖能異常（IGT）の診断意義に
関する検討

135 ○五十嵐豪　○谷内麻子　○新橋成直子
◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 小学校児童の母親に対する、
ライフスタイルおよび更年期
様症状アンケート調査

136 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 川崎市北部における５０歳女
性の更年期症状に関する一般
住民調査

137 ○村山季美枝　○長田まり絵　○森川香子
○渡邊弓花　○速水麻紀　◇西ヶ谷順子
○小池敦子　◇近藤春裕　○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第23回神奈川産婦
人科内視鏡研究会

200810 子宮筋層内内膜症性嚢胞の3例

138 ○五十嵐豪　○谷内麻子　○新橋成直子
◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200811 小学校児童の母親に対する、
ライフスタイルおよび更年期
様症状アンケート調査

139 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
第23回学術集会

200811 川崎市北部における50歳女性
の更年期症状に関する一般住
民調査
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140 ○横道憲幸　○近藤春裕　○大原樹
○鈴木直　◇戸澤晃子　□星川咲子
◇小池淳樹　◇高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理部）

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200811 卵巣原発移行上皮癌の一例

141 ○Shu Hashimoto　◇Nao Suzuki
□Yoshihiko Hosoi　△Bunpei Ishizuka
○Yoshiharu Morimoto
（○IVFなんばクリニック）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□近畿大生物理工学部遺伝子工学科）
（△産婦人科学（産科））

第35回日本低温医
学会総会

200811 W2-1 Preserving fertility
of cancer patients:effects
of vitrification solutions
and equilibration times on
the morphology of vitrified
cynomolgus ovarian tissues

142 ○名古崇史　○難波千絵　○横道憲幸
○吉岡伸人　○矢作奈美子　◇津田千春
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200811 排尿障害を主訴に発見された
腟癌の一例

143 ○杉下陽堂　○村山季美枝　○吉田彩子
○高江正道　○奥津由記　○新橋成直子
○石山めぐみ　○中村真　○井槌慎一郎
◇鈴木直　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200811 癒着胎盤に対し内腸骨動脈バ
ルーンカテーテル留置下に帝
王切開を施行した2症例

144 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 hCGにより誘導される卵巣血管
内皮細胞でのNestinの発現

145 ○伊藤正則　◇高橋則行　□石塚文平
（○解剖学（解剖学））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 卵母細胞によるメラトニン合
成

146 ○奥津由記　○杉下陽堂　○高江正道
◇伊藤正則　□高橋則行　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 Androstenedioneによる卵巣
follicular cyst形成機構

147 ○吉田彩子　○津田千春　◇矢作奈美子
◇大原樹　◇近藤春裕　◇鈴木直
◇小林陽一　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第360回四水会 200812 治療に難渋した子宮頚部神経
内分泌癌の一例

148 ○難波千絵　○大熊克彰　◇長田まり絵
◇房間茂由　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第384回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200812 開腹術後に肺血栓塞栓症をを
発症した尋常性疱瘡合併卵管
瘤膿腫の1例

- 105 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

149 ○吉岡伸人　◇吉田彩子　○細沼信示
○名古崇史　○吉岡範人　○矢作奈美子
◇津田千春　○大原樹　○和田康菜
○近藤春裕　○鈴木直　○小林陽一
○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第384回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200812 当院におけるSSPCの臨床的検
討

150 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

MOB Theapy Fourm 200812 ～悪性腫瘍による消化管閉塞
の治療～、婦人科がん患者に
おける消化管閉塞に対するオ
クトレオチド使用の実際

151 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第6回 更年期と加
齢のﾍﾙｽｹｱ研究会
横浜分科会

200812 日本人における更年期症状の
特徴

152 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

足立区産婦人科医
会講演会 第346回
合同学術講演会
二金会

200901 卵巣の老化に関わる 最新の知
見

153 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第138回日本産科
婦人科学会福岡地
方部会

200901 【ランチョンセミナー】早発
閉経の病態と治療 過去から未
来へ

154 ○高江正道
（○産婦人科学（産科））

第2回Womenn's
Imaging
Conference

200901 エストロゲンによる生体変化
を画像はどう捉えるか？卵巣
機能と画像診断『経膣超音波
で見る卵巣』

155 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第6回 閉経と女性
医療研究会

200902 川崎市北部における50歳女性
の更年期症状に関する一般住
民調査

156 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第2回 沖縄ﾘﾌﾟﾛﾀﾞ
ｸｼｮﾝ研究会

200902 早発閉経 －診断と治療の未来
－

157 ○細沼信示
（○産婦人科学（婦人科））

第26回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ講演会

200902 当院における子宮体部槳液性
腺癌の5例

158 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

第9回近畿産婦人
科内視鏡手術研究
会

200902 子宮鏡下粘膜下筋腫切除術の
UPDATE

159 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

婦人科がん患者に
対するがん告知後
の心のｹｱ

200902 婦人科がん患者に対するがん
告知後の心のケア

160 ○村山季美枝　◇西ヶ谷順子　○速水麻紀
○森川香子　○小池敦子　○渡邊弓花
○斉藤寿一郎　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 妊娠悪阻による嘔吐症状が原
因と考えられる縦隔気腫の一
症例
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161 ○横道憲幸　◇新橋成直子　◇中村真
○吉岡伸人　◇五十嵐豪　○渡部真梨
◇石山めぐみ　◇谷内麻子　◇井槌慎一郎
◇田村みどり　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 妊娠15週で原田病を発症した
例

162 ○難波千絵　○大熊克彰　○吉岡範人
◇長田まり絵　◇房間茂由　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 結合型エストロゲン（ブレマ
リンR)内服後に急性膵炎を発
症した1例

163 ○須賀万智　◇谷内麻子　◇新橋成直子
◇石塚文平　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

第79回 日本衛生
学会学術総会

200903 地域在住50歳女性における閉
経と更年期症状の変化　10年
前との比較

164 ○須賀万智　◇谷内麻子　◇新橋成直子
◇石塚文平　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

第79回 日本衛生
学会学術総会

200903 地域在住50歳女性における更
年期症状に関連する要因
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1 鈴木健吾　　三宅良彦 循環器系 ｺｱ･ｶﾘｷｭ
ﾗﾑﾃｷｽﾄ((株)文光
堂)

P.103～
106

200805 3章　②呼吸困難　4)呼吸困難
患者に対する初期治療の概説

2 鈴木健吾　　三宅良彦 循環器系 ｺｱ･ｶﾘｷｭ
ﾗﾑﾃｷｽﾄ((株)文光
堂)

P.98～
102

200805 3章　②呼吸困難　3)呼吸困難
患者の診断の要点

3 井上康二　　三宅良彦 循環器系 ｺｱ･ｶﾘｷｭ
ﾗﾑﾃｷｽﾄ((株)文光
堂)

P.96～97 200805 3章　②呼吸困難　2)呼吸困難
の重症度に関する分類

4 井上康二　　三宅良彦 循環器系 ｺｱ･ｶﾘｷｭ
ﾗﾑﾃｷｽﾄ((株)文光
堂)

P91～95 200805 3章　症候　②呼吸困難　1)呼
吸困難の原因と病態

5 武者春樹　　三上大志 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知っておくべき
Tips((株)中山書
店)

P.248～
249

200806 3章心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの理解に役
立つTips　1.病態生理・疫学
Q42急性冠症候群とは？

6 川崎健介　　武者春樹 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知っておくべき
Tips((株)中山書
店)

P246～
247

200806 3章心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの理解に役
立つTips　1.病態生理・疫学
Q41動脈硬化の危険因子にはど
んなものがある？

7 長田尚彦　　三宅良彦 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知っておくべき
Tips((株)中山書
店)

P242～
245

200806 3章心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの理解に役
立つTips　1.病態生理・疫学
Q40睡眠時無呼吸症候群は心臓
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにどのような影響
があるのか？

8 山内正博　　武者春樹 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知っておくべき
Tips((株)中山書
店)

P.154～
157

200806 2章疾患別の心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに
役立つTips 7.虚血性心疾患
Q13虚血性心疾患に対する運動
負荷試験の診断能力は？ーﾄﾚｯ
ﾄﾞﾐﾙ、負荷RI、負荷心ｴｺｰー

9 大宮一人 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
知っておくべき
Tips((株)中山書
店)

P.171～
173
P.186～
187
P.227～
229

200806 2章疾患別の心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに
役立つTips　10.心不全 Q19
BNPを運動処方に生かすに
は？ーphase I を中心に
12.不整脈 Q23心房細動患者へ
の運動処方は？　3章 Q.35心
臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝうぃ行わないと
どうなる？ーQOLに対して

10 大宮一人 呼吸･循環障害のﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(医歯薬
出版(株))

P.212～
217

200806 循環編　Ⅱ心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに
必要な各種療法ー定義とｴﾋﾞﾃﾞ
ﾝｽ　1.心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの定義
とｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ

内科学（循環器内科）　著書
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11 木田圭亮　　長田尚彦　　三宅良彦 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ現
場で役立つ
Tips((株)中山書
店)

P.111～
113

200807 2章 2.運動処方　Q41患者の寝
不足に注意！－急性・慢性睡
眠不足の影響が心肺機能に影
響するか？

12 大宮一人 心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ現
場で役立つ
Tips((株)中山書
店)

P54～56､
P.70～
76､P.83
～88､
P.220～
221

200807 2章 運動療法に役立つTips
1.安全管理 Q22心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝを中止すべき基準は？－危険
な徴候とは 2.運動処方
Q28METsとは何か？－運動強度
の表現方法　Q29DPBPとは？－
運動処方に二重積を利用する
Q32運動強度の決め方は？－心
肺運動負荷試験を行わず決め
る場合　Q33患者が「もっと強
い運動を」と要求したときは
どうするか－運動処方は適切
か？　4章薬剤 Q77β遮断薬内
服中の患者への運動処方は？

13 三宅良彦 一目でわかる心血
管系第2版(ﾒﾃﾞｨｶ
ﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙ)

P.68～87 200811 病理と治療　33.～42

14 三宅良彦 ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ第1
部患者さんによく
わかる薬の説明
2009年版(ﾜｲﾄﾞ
版)(金原出版

P.290～
294

200901 3.循環器・腎　m.その他の循
環器用薬

15 鈴木健吾　○大滝英二
（○おおたき循環器内科ｸﾘﾆｯｸ）

症状と所見から考
える心･血管ｴｺｰ
(中山書店)

P.38～44 200903 1.胸痛　胸痛をきたす疾患

1 武者春樹 日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医
学会誌

16(2)P.1
46～152

200804 心疾患を有する市民ｽﾎﾟｰﾂ愛好
者のｽﾎﾟｰﾂ参加許可判断

2 石橋祐記　　武者春樹 Nikkei Medical P.99～
100

200805 日経ﾒﾃﾞｨｸｲｽﾞ

3 中野恵美　　原田智雄　　松田央郎
西尾智　　脇本博文　　田中修
熱田英彦　　佐々木俊雄　　水野幸一
○中沢潔　　長田圭三　○高木明彦
岸良示　　三宅良彦
（○麻生病院）

臨床心臓電気生理 31P.229
～236

200805 左室前壁低電位領域と大動脈
弁輪部間を必須緩徐伝導路と
する拡張型心筋症心室頻拍にｱ
ﾌﾞﾚｰｼｮﾝが有効であった1例

内科学（循環器内科）　誌上発表

- 109 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

4 ○Kazuhiro Izawa　◇Koichiro Oka
○Satoshi Watanabe　○Hitoshi Yokoyama
○Yuji Morio　□Yusuke Kasahara
△Kazuto Omiya
（○Department of Rehabilitation
Medicine）
（◇Waseda University）
（□Deprtment of Rehabilitation
Medicine）
（△Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

J Rebabil Med 40P.225
～230

200805 Gender-Related Differences
in Clinical Characteristics
and Phydiological and
Psychosocial Outcomes of
Japanese Patients at Entry
into Phase II Cardiac
Rehabilitation

5 大宮一人 Hearat View 12(5)P.2
6～29

200805 運動処方とは？　ー心疾患患
者に対する最適運動強度と運
動指導ー

6 ○Emi Nakano　○Tomoo Harada
○Kyoko Ikeda　○Kiyoshi Nakazawa
○Hirofumi Wakimoto　○Fumihiko Miyake
◇Kazutaka Aonuma　□Fumio Suzuki
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇University of Tsukuba）
（□Fukujuji Hospital）

Circulation
Journal

72(5)P.8
55～860

200805 Reentrant Ventricular
Tachycardia Originationg in
the Right Ventricular
Outflow Tract -Slow
Conduction Identified by
Right Coronary Artery
Ostium Pacing-

7 ○Kengo Suzuki　○Takashi Shimozato
○Seisyo Kou　○Masaki Izumo
○Akio Hayashi　○Masachika Tamura
○Naohiko Osada　○Fumihiko Miyake
◇Eiji Ohtaki　□Sachihiko Nobuoka
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Ohtaki Heart Clinic）
（□Division of General Internal
Medicine,Department of Internal
Medicine）

日本臨床生理学会
雑誌

38(3)P.1
75～178

200806 Cerebral Embolism Caused by
a Left Intraventricular
Mobile Thrombus in a
Patient with Severe
Systolic Dysfunction

8 ○森尾裕志　○井澤和大　○渡辺　敏
○平木幸治　○田中彩乃　○笠原酉介
◇武市尚也　　長田尚彦　　大宮一人
三宅良彦　□川間健之助
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇川崎市立多摩病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）
（□筑波大学大学院）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 13(2)P.2
99～303

200806 心疾患患者における運動耐容
能に関わる運動機能指標の相
互関係について－高齢群およ
び壮年群での検討－

9 明石嘉浩　○伊東春樹
（○榊原記念病院）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 13(2)P.3
99～400

200806 学会印象記　ﾖｰﾛｯﾊﾟ心臓病学
会年次集会ESC Congress 2007
を訪ねて

10 三宅良彦 PHARM STAGE 8(3)P.25
～29

200806 画像検査から判断する疾患・
異常の見極めー心電図ー

11 下郷卓史　　長田尚彦　　黄世捷
林明生　　高橋英二　　渡邉義之
明石嘉浩　　長田圭三　　三宅良彦
○杉山裕章　○上嶋徳久　○須磨久善
（○心臓血管研究所付属病院）

Therapeutic
Research

29(7)P.1
073～
1077

200807 巨大左室心尖部瘤を伴う拡張
相肥大型心筋症に出現した難
治性心室頻拍に対して左室形
成術を施行し、心室頻拍停止
に成功した1例
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12 ○Kihei Yoneyama　○Naohiko Osada
○Takashi Shimozato　○Yuki Ishibashi
○Akio Hayashi　○Eiji Takahashi
○Keisuke Kida　○Kengo Suzuki
○Masachika Tamura　○Koji Inoue
○Yoshihiro Akashi　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake　◇Kazuhiro Izawa
◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

International
Heart Journal

49(4)P.4
71～480

200807 Relationship Between Sleep-
Disordered Breathing Level
and Acute Onset Time of
Congestive Heart Failure.

13 ○Mai Kurata　◇Nobuyoshi Narita
◇Keito Torikai　◇Hirofumi Takeoka
◇Sachihiko Nobuoka　○Masatoshi Hara
◇Midori Narita　○Yuko Tohyo
□Masato Ishibashi　□Yuka Suzuki
◇Takahide Matsuda　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Division of General Internal
Medicine,Department of Internal
Medicine）
（□Department of Internal Medicine）

日本臨床生理学会
雑誌

38(4)P.2
09～213

200808 Follow-Up Study of Elderly
Subjects Receiving Annual
Health Checkups

14 岸良示 HEART nursing 21(9)P.1
4～19

200809 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　21尿失
禁を伴う失神発作

15 大宮一人 検査と技術 36(10)P.
1032～
1038

200809 これから広がる生理検査・新
たにはじまる生理検査　D循環
器検査　１．心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
に関連した循環機能検査

16 三宅良彦 検査と技術 36(10)P.
1162～
1163

200809 これから広がる生理検査・新
たにはじます生理検査　Ⅰ今
後の生理検査に望むこと
循環器科：心電図の記録と保
存・保管を中心に

17 岸良示 HEART nursing 21(9)P.1
4～19

200809 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　21尿失
禁を伴う失神発作

18 ○信岡祐彦　　鈴木健吾
（○臨床検査医学）

検査と技術 36(9)P.8
19

200809 感染性心内膜炎

19 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Hiromitsu Sekizuka　○Taishi Mikami
○Kensuke Kawasaki　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.4
27～433

200810 A Comparative Study in the
Same Patients Treated with
the 4 French Acist Power
Injection System and the 5
French Manual
Catheterization Technique

20 南家俊彦 HEART nursing 21(10)P.
10～16

200810 ﾄﾞｸﾀｱｰXの心電図ｽｸｰﾙ　22健康
児が不整脈を指摘され来院！

21 大宮一人 診断と治療 96(10)P.
145～150

200810 虚血性心疾患患者の運動療法
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22 ○Salvatore Novo　◇Yoshihiro Akashi
○Eloisa Arbustini
○Pasquale Assennato
○Salvatore Azzarelli
○Giuseppe Barbaro　○Giovanni Fazio
○Francesco Fedele　○Massimo Giordan
○Pietro Mazzarotto
○Maria Grazia Modena
○Giuseppina Novo　○Guido Parodi
○Mario Previtali　○Claudio Rapezzi
○Francesca Sconci　○Paolo Sganzerla
○Francesco Tona　○Jorge A
（○ﾊﾟﾚﾙﾓ大学）
（◇Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

G Ital Cardiol 9(11)P.7
85～797

200811 La cardiomiopatia
takotsubo: documento di
consenso

23 武者春樹　　石橋祐記 小児内科 40(増刊
号)P.404
～407

200811 心臓震盪

24 中野恵美　　原田智雄　　脇本博文
佐々木俊雄　　田中修　　水野幸一
藤田禎規　○前波輝彦　◇小池淳樹
（○あさおｸﾘﾆｯｸ腎臓内科）
（◇診断病理学）

心臓 40(SUPPL
.4)P.127
～133

200811 Fabry病に合併した左室ﾘｴﾝﾄﾘｰ
性頻拍の1例

25 ○Yoshihiro Akashi　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

自律神経 45(4)P.1
43～147

200811 Cardiac Autonomic Nervous
Function in Patients with
Reversible Ventricular
Dysfunction Takotsubo
Cardiomyopathy

26 ○Yuko Tohyo　○Masatoshi Hara
○Kae Suzuki　○Yukiko Otani
○Fumihiko Miyake　◇Keito Torikai
◇Nobuyoshi Narita
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Division of General Internal
Medicine,Department of Internal
Medicine）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)P.5
31～536

200812 Health Checkup for the
Elderly in the St. Marianna
University School of
Medicine Hospital

27 ○Yoshihiro Akashi
◇David S. Goldstein
□Giuseppe Barbaro　△Takashi Ueyama
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇National Institutes of Health）
（□University La Sapienza）
（△Wakayama Medical University School
of Medicine）

Circulation 16(23)P.
2754～
2762

200812 Takotsubo Cardiomyopathy
A New Form of Acute,
Reversible Heart Failure

28 ○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Kihei Yoneyama
◇Mitsuhiro Shimokawa　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Radiology）

Ann Nucl Med 22P.769
～775

200812 123I-BMIPP delayed
scintigraphic imaging in
patients with chronic heart
failure
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29 岸良示 HEART nursing 21(12)P.
10～16

200812 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　24息切
れが再び！！

30 岸良示 HEART nursing 22(1)P.1
8～24

200901 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　25救急
外来受信時に、突然の意識消
失！！

31 水野幸一　　原田智雄　　田中修
三宅良彦

冠疾患誌 15P.1～7 200901 急性冠症候群における冠ｲﾝﾀｰ
ﾍﾞﾝｼｮﾝ後のｽﾃﾝﾄ内再狭窄に対
する脂質管理およびｽﾀﾁﾝ・ARB
の有用性

32 ○森尾裕志　○井澤和大　○渡辺　敏
○平木幸治　○笠原酉介　　長田尚彦
大宮一人　◇川間健之介
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇筑波大学大学院）

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 14(1)P.8
9～93

200902 心大血管疾患患者における退
院時年齢・性別の運動機能指
標について

33 三宅良彦 HEART nursing 22(2)P.8
1～87

200902 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　26期末
試験－力試しの10問ﾃｽﾄ・前編
－

34 ○Shonosuke Ryu　◇Shoji Yamamoto
◇Clard R. Andersen
□Kiyoshi Nakazawa　○Fumihiko Miyake
△Thomas N. James
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇University of Texas Medical
Branch）
（□Asao Hospital）
（△University of Alabama Medical
Center）

The Anatomical
Record

292P.12
～22

200902 Intramural Purkinje Cell
Network of Sheep Ventricles
as the Terminal Pathway of
Conduction System

35 大宮一人 検査と技術 37(2)P.1
69～171

200902 心電図による自律神経機能の
評価

36 三宅良彦 HEART nursing 22(3)P.7
9～86

200903 ﾄﾞｸﾀｰXの心電図ｽｸｰﾙ　27さよ
ならﾄﾞｸﾀｰX－力試しの10問ﾃｽ
ﾄ・後編－

1 黄世捷　　鈴木健吾　　出雲昌樹
下郷卓史　　林明生

第19回日本心ｴｺｰ
図学会

200804 培養検査陰性の心内膜炎から
大動脈弁置換に至った1例

2 出雲昌樹　　鈴木健吾　　長田尚彦
黄世捷　　下郷卓史　　林明生
田村政近　　三宅良彦

第19回日本心ｴｺｰ
図学会

200804 慢性心不全患者における
Exercise-induced MR の運動
耐容能に及ぼす影響

3 下郷卓史　　鈴木健吾　　長田尚彦
黄世捷　　出雲昌樹　　林明生
田村政近　　三宅良彦

第19回日本心ｴｺｰ
図学会

200804 慢性心不全患者における運動
誘発性dyssynchronyが運動耐
容能に及ぼす影響

内科学（循環器内科）　学会発表
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4 林明生　　鈴木健吾　　出雲昌樹 第19回日本心ｴｺｰ
図学会

200804 動脈硬化危険因子を伴う睡眠
時無呼吸症候群と頸動脈の内
中膜複合体厚の関係

5 石橋祐記　　山内正博　　関塚宏光
谷口良子　　三上大志　　川崎健介
武者春樹

第105回日本内科
学会

200804 4Fr.Acistｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｼｽﾃﾑと
5Fr.manualｼｽﾃﾑの同一症例で
の比較検討

6 石川由香子　　岸良示　　南家俊彦
長田圭三　　龍祥之助　　渡邉義之
西尾智　　松田央郎　　齋藤良子
三宅良彦　○松本直樹　◇桜井庸晴
（○薬理学）
（◇臨床検査部）

第23回日本不整脈
学会

200805 Brugada型心電図検出のための
V1～V3誘導－肋間上波形合成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討

7 ○井澤和大　○渡辺　敏　◇岡　浩一朗
○横山仁志　○平木幸治　○森尾裕志
○笠原酉介　　長田尚彦　　大宮一人
（○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）
（◇早稲田大学ｽﾎﾟｰﾂ科学学術院）

第43回日本理学療
法学術大会

200805 心疾患患者における疾患別の
健康関連QOLの関連要因

8 ○Yukako Ishikawa　◇Naoki Matsumoto
○Ryoko Saito　◇Toshio Kumai
○Fumihiko Miyake
◇Shinichi Kobayashi
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Pharmacology）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200807 Pioglitazone improve
dyslipidemia and visceral
fat deposition in metabolic
syndrome model rats.

9 ○Ryoko Saito　◇Toshio Kumai
◇Naoki Matsumoto　◇Yuko Takeba
◇Minoru Watanabe
◇Sachiko Takenoshita　○Haruki Musya
○Fumihiko Miyake
◇Shinichi Kobayashi
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Pharmacology）

The IXth World
Conference on
clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200807 Pitavastatin improvement
glucose intolearance and
lipid deposition of aorta
in metabolic syndrome model
rats.

10 ○Naoki Matsumoto　◇Tsuneharu Sakurai
□Y. Arai　□S.Hasegawa
△Yukako Ishikawa　▽Mutsuo Kaneko
△Ryoko Saito　○Yuko Takeba
△Ryoji Kishi　△Fumihiko Miyake
○Shinichi Kobayashi
（○Department of Pharmacology）
（◇The Department of Clunical
Laboratory）
（□Sekino Clinical Pharmacology
Clinic）
（△Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（▽Fukuda Denshi Co.）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200807 Surveillance of Brugada
type ECG Development at
Phase I Clinical Trial Unit
by Newly Determined
Automatic Diagnosis
Protcol.

11 明石嘉浩 第33回心臓核医学
談話会

200807 ﾌｨﾙﾑﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
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12 松田央郎　　橋本信行　　三宅良彦
○幕内晴朗
（○心臓血管外科）

第28回心筋梗塞研
究会

200807 ﾏﾙﾌｧﾝ症候群に合併した急性大
動脈解離から急性心筋梗塞を
発症した1例

13 ○安楽幸悦　　原正壽　　熱田英彦
立志美和　　戸兵雄子　　岸良示
三宅良彦
（○たま日吉台病院内科）

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑⅡ

200807 入浴中における高周波電位の
信頼性に関する検討

14 ○中居賢司　◇伊藤　学　　三宅良彦
□萩原誠久　△笠貫　宏
（○岩手医科大学歯科内科学）
（◇ICS）
（□東京女子医科大学循環器内科）
（△早稲田大学理工学術院）

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑⅠ

200807 誘導ﾍﾞｸﾄﾙﾏﾄﾘｯｸｽを用いた187
ﾁｬﾝﾈﾙ合成心電図による再分極
指標の評価

15 熱田英彦　　原正壽　○成田信義
戸兵雄子　　岸良示　　三宅良彦
（○総合診療内科）

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200807 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群における交感神
経ﾘｽﾞﾑの解析

16 関塚宏光　○松本直樹　　岸良示
長田圭三　　龍祥之助　　渡邉義之
西尾智　　松田央郎　　石川由香子
立志美和　　齋藤良子　　三宅良彦
（○薬理学）

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200807 心室頻拍により心房細動が続
発するﾒｶﾆｽﾞﾑが、携帯型心電
計（ｶﾙｼﾞｵﾌｫﾝ）と植え込み型
除細動器によって明らかと
なった1例

17 松田央郎　　原田智雄　　中野恵美
高井学　　藤田禎規　　佐々木俊雄
水野幸一　　石川由香子　　西尾智
渡邉義之　　龍祥之助　　長田圭三
岸良示　　三宅良彦　○松本直樹
（○薬理学）

第28回日本ﾎﾙﾀｰ･ﾉ
ﾝｲﾝﾍﾞｲｼﾌﾞ心電学
研究会

200807 ﾎﾙﾀｰ心電図にて自然発生心室
細動が記録され、triggerとな
る心室性期外収縮に対してｶﾃｰ
ﾃﾙｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝを施行した1例

18 ○Masahiro Yamauchi　○Yuki Ishibashi
○Hiromitsu Sekizuka　○Ryoko Saito
○Taishi Mikami　○Kensuke Kawasaki
○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第17回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会

200807 A successful case of
antegrade approach using X-
treme guidesire in patients
with chronic total
occlusion

19 ○Yuki Ishibashi　○Taishi Mikami
○Masahiro Yamauchi
○Hiromitsu Sekizuka　○Ryoko Saito
○Kensuke Kawasaki　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第17回日本心血管
ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ学会

200807 A successful PCI by using
5in7Fr catheter technique
and 64MDCT information to
abnormao take off of RCA
CTO lesion

20 ○Kihei Yoneyama　○Naohiko Osada
○Yoshihiro Akashi　○Seisyo Koh
○Masaki Izumo　○Takashi Shimozato
○Yuki Ishibashi　○Akio Hayashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ESC Congress
2008

200808 Characeristics of carotid
artery intima-media
thickness in patients with
sleep apnea syndrome
accompanied by
arteriosclerosis risk
factors.
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21 ○Masaki Izumo　○Naohiko Osada
○Seisyo Koh　○Takashi Shimozato
○Kihei Yoneyama　○Kengo Suzuki
○Yoshihiro Akashi　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

ESC Congress
2008

200808 Effect of dynamic
ventricular dyssynchrony on
exercise capacity in
patients with chronic heart
failure.

22 ○Yoshihiro Akashi　○Seisyo Koh
○Keisuke Kida　○Kihei Yoneyama
◇Kaoru Kitsukawa　◇Kosei Imanishi
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Radiology）

ESC Congress
2008

200808 123I-MIBG myocardial
scintigraphy in patients
with left ventricular
apical ballooning.

23 出雲昌樹　　明石嘉浩　　大内英樹
西尾智　　渡邉義之　　龍祥之助
長田圭三　　金剛寺謙　　大宮一人
三宅良彦

第209回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200809 ICDﾘｰﾄﾞに遠隔期MRSA感染を発
症し、外科治療で軽快した拡
張型心筋症の1例

24 原正壽　　戸兵雄子　　熱田英彦
西尾智　　三宅良彦

第24回心電情報処
理ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

200810 直交双極誘導を用いたBrugada
症候群の微分心電図

25 橋本信行　　大内英樹　　金剛寺謙
○上條敦子　○菅谷　健　○木村健二郎
三宅良彦
（○腎臓・高血圧内科）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 L-FABP は腎動脈狭窄における
新しい臨床ﾏｰｶｰである

26 松田央郎　　原田智雄　　中野恵美
高井学　　藤田禎規　　佐々木俊雄
水野幸一　　三宅良彦　○宮本　明
（○菊名記念病院）

第20回ｶﾃｰﾃﾙ･ｱﾌﾞ
ﾚｰｼｮﾝ委員会公開
研究会

200810 梗塞瘢痕領域に存在するﾌﾟﾙｷﾝ
ｴ電位を起源とする薬剤抵抗性
fascicular tachycardia の1
例

27 中野恵美　　原田智雄　　水野幸一 第45回日本臨床生
理学会

200811 慢性心房細動の肺静脈隔離術
前後における左房容積及び心
機能の検討

28 ○小林俊成　○白石真　○加茂力
大宮一人　○渡邉裕文　○長谷川泰弘
（○内科学（神経内科））

第45回日本臨床生
理学会

200811 運動時低血圧を呈した汎自律
神経障害例の運動ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ効果

29 ○Nobuyuki Hashimoto　○Hideki Ouchi
○Yuki Ishibashi　○Kohe Koyama
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Taishi Mikami　○Yoshihiro Akashi
○Koji Inoue　○Ken Kongoji
○Masahiro Yamauchi　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 Oxidative stress: an
independent risk factor of
diastolic dysfunction in
patients with coronary
artery disease

30 出雲昌樹　　長田尚彦　　米山喜平
足利光平　　林明生　　大宮一人
三宅良彦

第45回日本臨床生
理学会

200811 睡眠時無呼吸患者における降
圧治療の効果に関する検討
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31 米山喜平　　長田尚彦　　出雲昌樹
足利光平　　林明生　　大宮一人
三宅良彦

第45回日本臨床生
理学会

200811 睡眠時無呼吸症候群患者にお
けるCKDの有病率に関する検討

32 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Hiromitsu Sekizuka　○Ryoko Saito
○Taishi Mikami　○Kensuke Kawasaki
○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 A case with left main trunk
trifurcation lesion using a
0.010-inch guidewire

33 山内正博　　石橋祐記　　高橋英二
黄世捷　　立志美和　　川崎健介
武者春樹

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 Successful 2 cases of
antegrade approach using X-
treme guidewire in patients
with chronic total
occlusion

34 足利光平　　長田尚彦　　米山喜平
出雲昌樹　　林明生　　大宮一人
三宅良彦

第45回日本臨床生
理学会

200811 睡眠時無呼吸症候群患者にお
けるCKDの重症度と24時間血圧
の関連性について

35 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Hiromitsu Sekizuka　○Ryoko Saito
○Taishi Mikami　○Kensuke Kawasaki
○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 A comparative study for the
frequency of contrast-
induced nephropathy
undergoing left ventricular
and coronary angiography
with the same condition

36 三上大志　　山内正博　　石橋祐記
武者春樹　　土屋絢子　　大内英樹
徳丸睦　　土屋勝彦　　田中修
坂根健志　　三須一彦

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 A successful PCI using
5in7Fr catheter technique
and 64MDCT information to
abnormal take off of RCA
CTO lesion.

37 ○Ken Kongoji　○Hideki Ouchi
○Kohe Koyama　○Taishi Mikami
○Nobuyuki Hashimoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 A kidney transplant patient
who was forced to undergo
lower extremity major
amputation due to critical
limb ischemia.

38 高橋英二　　武者春樹　　山内正博
川崎健介　　立志美和　　黄世捷

第45回日本臨床生
理学会

200811 PCIに伴うCK-MB上昇に関与す
る要因の検討

39 林明生　　長田尚彦　　米山喜平
出雲昌樹　　足利光平　　大宮一人
三宅良彦

第45回日本臨床生
理学会

200811 睡眠時無呼吸患者における血
圧が頸動脈硬化に及ぼす影響
について
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40 ○松本直樹　　岸良示　◇桜井庸晴
□金子睦雄　□米山達哉　△新井淑史
△長谷川節男　▽中沢　潔　　長田圭三
龍祥之助　　石川由香子　　渡邉義之
西尾智　　南家俊彦　○小林真一
三宅良彦
（○薬理学）
（◇臨床検査部）
（□ﾌｸﾀﾞ電子(株)）
（△関野臨床薬理ｸﾘﾆｯｸ）
（▽麻生病院）

第25回日本心電学
会

200811 健常若年男性における右側胸
部誘導一肋間上方記録心電図
の基礎的ﾊﾟﾗﾒｰﾀの検討

41 大宮一人 Cardiac
Rehabilitation
Forum

200811 二次予防のための心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝの重要性について

42 武者春樹　　黄世捷　　立志美和
高橋英二　　川崎健介　　土屋勝彦
山内正博　　橋本信行

第45回日本臨床生
理学会

200811 高血圧治療にｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂は
どのよう影響するか

43 中野恵美　　原田智雄　　松田央郎
佐々木俊雄　　水野幸一　○松本直樹
三宅良彦
（○薬理学）

第25回日本心電学
会

200811 左室流出路起源心室頻拍にお
ける大動脈ﾊﾞﾙｻﾙﾊﾞ洞の関与

44 ○國島友之　　新井まり子　　南家俊彦
三宅良彦　○村川裕二
（○帝京大学）

第45回日本臨床生
理学会

200811 急性肺塞栓症における経時的
心電図評価の有用性

45 石川由香子　○松本直樹　◇桜井庸晴
□中沢　潔　△金子睦雄　△米山達哉
△山来　貴　　岸良示　　南家俊彦
三宅良彦
（○薬理学）
（◇臨床検査部）
（□麻生病院）
（△ﾌｸﾀﾞ電子(株)）

第25回日本心電学
会

200811 健常男性対象に施行した合成
心電図法によるBrugada型心電
図検出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検証

46 長田尚彦　　米山喜平　　出雲昌樹
足利光平　　林明生　　大宮一人
三宅良彦

第45回日本臨床生
理学会

200811 睡眠時無呼吸症候群患者にお
ける血圧変動が左室肥大に及
ぼす影響について

47 戸兵雄子　　原正壽　　熱田英彦
西山真衣　　西尾智　　三宅良彦
○成田信義
（○総合診療内科）

第45回日本臨床生
理学会

200811 微分心電図によるﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ症候
群のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

48 ○Kohe Koyama　○Nobuyuki Hashimoto
○Hideki Ouchi　○Yuki Ishibashi
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Taishi Mikami　○Yoshihiro Akashi
○Koji Inoue　○Ken Kongoji
○Masahiro Yamauchi　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 A successful removal of 8-
Fr-sheath dilator remained
in the vessel

- 118 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

49 ○塚本孝枝　　長田尚彦　　大宮一人
（○看護部）

第45回日本臨床生
理学会

200811 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群脱出の為の医師
と看護師による協同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ効
果の検討

50 大宮一人　　明石嘉浩　　三宅良彦 第45回日本臨床生
理学会

200811 慢性疲労寺の運動耐容能低下
の機序についての検討

51 大内英樹　　橋本信行　　石橋祐記
小山幸平　　高橋英二　　米山喜平
三上大志　　明石嘉浩　　井上康二
金剛寺謙　　山内正博　　三宅良彦

第8回日本心血管ｶ
ﾃｰﾃﾙ治療学会

200811 Two cases of IVUS catheter
fracture

52 黄世捷　　立志美和　　高橋英二
川崎健介　　山内正博　　武者春樹

第45回日本臨床生
理学会

200811 血清ｼｽﾀﾁﾝCと予測式による糸
球体濾過率(eGFR)の相関と乖
離

53 ○Emi Nakano　○Tomoo Harada
○Hisao Matsuda　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　◇Naoki Matsumoto
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Pharmacology）

AHA scientific
sessions 2008

200811 Identification of Unusual
Reentry Circuit Sites of
Non-Ischemic Left
Ventricular Outflow Tract
Tachycadia

54 長田尚彦 第2回東北
Heart&Sleep研究
会

200812 循環器疾患とSAS－閉塞性睡眠
呼吸障害を中心に－

55 ○松本直樹　◇新井淑史　◇長谷川節雄
□桜井庸晴　　石川由香子　△金子睦雄
△米山達哉　　岸良示　▽中沢　潔
三宅良彦　○武半優子　○小林真一
（○薬理学）
（◇関野臨床薬理ｸﾘﾆｯｸ）
（□臨床検査部）
（△ﾌｸﾀﾞ電子(株)）
（▽麻生病院）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 第Ⅰ相治験施設における
Brugada型心電図の出現頻度解
析

56 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Kensuke Kawasaki　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

CCT 2009 200901 Cystatin C is Useful Marker
for Contrast-induced
Nephropathy in Patients
with Renal Insufficiency
Undergoing Cardiac
Angiography

57 明石嘉浩　　米山喜平　　三宅良彦
○仲井　剛　○佐藤　優　○名取淳一
○前原善昭　○堀越良雄
（○画像ｾﾝﾀｰ）

第34回心臓核医学
談話会

200901 冠攣縮性狭心症患者における
123I-BMIPP心筋ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰの意
義

58 原正壽　　戸兵雄子　　熱田英彦
倉田真衣　　西尾智　　三宅良彦

体表面微小電位研
究会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200902 Brugada症候群の微分心電図

59 龍祥之助　　関塚宏光　　出雲昌樹
石橋祐記　　米山喜平　　長田尚彦
大宮一人　　三宅良彦

第72回神奈川県内
科医学会

200902 心機能悪化と末梢血好酸球増
多に解離を認めた好酸球性心
筋炎の1例
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60 ○米田道嗣　　鈴木健吾　　小山幸平
明石嘉浩　　長田圭三　　大宮一人
三宅良彦
（○臨床研修ｾﾝﾀｰ）

第560回日本内科
学会関東地方会

200902 抗ﾘﾝ脂質抗体症候群に合併し
た非細菌性血栓性心内膜炎の1
例

61 土屋絢子　　田中修　　徳丸睦
大内英樹　　三上大志　　土屋勝彦
坂根健志　　三須一彦

第72回神奈川県内
科医学会

200902 菌血症からﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ感染が疑
われ、治療に難渋した1例

62 明石嘉浩 The 33rd New
Town Conference

200902 海外情報報告～心臓核医学の
動向～　循環器医の視点から

63 ○Kensuke Kawasaki　○Seisyo Ko
○Miwa Tateshi　○Eiji Takahashi
○Masahiro Yamauchi　○Haruki Musya
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Comparison of the HOMA
Index and Blood Leptin
Level in Insulin Resistant
Patients for the Assessment
of Coronary Disease
Severity

64 ○Hiromitsu Sekizuka　○Kihei Yoneyama
○Naohiko Osada　○Eiji Takahashi
○Keisuke Kida　○Kengo Suzuki
○Yoshihiro Akashi　○Kazuto Omiya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Left Ventricular Mass in
Patients with Sleep Apnea
Syndrome and Normal Blood
Pressure

65 ○Emi Nakano　○Tomoo Harada
○Hisao Matsuda　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　○Sadanori Fujita
○Manabu Takai　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Identification of Unusual
Reentry Circuit Sites of
Non-ischemic Left
Ventricular Outflow Tract
Tachycardia

66 ○Emi Nakano　○Tomoo Harada
○Hisao Matsuda　○Toshio Sasaki
○Koichi Mizuno　○Sadanori Fujita
○Manabu Takai　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Reversal of left atrial
remodeling after successful
radiofrequency ablation
under Carto-merge guidance
in patients with chronic
atrial fibrillation

67 ○Manabu Takai　○Naohiko Osada
○Ayako Tsuchiya　○Kei Mizukoshi
○Hiromitsu Sekizuka　○Kihei Yoneyama
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Nocturnal Blood Pressure
and the Onset Mechanism of
Left Ventricular
Hypertrophy in Patients
with Sleep Apnea Syndrome
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68 ○Masaki Izumo　○Kengo Suzuki
○Naohiko Osada　○Akio Hayashi
○Kei Mizukoshi　○Seisyo Ko
○Ayako Tsuchiya　○Hiromitsu Sekizuka
○Yuki Ishibashi　○Takashi Shimozato
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Effect of Exercise-Induced
Mitral Regurgitation
Changes on Exercise
Capacity in Patients with
Chronic Heart Failure

69 ○Masaki Izumo　○Kengo Suzuki
○Naohiko Osada　○Akio Hayashi
○Kei Mizukoshi　○Seisyo Ko
○Ayako Tsuchiya　○Hiromitsu Sekizuka
○Yuki Ishibashi　○Takashi Shimozato
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
◇Kazuhiro Izawa　◇Satoshi Watanabe
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）
（◇Department of Rehabilitation
Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Evaaluation of Exeercise-
Induced Mitral
Regurgitation Mechanism in
Patients with Left
Ventricular Dysfunction
Using Transthoracic 3D-
Echocardiography

70 ○Kengo Suzuki　○Masaki Izumo
○Naohiko Osada　○Akio Hayashi
○Kei Mizukoshi　○Seisyo Ko
○Ayako Tsuchiya　○Hiromitsu Sekizuka
○Yuki Ishibashi　○Takashi Shimozato
○Eiji Takahashi　○Kihei Yoneyama
○Keisuke Kida　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Effect of Dynamic
Dyssynchrony on Exercise
Capacity in Patients with
Chronic Heart Failure

71 ○Yuki Ishibashi　○Masahiro Yamauchi
○Kensuke Kawasaki　○Naohiko Osada
○Kazuto Omiya　○Haruki Musya
○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Cystatin C is Useful Marker
for Contrast-induced
Nephropathy in Patients
with Renal Insufficiency
Undergoing Cardiac
Angiography

72 ○Yuki Ishibashi　○Naohiko Osada
○Hiromitsu Sekizuka
○Takashi Shimozato　○Akio Hayashi
○Kihei Yoneyama　○Keisuke Kida
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 The Relationship
Antihypertensive Effect
Level and Blood Pressure
Changes after Continuous
Positive Airway Pressure in
Patients with Obstructive
Sleep Apnea

73 ○Kihei Yoneyama　○Naohiko Osada
○Kohei Ashikaga　○Ayako Tsuchiya
○Masaki Izumo　○Akio Hayashi
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Flow-Mediate Dilatation
Might Indicate Cardiac
Overload in Patients with
Sleep Apnea Syndrome
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74 ○Kihei Yoneyama　○Naohiko Osada
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Association between Central
Sleep Apnea and VE/VCO2
Slope Possibly Affect
Circulation Time Delay

75 ○Naohiko Osada　○Kohei Ashikaga
○Hiromitsu Sekizuka
○Takashi Shimozato　○Yuki Ishibashi
○Akio Hayashi　○Keisuke Kida
○Kihei Yoneyama　○Eiji Takahashi
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 The influence of blood
pressure changes on left
ventricular hypertrophy in
patients with sleep apnea
syndrome

76 ○Naohiko Osada　○Kohei Ashikaga
○Hiromitsu Sekizuka
○Takashi Shimozato　○Yuki Ishibashi
○Akio Hayashi　○Keisuke Kida
○Kihei Yoneyama　○Eiji Takahashi
○Kengo Suzuki　○Yoshihiro Akashi
○Kazuto Omiya　○Fumihiko Miyake
（○Division of Cardiology,Department
of Internal Medicine）

第73回日本循環器
学会

200903 Relationship between the
severity of chronic kidney
disease and 24-hour blood
pressure in patients with
sleep apnea syndrome

77 足利光平　　長田尚彦　　関塚宏光
下郷卓史　　石橋祐記　　林明生
木田圭亮　　米山喜平　　高橋英二
鈴木健吾　　明石嘉浩　　大宮一人
三宅良彦

第73回日本循環器
学会

200903 The influence of blood
pressure on carotid
arteriosclerosis in
patients with sleep apnea
syndrome

78 ○松本直樹　　山内正博　　川崎健介
高橋英二　　立志美和　　黄世捷
岸良示　　龍祥之助　　石川由香子
○竹ノ下祥子　○武半優子　○張本敏江
○渡辺　実　○田中政巳　○林　幹人
三宅良彦　　武者春樹　○小林真一
（○薬理学）

第82回日本薬理学
会年会

200903 管理良好なﾜｰﾌｧﾘﾝ治療患者の
ﾋﾞﾀﾐﾝK血中濃度とPT-INRの検
討

- 122 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 高橋秀明　○四柳宏　　鈴木通博
伊東文生
（○東京大学感染症内科）

いわゆる健康食
品･ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄによる
健康障害症例集

P.68-71 200810 痩せ薬「スーパースレンダー
45」による肝障害

1 渡邊嘉行 最新医学 4･P.778-
787

200804 エピジェネティック治療の現
状と展望

2 澤田武　　岡本賢　　渡邊嘉行
伊東文生

消化器外科 胃癌
のすべて

4･P.667-
669

200804 診断法　腫瘍マーカー

3 伊東文生 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36･
P.141-
146

200804 臨床医学教育の現状と課題：
内科学（消化器・肝臓内科）

4 ○豊田実　　山下真幸　　伊東文生
◇時野隆至
（○札幌医科大学生化学）
（◇札幌医科大学がん研分子生物学）

Surgery Frontier 15･
P.184-
186

200806 エピジェネティック異常分析
法④　Bisulfite-sequencing
法

5 澤田武　　伊東文生 臨床消化器内科 23(9)･
P.1265-
1274

200807 遺伝性大腸疾患の分子生物学
的進歩

6 高橋秀明　　鈴木通博 肥満と糖尿病 4･P.539-
541

200809 禁酒とアディポカインの関係
は？

7 ○前山史朗　◇藤田浩司　◇米田正人
◇中島淳　　小林稔　　池田裕喜
高橋秀明　　鈴木通博　□飯島尋子
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇横浜市立大学大学院医学研究科）
（□兵庫医科大学肝胆膵内科）

最新医学 9･P.31-
39

200809 NASHの病理組織像

8 二階亮　○田中洋輔
（○臨床検査部）

消化器科 47･
P.266-
272

200809 腸管スピロヘータ症の臨床的
検討

9 高橋秀明　　鈴木通博　　池田裕喜
小林稔　　松本伸行　　奥瀬千晃
○前山史朗　◇佐瀬茂　　伊東文生
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇安西メディカル株式会社）

消化器科 47･
P.563-
569

200811 Xenon CTを用いた肝組織血流
量の評価による肝硬変の病期
診断

10 ○本館教子　　奥瀬千晃　○鈴木征子
○野村ヒサヲ　○枡田三枝子　○陣田泰子
◇浅見妥江　□四柳宏　　鈴木通博
伊東文生
（○看護部）
（◇薬剤部）
（□東京大学感染症内科）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36･P.11-
23

200806 体調管理ノートを用いたペグ
インターフェロンα-2b・リバ
ビリン併用療法の副作用に関
する検討－治療中止におよぼ
す影響－

内科学（消化器・肝臓内科）　著書

内科学（消化器・肝臓内科）　誌上発表
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11 澤田武　　伊東文生 臨床消化器内科 23･
P.1265-
1274

200807 遺伝性大腸疾患の分子生物学
的進歩

12 伊澤直樹　　松永光太郎　　長瀬良彦
中澤緑　　福田安伸　　馬場哲
松本伸行　　奥瀬千晃　○有泉泰
○相田芳夫　○高野俊史　○小池淳樹
◇朝倉武士　◇大坪毅人　　鈴木通博
（○診断病理学）
（◇外科学（消化器・一般外科））

肝臓 49･
P.430-
439

200810 画像所見が経時的変化を示し
た細胆管細胞癌の１例

13 小林美奈子　　高橋秀明　　小林稔
鈴木通博　○相田芳夫　◇前山史朗
伊東文生
（○診断病理学）
（◇北柏リハビリ総合病院内科）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36･
P.471-
478

200810 ウルソデオキシコール酸と食
事療法が有効であった非アル
コール性脂肪性肝炎の1例

14 岡本賢　　喜多島聡　　根岸龍二郎
前畑忠輝　　紅露剛史　　山内俊一
高橋秀明　　片倉芳樹　　渡邊嘉行
安彦隆一　○中谷信一　◇稲葉博之
□高野俊史　　鈴木通博　　伊東文生
（○内科学（総合診療内科））
（◇総合相模原更生病院）
（□診断病理学）

日本消化器病学会
雑誌

105･
P.1656-
1665

200811 癌細胞の多様性からみた退形
成性膵癌の２例

15 高橋秀明　　鈴木通博　　池田裕喜
小林稔　　松本伸行　　奥瀬千晃
○前山史朗　◇佐瀬茂　　伊東文生
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇安西メディカル株式会社）

消化器科 47･
P.563-
569

200811 【肝機能・肝予備力の新しい
評価法と対策】Xenon CTを用
いた肝組織血流量の評価によ
る肝硬変の病期診断

16 奥瀬千晃　　公文大輔　　小林稔
遠藤陽　　木下雄一　　野口陽平
伊澤直樹　　小澤俊一郎　　中原一有
山田典栄　　岡本賢　　高橋秀明
片倉芳樹　　松永光太郎　　松本伸行
石井俊哉　○四柳宏　◇飯野四郎
鈴木通博　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

肝臓 49･
P.495-
500

200812 ペグインターフェロン・リバ
ビリン72週併用療法後の再燃
に対し、インターフェロン単
独療法の追加にて著効を得たC
型慢性肝炎の1例

17 奥瀬千晃　　池田裕喜　　長瀬良彦
山田典栄　　岡本賢　　小林稔
高橋秀明　　片倉芳樹　　松永光太郎
松本伸行　○四柳宏　○小池和彦
◇飯野四郎　　鈴木通博　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

肝臓 49･
P.520-
523

200812 C型慢性肝炎に対するペグイン
ターフェロン・リバビリン併
用療法におけるインターフェ
ロン網膜症の検討

18 山田典栄　○四柳宏　◇小板橋優
長瀬良彦　　奥瀬千晃　◇安田清美
鈴木通博　○小池和彦　◇飯野四郎
伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

肝臓 49･
P.553-
559

200812 首都圏におけるB型急性肝炎の
実態と変遷－Genotype Aに焦
点をあてて－
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19 中原一有　　片倉芳樹　　伊澤直樹
足立清太郎　　根岸龍二郎　　平川麻美
小林美奈子　　小原宏一　　山田典栄
岡本賢　　小林稔　　高橋秀明
松永光太郎　　松本伸行　　奥瀬千晃
伊東文生

Progress of
Digestive
Endoscopy

73･
P.111-
115

200812 当院における緊急ERCPの現状
と問題点　診療ガイドライン
との比較から

20 高橋秀明　　鈴木通博　　重福隆太
小林美奈子　　中原一有　　山田典栄
岡本賢　　小林稔　　池田裕喜
片倉芳樹　　松永光太郎　　松本伸行
奥瀬千晃　　伊東文生　○前山史朗
◇佐瀬茂
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇安西メディカル株式会社）

ｱﾙｺｰﾙと医学生物
学

28･P.6-
11

200903 胃食道静脈瘤合併アルコール
性肝硬変における硬化療法前
後の肝機能の検討

21 Maehata　T　○Taniguchi H
○Yamamoto H　○Nosho K　○Adachi Y
○Miyamoto N　○Miyamoto C　○Akutsu N
○Yamaoka S　　Itoh F
（○札幌医科大学第一内科）

World Journal of
Gastroenterology

14･
P.2702-
2714

200805 Transcriptional silencing
of dickkopf gene family by
CpG island hypermethylation
in human gastrointestinal
cancer

22 ○Sase S　　Takahashi H　　Ikeda H
Kobayashi M　　Matsumoto N　　Suzuki M
（○安西メディカル株式会社）

Medical Physics 35･
P.2331-
2338

200806 Determination of time-
course change rate for
arterial xenon using the
time course of tissue xenon
concentration in xenon-
enhanced computed
tomography

23 Okuse C　○Shibuya A　　Itoh F
◇Inoue K　□Ohkawa S　△Komatsu T
▽Saito S　☆Shimizu H　　Suzuki M
◎Sekiyama K　☆Takatsuka K
※Tanaka K
（○Kitasato Univ. School of Med.）
（◇Showa Univ. Fujigaoka Hospital）
（□Kanagawa Cancer Center）
（△Yokohama Medical Center）
（▽Yokohama City Univ.Schl.of Med.）
（☆Ofuna Chuo Hospital）
（◎Yokohama General Hospital）
（※Yokohama City Univ.Med.Center）

St. Marianna
Med. J.

36･
P.215-
227

200806 Efficacy of combination
therapy with pegylated
interferon and ribavirin in
terms of gender, age, and
body mass index in patients
with chronic hepatitis C
belonging to serogroup 1
and with high viral load

24 ○Umemura T　○Tanaka E　○Kiyosawa K
◇Kumada H　　Okuse C
（○Shinshu Univ. School of Med.）
（◇Toranomon Hospital）

Clinical
Infectious
Diseases

47･P.52-
56

200807 Mortality secondary to
fulminant hepatic failure
in patients with prior
resolution of hepatitis B
virus infection in Japan

25 Ｉｓｈｉｉ　Ｔ　　Suzuki M
Matsumoto N　　Yamada N　　Okamoto M
Ikeda H　　Kobayashi M　　Takahashi H
Katakura Y　　Matsunaga K　　Okuse C
○Koike J　○Yotsuyanagi H
◇Maeyama S　　Itoh F
（○東京大学感染症内科）
（◇北柏リハビリ総合病院内科）

St. Marianna
Med. J.

36･
P.293-
301

200808 Changes in clinical
characteristics of Non-B,
Non-C hepatocellular
carcinoma
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26 ○Fukase K　○Kato M　○Kikuchi S
○Inoue K　○Uemura N　○Okamoto S
○Terao S　○Amagai K　○Hayashi S
○Asaka M　　Watanabe Y
（○Yamagata Prefectural Central
Hospital）

Lancet 372･
P.392-
397

200808 Effect of eradication of
helicobacter pylori on
incidednce of metachronous
gastric carcinoma after
endoscopic resection of
early gastric cancer: an
open-label, randomised
controlled trial

27 Matsumoto N　○Zhao X　　Itoh F
○Friedman S L
（○Mount Sinai School of Med.）

Journal of
Electrophoresis

52･P.65-
69

200812 Divergent roles of tumor
suppressor gene Klf6 in ES
cell differentiation

28 Kobayashi M　　Suzuki M　　Ikeda H
Takahashi H　　Matsumoto N
○Maeyama S　◇Sase S　□Iino S
Itoh F
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇安西メディカル株式会社）
（□清川病院）

Hepatology
Research

39･P.31-
39

200901 Assessment of hepatic
steatosis and hepatic
tissue blood flow by xenon
computed tomography in
nonalcoholic
steatohepatitis

1 高橋秀明　　鈴木通博　　小林稔
池田裕喜　　奥瀬千晃　○前山史朗
◇倉貫早智　◇鈴木博　　伊東文生
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇神奈川県立保健福祉大学大学院）

第94回日本消化器
病学会総会

200805 nonalcoholic fatty liver
diseaseにおける肝組織脂肪化
とアディポカインの検討

2 片倉芳樹　　伊東文生 第94回日本消化器
病学会総会

200805 高齢者における切除不能膵癌
の治療の現況とgemcitabineの
有用性

3 小林美奈子　　小林稔　　小澤俊一郎
小原宏一　　山田典栄　　岡本賢
池田裕喜　　高橋秀明　　片倉芳樹
松永光太郎　　松本伸行　　奥瀬千晃
○四柳宏　◇三代俊二　　鈴木通博
□飯野四郎　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇東芝病院研究部）
（□清川病院）

第94回日本消化器
病学会総会

200805 急性E型肝炎の３例

4 池田佳子　　片倉芳樹　　黄世揚
根岸龍二郎　　岡本賢　　小林稔
池田裕喜　　高橋秀明　　松永光太郎
松本伸行　　奥瀬千晃　　伊東文生

第75回日本消化器
内視鏡学会総会

200805 経口胆道鏡（POCS)下電気水圧
衝撃波結石破砕術（EHL）併用
にて完全切石し得た巨大
confluence stoneの1例

5 山田典栄　○四柳宏　◇三好秀征
○堤武也　◇藤江肇　○新谷良澄
□森屋恭爾　　奥瀬千晃　△安田清美
鈴木通博　　伊東文生　△飯野四郎
○小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇東京大学消化器内科）
（□東京大学附属病院感染制御部）
（△清川病院）

第44回日本肝臓学
会総会

200806 Hbe抗原陽性B型慢性肝疾患に
おけるB型肝炎ウィルス欠失変
異

内科学（消化器・肝臓内科）　学会発表
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6 高橋秀明　　鈴木通博　　重福隆太
公文大輔　　山田典栄　　岡本賢
小林稔　　池田裕喜　　片倉芳樹
松永光太郎　　奥瀬紀晃　　松本伸行
奥瀬千晃　○前山史朗　◇倉貫早智
◇鈴木博　□飯野四郎　　伊東文生
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇神奈川県立保健福祉大学大学院）
（□清川病院）

第44回日本肝臓学
会総会

200806 Xenon-CTを用いた非アルコー
ル性脂肪性肝疾患における肝
脂肪化とアディポカインとの
検討

7 中原一有　　片倉芳樹　　平川麻美
山田典栄　　小原宏一　　岡本賢
小林稔　　高橋秀明　　松永光太郎
松本伸行　　奥瀬千晃　　伊東文生

第86回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200806 当院における緊急ERCPの現況

8 奥瀬千晃　　鈴木通博　　池田裕喜
山田典栄　　小林稔　　長瀬良彦
伊東文生　○四柳宏　◇安田清美
◇飯野四郎
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第53回神奈川県消
化器病研究会

200806 ペグインターフェロンα2b・
リバビリン療法の延長投与成
績：EVRにおける短期延長投与
の有用性

9 ○岩渕省吾　　奥瀬千晃
（○大船中央病院）

第53回神奈川県消
化器病研究会

200806 C型慢性肝炎に対するPEG・
Ribavirin療法の成績向上を目
指して：IFNb+PEG・Riba療法

10 前畑忠輝　○山本博幸　○谷口博昭
○宮本千絵　○日崎恵一　○阿久津典之
○井伊正則　○佐々木茂　○足立靖
○有村佳昭　　伊東文生
（○札幌医科大学第一内科）

第45回日本臨床分
子医学会学術集会

200807 ヒト消化器癌における過剰メ
チル化によるDickkopf遺伝子
群の転写抑制

11 ○宮本千絵　○足立靖　○山本博幸
○李花　　前畑忠輝　○井伊正則
○宮本伸樹　○有村佳昭　　伊東文生
○関山信男　◇今井浩三　○篠村恭久
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学学長）

第45回日本臨床分
子医学会学術集会

200807 消化器癌に対するIGF-1受容体
チロシンキナーゼ阻害剤を用
いた治療

12 細谷浩介　○山下聡　○安藤孝将
◇中島健　□中西幸浩　　伊東文生
○牛島俊和
（○国立がんセンター発がん研究部）
（◇国立がんセンター中央病院）
（□国立がんセンター病理部）

第19回日本消化器
癌発生学会総会

200808 胃発がんにおけるAPC遺伝子１
Aと１Bの発現とメチル化の変
化

13 山下真幸　○鈴木拓　○野島正寛
○五十嵐伸一　◇今井浩三　　伊東文生
□豊田実
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学学長）
（□札幌医科大学生化学）

第19回日本消化器
癌発生学会総会

200808 消化器癌におけるIRFファミ
リーのエピジェネティックな
異常と意義

14 公文大輔　　小林稔　　野口陽平
伊澤直樹　　木下雄一　　小林美奈子
山田典栄　　中原一有　　岡本賢
高橋秀明　　片倉芳樹　　松永光太郎
松本伸行　　奥瀬千晃　　伊東文生

第301回日本消化
器病学会関東支部
例会

200809 ペグインターフェロン・リバ
ビリン72週併用療法後の再燃
に対し、インターフェロン単
独24週追加療法にて著効を得
たC型慢性肝炎の1例

- 127 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

15 高橋秀明　　鈴木通博　　重福隆太
小林稔　　池田裕喜　　松本伸行
奥瀬千晃　○前山史朗　◇飯野四郎
□佐瀬茂　　伊東文生
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇清川病院）
（□安西メディカル株式会社）

第28回ｱﾙｺｰﾙ医学
生物学研究会

200809 胃食道静脈瘤合併アルコール
性肝硬変における硬化療法前
後の肝機能の検討

16 山田典栄　○四柳宏　◇三好秀征
○堤武也　◇藤江肇　○新谷良澄
□森屋恭爾　　奥瀬千晃　△安田清美
鈴木通博　　伊東文生　△飯野四郎
○小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇東京大学消化器内科）
（□東京大学附属病院感染制御部）
（△清川病院）

第12回日本肝臓学
会大会

200810 Hbe抗原陽性B型肝炎ウィルス
キャリアの肝炎発症に関連す
るウィルス因子

17 渡邊嘉行　○豊田実　　伊東文生
（○札幌医科大学生化学）

第50回日本消化器
病学会大会

200810 胃洗浄液を用いたメチル化解
析の胃癌診断への応用

18 松本伸行　　鈴木通博　　伊東文生 第50回日本消化器
病学会大会

200810 瀉血血液中に含まれる肝細胞
分化可能細胞分画同定の試み

19 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 第50回日本消化器
病学会大会

200810 当院における緊急ERCPの現況
と課題

20 伊東文生 第28回分子腫瘍ﾏｰ
ｶｰ研究会

200810 胃洗浄液メチル化解析を用い
た新たな胃癌診断

21 前畑忠輝　○山本博幸　○谷口博昭
○宮本千絵　○宮本伸樹　○阿久津典之
○井伊正則　○日崎恵一　○大橋広和
○足立靖　○佐々木茂　○有村佳昭
伊東文生
（○札幌医科大学第一内科）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 ヒト消化器癌におけるDikkopf
遺伝子ファミリー遺伝子のCpG
アイランドメチル化による不
活化

22 細谷浩介　○山下聡　○安藤孝将
◇中島健　□中西幸浩　　伊東文生
○牛島俊和
（○国立がんセンター発がん研究部）
（◇国立がんセンター中央病院）
（□国立がんセンター病理部）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 胃発がんにおいてAPC遺伝子１
Aと１Bは異なる発現パターン
を示す

23 山下真幸　○鈴木拓　◇野島正寛
○五十嵐伸一　○篠村恭久　□今井浩三
△時野隆至　　伊東文生　▽豊田実
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学公衆衛生学）
（□札幌医科大学学長）
（△札幌医科大学がん研分子生物学）
（▽札幌医科大学生化学）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 消化器癌におけるIRFファミ
リーのエピジェネティックな
異常と意義
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24 岡本賢　　奥瀬千晃　　中原一有
山田典栄　　池田裕喜　　小林稔
福田安伸　　高橋秀明　　長瀬良彦
片倉芳樹　　松永光太郎　　松本伸行
鈴木通博　○四柳宏　○小池和彦
◇安田清美　◇飯野四郎　　伊東文生
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第37回日本肝臓学
会東部会

200812 Serogroup2・高ウィルス量のC
型慢性肝炎に対するペグイン
ターフェロンα2b・リバビリ
ン24週併用療法の治療成績と
臨床背景の検討

25 重福隆太　　高橋秀明　○木下雄一
小林美奈子　　山田典栄　　中原一有
岡本賢　　小林稔　　片倉芳樹
松永光太郎　　松本伸行　　鈴木通博
◇小池淳樹　□前山史朗　△四柳宏
▽飯野四郎　　伊東文生
（○薬理学）
（◇診断病理学）
（□北柏リハビリ総合病院内科）
（△東京大学感染症内科）
（▽清川病院）

第37回日本肝臓学
会東部会

200812 睡眠時無呼吸症候群診断前よ
り肝機能障害を呈し、肝生検
にて非アルコール性脂肪肝炎
と診断した1例

26 山田典栄　○四柳宏　　小板橋優
長瀬良彦　　高橋秀明　　奥瀬千晃
◇安田清美　　鈴木通博　　伊東文生
◇飯野四郎　○小池和彦
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

第37回日本肝臓学
会東部会

200812 首都圏におけるB型急性肝炎の
最近の動向

27 奥瀬千晃　○四柳宏　　鈴木通博
（○東京大学感染症内科）

第37回日本肝臓学
会東部会

200812 インターフェロン・リバビリ
ン併用療法のアドヒアランス
向上のための工夫

28 片倉芳樹　　中原一有　　伊東文生 第87回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200812 総胆管結石症における円錐螺
旋型ENBOチューブの使用経験

29 伊澤直樹　　澤田武　　平川麻美
小原宏一　　野元雅仁　　大日方信幸
前畑忠輝　　津田享志　　紅露剛史
喜多島聡　　伊東文生

第87回日本消化器
内視鏡学会関東地
方会

200812 ダブルバルーン小腸内視鏡に
て診断し得た腸リンパ管拡張
症の1例

30 渡邊嘉行　　前畑忠輝　○豊田実
伊東文生
（○札幌医科大学生化学）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 胃洗浄液を用いた新たなメチ
ル化解析の胃癌診断への応用

31 細谷浩介　○山下聡　○安藤孝将
◇中島健　　伊東文生　○牛島俊和
（○国立がんセンター発がん研究部）
（◇国立がんセンター中央病院）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 胃粘膜におけるAPC遺伝子１A
の低転写に伴うメチル化と胃
発がんにおける意義

32 渡邊嘉行　　伊東文生 第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 遺伝子メチル化異常を用いた
様々な消化管癌診断への応用
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33 小澤俊一郎　○片桐秀元　　安彦隆一
○民上真也　○須田直史　　宮脇誠
○宮島伸宜　　中嶋孝司　　伊東文生
○大坪毅人　◇相田芳夫
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇診断病理学）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 3群リンパ節転移を認めた腫瘍
径10ｍｍのS状結腸ｓｍ癌の1
例

34 安田宏　○山田雅哉　○与芝真彰
（○昭和大学藤が丘病院）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 GAVEに伴う進行性貧血に対す
るestrogen-progesterone療法
の有用性

35 木下雄一　　紅露剛史　　根岸龍二郎
平川麻美　　小原宏一　　大日方信幸
野元雅仁　　前畑忠輝　　津田享志
澤田武　　渡邊嘉行　　喜多島聡
伊東文生

第303回日本消化
器病学会関東支部
例会

200902 潰瘍性大腸炎（UC)によるlong
segmental stenosisを長期経
過観察した１症例

36 小林美奈子　　松永光太郎　　天神和美
岡本賢　　奥瀬千晃　　伊東文生
○小泉哲　○朝倉武士　○大坪毅人
◇小池淳樹
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇診断病理学）

第561回日本内科
学会関東地方会

200903 横隔膜原発炎症筋線維芽細胞
性腫瘍の1例

37 津田享志　○稲葉博之　　宮崎彩
◇伊澤直樹　　平川麻美　　小原宏一
□星川嘉一　△五味弘道　▽木村正之
喜多島聡　　伊東文生
（○総合相模原更生病院）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□湘南東部総合病院放射線科）
（△放射線医学）
（▽外科学（消化器・一般外科））

第7回日本臨床腫
瘍学会学術集会

200903 stageⅡ,Ⅲ(non T4)食道癌に
対するS-1＋Nedaplatinの放射
線化学療法の検討

38 Watanabe Y　○Kim HS　○Castoro RJ
○Kondo K　○Guo Y　○Ahmed SS
○Chung W　◇Toyota M　　Itoh F
○Shen L　○Jelinek J　○Issa JP
（○Texas MD Anderson Cancer Center）
（◇札幌医科大学生化学）

AACR Cancer
Epigenetic

200805 DNA methylation analysis of
gastric washes as a new
diagnostic tool for gastric
cancer

39 Takahashi H　　Suzuki M　　Shigefuku R
Kobayashi M　　Ikeda H　　Matsumoto N
Okuse C　○Maeyama S　◇Iino S
□Sase S　　Itoh F
（○北柏リハビリ総合病院内科）
（◇清川病院）
（□安西メディカル株式会社）

The 2nd United
States- Japan
Joint Workshop
on Alcohol-
related Problems

200809 Comparison with liver
function between and after
scelrotherapy in patients
with alcoholic liver
cirrhosis

40 Itoh F　○Rye P
（○DiaGenic ASA）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Gene expression and
molecular diagnositics
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41 Matsumoto N　　Obara K　　Yamada N
Okamoto M　　Kobayashi M
Takahashi H　　Katakura Y
Matsunaga K　　Ishii T　　Okuse C
Suzuki M　　Itoh F

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Ｉｎsufficient
radiofrequency ablation
therapy may induce further
malignant transformation of
hepatocellular carcinoma

42 Watanabe Y　○Kim HS　○Castoro RJ
○Kondo K　○Guo Y　○Ahmed SS
○Chung W　◇Toyota M　　Itoh F
○Shen L　○Jelinek J　○Issa JP
（○Texas MD Anderson Cancer Center）
（◇札幌医科大学生化学）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 DNA methylation analysis of
gastric washes as a new
molecular diagnostic tool
for gastric cancer

43 Yamashita M　○Suzuki H　◇Nojima M
○Igarashi S　○Shinomura Y　□Imai K
△Tokino T　　Itoh F　▽Toyota M
（○札幌医科大学第一内科）
（◇札幌医科大学公衆衛生学）
（□札幌医科大学学長）
（△札幌医科大学がん研分子生物学）
（▽札幌医科大学生化学）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Epigenetic silencing of
interferon regulatory
factor (IRF) family genes
in colorectal and gastric
cancer

44 Maehata T　○Yamamoto H　○Taniguchi H
○Adachi Y　○Miyamoto N　○Miyamoto O
○Akutsu N　　Itoh F
（○札幌医科大学第一内科）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Transcriptional silencing
of dickkopf gene family by
CpG island hypermethylation
in human gastrointestinal
cancer

45 Matsumoto N　○Zhao X　　Itoh F
○Friedman S L
（○Mount Sinai School of Med.）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Divergent roles of tumor
suppressor gene Klf6 in ES
cell differentiation

46 Tsuda T　○Inaba H　　Hirakawa M
Obara K　◇Takano T　　Itoh F
（○総合相模原更生病院）
（◇診断病理学）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Ｉmmunohistochemical
evaluation of thymidylate
synthase, dihydropyrimidine
dehydrogenase and p53 for
combination of S-1/
Nedaplatin and radiotherapy
in esophageal cancer

47 Takahashi H　　Suzuki M　　Shigefuku R
Matsumoto N　　Okuse C　○Kuranuki S
○Suzuki H　◇Maeyama S　　Itoh F
（○神奈川県立保健福祉大学大学院）
（◇北柏リハビリ総合病院内科）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Evaluation of adipokine in
non alcoholic fatty liver
disease - comparison with
alcoholic liver disease -

48 Okamoto M　　Okuse C　　Maehata T
Matsumoto N　○Takano T　　Itoh F
（○診断病理学）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Evaluation of relevance
between expression of mTOR
signal pathway markers and
clinicohistopathological
features in colorectal
tumor

- 131 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

49 Katakura Y　　Itoh F 36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Usefulness of gemcitabine
therapy for elderly
patients of unresectable
pancreatic cancer

50 Negishi R　　Kitajima S　○Takagi M
Itoh F
（○診断病理学）

36th Congress of
the
International
Society of
Oncology and
BioMarkers

200810 Expression of nestin and
pancreatic fibrosis in a
spontaneous chronic
pancreatitis model (male
WBN/kob rats)

51 Yamada N　○Yotsuyanagi H　◇Miyoshi H
○Tsutsumi T　◇Fujie H　○Shintani Y
□Moriya K　　Okuse C　　Suzuki M
Itoh F　△Yasuda K　△Iino S
○Koike K
（○東京大学感染症内科）
（◇東京大学消化器内科）
（□東京大学附属病院感染制御部）
（△清川病院）

50th Anniversary
Meeting of the
International
Association for
the Study of the
Liver

200810 Large deletion mutants of
hepatitis B virus with
amino acid substitutions in
the core region emerges and
dominates around the onset
of active hepatitis in
persistent HBV carriers

52 Yamada N　　Suzuki M　　Okuse C
Ikeda H　　Okamoto M　　Kobayashi M
Takahashi H　　Matsunaga K
Matsumoto N　○Yotsuyanagi H
◇Yasuda K　◇Iino S　　Itoh F
（○東京大学感染症内科）
（◇清川病院）

50th Anniversary
Meeting of the
International
Association for
the Study of the
Liver

200810 Short-term prolongation of
Peginterferon plus
Ribavirin combination
therapy is an effective
treatment strategy for
genotype 1B chronic
hepatits C patient

53 Matsumoto N　　Obara K　　Yamada N
Okamoto M　　Kobayashi M
Takahashi H　　Katakura Y
Matsunaga K　　Ishii T　　Okuse C
Suzuki M　　Itoh F

50th Anniversary
Meeting of the
International
Association for
the Study of the
Liver

200810 Insufficient radiofrequency
ablation therapy may induce
further malignant
transformation of
hepatocellular carcinoma

54 Takahashi H　　Suzuki M　　Kobayashi M
Ikeda H　　Matsunaga K　　Matsumoto N
Okuse C　○Sase S　　Itoh F
（○安西メディカル株式会社）

7th JSH single
topic conference
"Hepatic
Hemodynamic
Disorder"

200811 Correalation between
quantitative hapatic tissue
blood flow using Xenon CT
and status of liver
function in liver cirrhosis
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1 木村健二郎 慢性腎臓病(CKD)
診療ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

P.80～82 200804 CKDでは高血圧症の合併症も多
いと聞いています。どのよう
なﾒｶﾆｽﾞﾑで起こるのですか？

2 木村健二郎 慢性腎臓病(CKD)
診療ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

P.150～
152

200804 高血圧を有するCKD患者におけ
る生活習慣改善は、どのよう
にすれば良いですか？

3 木村健二郎 慢性腎臓病(CKD)
診療ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

P.186～
188

200804 CKDにおける脂質の管理はどの
ようにしたら良いですか？

4 安田隆 EBM腎臓病の治療
(2008-2009)[富野
康日己監修/柏原
直樹･南学正臣編
集]

P.373 200806 Ⅵ．尿細管・間質疾患　4.尿
細管性ｱｼﾄﾞｰｼｽの診断と治療
は，どのように行うのでしょ
うか？

5 ○今井裕一　　安田隆　◇力石辰也
（○愛知医大腎臓・膠原病内科）
（◇腎泌尿器外科学）

腎･尿路系ｺｱ･ｶﾘｷｭ
ﾗﾑﾃｷｽﾄ

全384ﾍﾟｰ
ｼﾞ

200808 （編集）

6 今井五郎　　佐藤武夫 腎不全ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ-
CKDから先端透析
療法:up to date-

P.141～
146

200903 腎機能正常者と腎不全患者の
内部環境 内部環境をふまえた
輸液療法の実際．

7 佐々木浩代　　佐藤武夫 腎不全ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ-
CKDから先端透析
療法:up to date-

P.216-
218

200903 腹膜透析独自の合併症 その他
の感染症～出口部・ﾄﾝﾈﾙ感染
～．

1 ○西松寛明　◇鈴木越　□竹田亮
□高橋政夫　□大庭成喜　　木村健二郎
△永野哲郎　□平田恭信
（○東京大学医学部泌尿器科）
（◇難病治療研究センター）
（□東京大学器官病態内科学）
（△東京大学大学院薬科学）

Hypertens Res 31(4)P.7
37～743

200804 Blockade of Endogenous
Proinflammatory Cytokines
Ameliorates Endothelial
Dysfunction in Obese Zucker
Rats.

○高橋政夫　◇鈴木越　○竹田亮
○大庭成喜　□西松寛明　　木村健二郎
△永野哲郎　○永井良三　○平田恭信
（○東京大学器官病態内科学）
（◇難病治療研究センター）
（□東京大学医学部泌尿器科）
（△東京大学大学院薬科学）

Am J Physiol
Heart Circ
Physiol

294(6)P.
H2879～
H2888

200804 Angiotensin II and tumor
necrosis factor-α
synergistically promote
monocyte chemoattractant
protein-1 expression: roles
of NF-κB, p38, and
reactive oxygen species.

内科学（腎臓・高血圧内科）　誌上発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　医用生体工学研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)
先端医学研究施設(培養研究部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

TNF-α，NF-KB，ROS

2

内科学（腎臓・高血圧内科）　著書
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3 木村健二郎 綜合臨牀 57,Suppl
,P.468(1
270)～
471(1273
)

200804 新版処方計画法．

4 木村健二郎 ENTONI 87 P112
～117

200804 高血圧とめまい．

5 ○池森敦子　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

医学のあゆみ 225(4)P.
285～288

200804 尿細管間質障害のあたらしい
指標－新規ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの有用
性．

○竹田亮　○鈴木越　◇高橋政夫
◇大庭成喜　□西松寛明　　木村健二郎
△永野哲郎　◇永井良三　◇平田恭信
（○難病治療研究センター）
（◇東京大学器官病態内科学）
（□東京大学医学部泌尿器科）
（△東京大学大学院薬科学）

Am J Physiol
Heart Circ
Physiol

294(6)P.
H2871～
H2878

200805 Calsineurin us critical for
sodium-induced neointimal
formation in normotensive
and hypertensive rats.

7 安田隆 内科 101(5)P.
975～978

200805 診断力をみがく ｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
若い女性の突然の浮腫/皮膚に
模様の見られた腎機能障害）

8 木村健二郎 東京都医師会雑誌 61(4)P.8
0～87

200805 日本医師会生涯教育講座
（2007/8/23），慢性腎臓病
（CKD)の臨床的ｲﾝﾊﾟｸﾄとその
意義．

9 佐々木浩代　○力石辰也　○古畑壮一
○堤久　○宮野佐哲　○中澤龍斗
○中野透　○工藤浩也　○北島和樹
○高橋剛　○佐藤雄一　　木村健二郎
（○腎泌尿器外科学）

Transplantation
Proceedings

40
P.1371～
1372

200806 Autologous Blood
Transfusion for Kidney
Transplant Recipients.

10 ○草場哲郎　　木村健二郎
（○公立南丹病院腎臓内科）

月刊地域保健 39(6)P.3
4～42

200806 CKDとﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ．

11 ○友廣忠寿　　柴垣有吾　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科 非常勤）

腎と透析 65(1)P.5
6～59

200807 K過剰で心電図変化が起こる理
由とその治療．

12 ○山崎修　○花房規男　○白井雅弓
○花村菊乃　○衣笠哲史　○浜崎敬文
○三村維真理　○遠藤陽子　○里中弘志
柴垣有吾　○野入英世　◇山田篤生
◇小俣政男　○藤田敏郎
（○東大病院血液浄化療法部）
（◇東大病院消化器内科）

日本透析医学会雑
誌

41(7)P.4
45～449

200807 頻回の小腸出血に対してﾀﾞﾌﾞﾙ
ﾊﾞﾙｰﾝ式内視鏡で繰り返し止血
処置を行った維持血液透析患
者の1例．

13 ○菅谷健　◇池森敦子　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科 非常勤）
（◇解剖学（解剖学））

Modern Physician 28(9)P.1
159～
1162

200808 CKDの新しいﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ．

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　医用生体工学研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)
先端医学研究施設(培養研究部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

6
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○青木康之　○斉藤陽　◇土田浩生
□武半優子　　白井小百合　　安田隆
○生駒雅昭　○河内裕　○小板橋靖
（○小児科学）
（◇内科学（総合診療内科））
（□薬理学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)P.3
03～312

200808 Increase of Fractalkine in
the Urine of Patients with
IgA Nephropathy.

15 嶋﨑美奈子　　木村健二郎 腎と透析 65(2)P.2
36～240

200808 非糖尿病性腎症．

16 ○野崎美穂　○大原節子　○八木岡節子
◇本鍋田由美子　□馬野由紀　　佐藤武夫
（○多摩病院腎ｾﾝﾀｰ）
（◇多摩病院外来）
（□多摩病院医療安全対策室）

腹膜透析2008(腎
と透析65,Suppl)

P.117～
119

200808 PDの段階的導入におけるｽﾄﾚｽ
度の判定－COCORO METERでｱﾐ
ﾗｰｾﾞを測定して．

17 ○山崎まゆみ　◇晝間美和　◇河原寛美
◇東島瞳　◇下川敦子　◇櫻井奈生
□馬野由紀　　佐藤武夫
（○多摩病院腎ｾﾝﾀｰ）
（◇多摩病院病棟）
（□多摩病院医療安全対策室）

腹膜透析2008(腎
と透析65,Suppl)

P.364～
366

200808 患者と家族の負担軽減を目指
したPD導入の1症例を経験し
て．

18 小板橋賢一郎　　鶴岡佳代　　宮本雅仁
櫻田勉　○磯貝晶子　◇佐藤雄一
安田隆　　木村健二郎
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇腎泌尿器外科学）

腹膜透析2008(腎
と透析65,Suppl)

P.396～
398

200808 無尿の血液透析患者に血液透
析と腹膜透析の併用療法を導
入しQOLが改善した1例．

19 ○草場哲郎　　木村健二郎
（○公立南丹病院腎臓内科）

日本臨牀 69(9)P.1
747～
1752

200809 高血圧症．

20 木村健二郎 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36 P.147
～152

200809 臨床医学教育の現状と課題：
内科学（腎臓・高血圧内
科）．

21 安田隆　　柴垣有吾 月刊ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 1(6)P.80
～86

200809 10.急性腎不全．

22 柴垣有吾 大阪透析研究会会
誌

26(2)P.1
53～160

200809 【腎移植 最近の話題】腎移植
の視点からのCKD．

23 柴垣有吾　○藤田敏郎
（○東京大学腎臓内分泌内科）

日本内科学会雑誌 97(9)P.2
198～
2208

200809 内科医が知っておくべき救急
医療 急性腎不全のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ．

24 安田隆　　永田晃平　○長田尚彦
木村健二郎
（○内科学（循環器内科））

血圧 15(10)P.
818～819

200810 睡眠時無呼吸症候群と夜間血
圧．

先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究
部門)

14
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25 ○池森敦子　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

血圧 15(10)P.
57(869)
～
60(872)

200810 慢性腎不全と血清ｼｽﾀﾁﾝC．

26 鶴岡佳代　　安田隆　　谷澤雅彦
小板橋賢一郎　　嶋﨑美奈子　　櫻田勉
白井小百合　　柴垣有吾　　木村健二郎
○辻本文雄
（○臨床検査医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.4
35～445

200810 慢性腎臓病におけるﾍﾟﾙﾌﾙﾌﾞﾀﾝ
造影超音波を用いた小葉間動
脈の血流評価．

横山健　○池森敦子　◇菅谷健　　安田隆
木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 非常勤）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.4
47～457

200810 葉酸腎症ﾓﾃﾞﾙにおける肝臓型
脂肪酸結合蛋白（L-FABP）の
動態の検討．

28 ○池森敦子　◇菅谷健　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 非常勤）

腎と透析 65(4)P.4
96～498

200810 尿中L-FABP．

29 ○木戸亮　　柴垣有吾
（○東京大学腎臓内分泌内科）

日本腎臓学会誌 50(7)P.8
69～874

200810 【腎移植】生体腎移植ﾄﾞﾅｰの
腎提供後腎機能．

30 鶴岡佳代　　関谷秀介　　横山健
小板橋賢一郎　　嶋﨑美奈子　　櫻田勉
白井小百合　　安田隆　　木村健二郎

日本腎臓学会誌 50(7)P.9
48～953

200810 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾊﾟﾙｽ療法後に膵粘液性
嚢胞線腫と重症急性膵炎を合
併したANCA関連血管炎の1例．

31 木村健二郎 日本医事新報 4413
P.43～47

200811 医療連携による集学的治療を
試みた糖尿病腎症．

32 ○池森敦子　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

腎と透析 65(5)P.6
91～693

200811 腎における脂肪酸代謝．

33 ○今井裕一　○石村栄治　○井関邦敏
○伊藤孝史　○井上徹　○今井圓裕
○内田啓子　○内田俊也　○遠藤正之
○大石哲也　○大野岩男　○岡田一義
○小原まみ子　○小山雄大　○柏原直樹
○加藤哲夫　○鎌田貢壽　○河田哲也
○菅野義彦　○北川渡　○衣笠えり子
○小松田敦　○斎藤知栄　○佐々木環
○佐藤博　○重松隆　○篠田俊雄
柴垣有吾　○菅憲広　○杉本俊郎
○須藤博　○竹本文美　○寺田典生
○南学正臣　○西慎一　○野村信介
○八田和大　○濱野高行　○林義満
○早野恵子　○平和伸仁　○深川雅史
○福本真也　○藤垣嘉秀　○藤田芳郎
○政金生人　○松村正巳　○宮崎正信
○武曾惠理　○森典子　○守山敏樹
○門川俊明　　安田隆　○山縣邦弘
○吉田篤博　○頼健光　○和田隆志
○渡辺毅
（○日腎学会卒前卒後教育委員会）

日本腎臓学会誌 50(8)P.9
97～1010

200811 腎臓専門医の研修単位認定の
ためのｾﾙﾌﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ問題の正解
と解説．

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(再生医学研究部門)

27
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誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

34 木村健二郎 群馬医学 88 P.1～
31

200812 健診医のための腎臓病－初学
者のための腎生検から学ぶ腎
臓病－．

35 ○力石辰也　　佐々木浩代　○堤久
○宮野佐哲　○中澤龍斗　○中野透
○北島和樹　○工藤浩也　○高橋剛
○佐藤雄一　　木村健二郎
（○腎泌尿器外科学）

Transplantation
Proceedings

40(5)
P.3445～
3447

200812 ABO Blood Type Incompatible
Kidney Transplantation
Without Splenectomy
Prepared With Plasma
Exchange and Rituximab.

36 ○池森敦子　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））

Mebio 26(1)P.1
40～149

200901 CKDと心血管疾患の共通のﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞﾏｰｶｰ．

37 中野信行　　白井小百合　　櫻田勉
今野雄介　　柴垣有吾　　安田隆
木村健二郎　○小池淳樹
（○診断病理学）

腎炎症例研究 25,P.75
～91

200902 尿所見が乏しく、血清EIA法で
GBM抗体陰性の激しい尿細管間
質障害を伴う抗GBM抗体型腎炎
の一例．

38 ○川上民裕　○藤田歩　　白井小百合
木村健二郎　○相馬良直
（○皮膚科学）

J Am Acad
Dermatol

40
P.3445～
3447

200903 Therapeutic effect of
Mizoribine on bullous
pemphigoid associated with
membranous nephropathy.

○池森敦子　　菅谷健　◇関塚彩子
○平田和明　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎高血圧内科 研究技術員）

Nephrol Dial
Transplant

24(3)
P.788～
800

200903 Amelioration of diabetic
tubulointerstitical damage
in liver-type fatty acid-
binding protein transgenic
mice.

40 ○富野康日己　○柘植俊直　◇金子光太郎
□川村哲也　　木村健二郎　△遠藤正之
□細谷龍男　○堀越哲　□宇都宮保典
安田隆　△豊田雅夫
（○順天堂大学医学部腎臓内科）
（◇霞ヶ浦医療ｾﾝﾀｰ内科）
（□東慈医大腎臓・高血圧内科）
（△東海大学医学部腎代謝内科）

J Nephrol 22(2)
P.224～
231

200903 Antiproteinuric effect of
olmesartan in patients with
IgA nephropathy.

1 安田隆　　永田晃平　　嶋﨑美奈子
宮本雅仁　　櫻田勉　　白井小百合
今野雄介　○長田尚彦　　佐藤武夫
木村健二郎
（○内科学（循環器内科））

第105回日本内科
学会総会･講演会

200804 慢性腎臓病における睡眠時呼
吸障害合併の24時間血圧へ及
ぼす影響．

2 ○佐々木千鶴子　○夏木靖典　○佐藤歩
木村健二郎
（○大学院電子顕微鏡研究施設）

医学生物学電子顕
微鏡技術学会第24
回学術講演会

200805 より迅速な透過型電子顕微鏡
試料作製法（置換包理迅速法
の検討－第2報－）．

3 ○佐々木千鶴子　○夏木靖典　○佐藤歩
木村健二郎
（○大学院電子顕微鏡研究施設）

医学生物学電子顕
微鏡技術学会第24
回学術講演会

200805 より迅速な透過型電子顕微鏡
試料作製法（置換包理迅速法
の検討－第3報－）．

4 木村健二郎 第51回日本糖尿病
学会年次学術集会

200805 糖尿病性腎症の寛解を目指し
て～集学的治療の重要性～．

内科学（腎臓・高血圧内科）　学会発表

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(再生医学研究部門)

39
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発表西暦

年次
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5 木村健二郎 第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 CKD対策における日本医師会と
の連携の位置付け．

6 ○菅谷健　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科 客員教授）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 尿ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰのﾊﾟﾈﾙ化による腎
疾患管理．

7 ○山川宙　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科 非常勤）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 薬物性腎障害の予防と早期発
見のﾎﾟｲﾝﾄ．

8 ○上田志朗　◇柴崎敏昭　□新田孝作
木村健二郎　△富野康日己
（○千葉大学薬学）
（◇共立薬科大学）
（□東京女子医大腎臓内科）
（△順天堂大学医学部腎臓内科）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 薬剤性腎障害の診断ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
作成の提案．

9 鶴岡佳代　　谷澤雅彦　　嶋﨑美奈子
古堅聡　　櫻田勉　　白井小百合
安田隆　　木村健二郎　○桜井正児
◇辻本文雄
（○大学病院臨床検査部）
（◇臨床検査医学）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 超音波造影剤ﾍﾟﾙﾌﾙﾌﾞﾀﾝを用い
た腎血流の検討．

横山健　○星野誠子　◇池森敦子
□菅谷健　　安田隆　　木村健二郎
（○腎高血圧内科 研究技術員）
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科 客員教授）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 葉酸腎症ﾓﾃﾞﾙにおけるL-FABP
の役割．

11 木村健二郎 第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 CKD対策における脂質代謝異常
管理の意義（ｵｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ）．

12 ○小林賛光　◇山本泉　◇小倉誠
□新田孝作　　木村健二郎　△深川雅史
▽藤枝幹也　☆陽國雅　○山口裕
（○東慈医大附属柏病院病理部）
（◇東慈医大腎臓・高血圧内科）
（□東京女子医大腎臓内科）
（△神戸大学腎臓内科）
（▽高知大学小児思春期医学）
（☆杏林大学小児科）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ腎症の早期診断のた
めの病理学的研究．

13 安田隆　　永田晃平　　小板橋賢一郎
鶴岡佳代　　藤原晃子　○金城永幸
◇池森敦子　　関谷秀介　□土田浩生
今野雄介　　佐藤武夫　　木村健二郎
（○生化学（生化学））
（◇解剖学（解剖学））
（□内科学（総合診療内科））

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 CKDにおける睡眠時呼吸障害の
合併が動脈硬化に及ぼす影
響．

14 白井小百合　　嶋﨑美奈子　　末木志奈
佐々木浩代　　村尾命　　櫻田勉
今井五郎　　今野雄介　　佐藤武夫
安田隆　　木村健二郎

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 当科における微笑変化型ﾈﾌﾛｰ
ｾﾞ症候群（MCNS）の治療実
績．

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

10
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発表西暦

年次
研    究    題    目

15 安田隆　　谷澤雅彦　　古堅聡　　横山健
宮本雅仁　　友廣忠寿　　櫻田勉
白井小百合　　島芳憲　　木村健二郎

第51回日本腎臓学
会学術総会

200805 Cardio Vascular Profiling
System CR-2000によるCKDにお
ける血管ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの検討．

16 ○西裕志　　柴垣有吾　○木戸亮
◇藤崎毅一郎　□中川卓　○南学正臣
△田村純人　△菅原寧彦　○藤田敏郎
（○東京大学腎臓内分泌内科）
（◇九州大学腎臓内科）
（□金沢医科大学腎臓内科）
（△東京大学人工臓器移植外科）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200806 生体肝移植後成人ﾚｼﾋﾟｴﾝﾄの慢
性腎臓病（CKD）発症に関する
ｺﾎｰﾄ研究．

17 ○木戸亮　　柴垣有吾　◇岩藤和広
◇唐仁原全　◇中島一朗　◇渕之上昌平
○藤田敏郎　◇寺岡慧
（○東大病院腎臓内分泌内科）
（◇東女医大腎臓病総合医療C外科）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200806 進展ﾘｽｸの低い慢性腎臓病
（CKD）患者の予後に年齢と性
別が与える影響について 腎移
植ﾄﾞﾅｰからの視点．

18 ○西裕志　　柴垣有吾　◇平野賢二
○木戸亮　○南学正臣　◇笹平直樹
◇伊佐山浩通　◇多田稔　□赤羽正章
△要伸也　◇小俣政男　○藤田敏郎
（○東京大学腎臓内分泌内科）
（◇東京大学消化器内科）
（□東京大学放射線科）
（△杏林大学第一内科）

第51回日本腎臓学
会学術総会

200806 自己免疫性膵炎（IgG4関連全
身硬化症）の合併腎病変に関
するｺﾎｰﾄ研究．

19 ○南木浩二　◇木戸亮　　柴垣有吾
□唐仁原全　○中島一朗　○渕之上昌平
◇藤田敏郎　○寺岡慧
（○東女医大腎臓病総合医療C外科）
（◇東京大学腎臓内分泌内科）
（□国際医療福祉大熱海病院移植外科）

第33回日本外科系
連合学会学術集会

200806 生体移植ﾄﾞﾅｰの術後QOL 生体
腎移植ﾄﾞﾅｰが慢性腎臓病へと
進行する可能性．

20 末木志奈　　村尾命　　関谷秀介
島芳憲　○小泉宏隆　　木村健二郎
（○診断病理学）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫を合併し著名な高ｶ
ﾙｼｳﾑ血症を来たした多発性嚢
胞腎の一例．

21 ○三橋祥二　　末木志奈　　村尾命
関谷秀介　　島芳憲　　木村健二郎
（○西部病院CE部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 透析用水ﾗｲﾝにおける新たな透
析液清浄化対策の検討．

22 ○神山明子　○吉田美智子　○石渡希恵
○曽我部和枝　○野田和子　○角田由美子
櫻田勉　　木村健二郎
（○腎臓病ｾﾝﾀｰ看護部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 PD＋HD併用療法患者への看護
指導の検討．

23 櫻田勉　　小板橋賢一郎　　宮本雅仁
白井小百合　○土田浩生　　木村健二郎
島芳憲
（○内科学（総合診療内科））

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 当院でのPD＋HD併用療法患者
の検討．
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24 ○佐藤賢治　○成島絵里香　○水田祥江
○齋藤充央　○小林正和　○蒔田美波
○清水徹　○白井美江子　◇佐藤雄一
木村健二郎　□舘田武志
（○大学病院CE部）
（◇腎泌尿器外科学）
（□麻酔学）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 多人数用透析装置消毒異常ﾓﾆﾀ
の製作．

25 友廣忠寿　　宮本雅仁　　櫻田勉
今野雄介　○佐藤雄一　　安田隆
木村健二郎　◇立志美和　◇三宅良彦
（○腎泌尿器外科学）
（◇内科学（循環器内科））

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 劇症型心筋炎により乏尿型腎
不全となったが、2ヵ月後に腎
機能が改善し血液透析を離脱
した1例．

26 谷澤雅彦　　白井小百合　　友廣忠寿
○土田浩生　◇佐藤雄一　　安田隆
木村健二郎　　佐々木浩代　　佐藤武夫
（○内科学（総合診療内科））
（◇腎泌尿器外科学）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 難治性非定型好酸菌性腹膜炎
を契機にEPSを発症したPD患者
の一例．

27 ○清水徹　○成島絵里香　○水田祥江
○齋藤充央　○佐藤賢治　○小林正和
○蒔田美波　○白井美江子　◇佐藤雄一
木村健二郎　□舘田武志
（○大学病院CE部）
（◇腎泌尿器外科学）
（□麻酔学）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 ｶﾗｰｾﾝｻｰを使用した色を数値化
するためのｱﾌﾟﾛｰﾁ．

28 宮本雅仁　　櫻田勉　○土田浩生
安田隆　　木村健二郎　◇竹村弘
□大楠清文
（○内科学（総合診療内科））
（◇微生物学）
（□岐阜大病原体制御学分野）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 Microbacterium paraoxydans
によるCAPD腹膜炎の1症例．

29 横山健　　谷澤雅彦　　友廣忠寿
櫻田勉　　白井小百合　○土田浩生
◇窪島真吾　□佐藤雄一　　安田隆
木村健二郎　　嶋﨑美奈子　△三浦浩史
▽長田尚彦　□力石辰也
（○内科学（総合診療内科））
（◇腎臓・高血圧内科 非常勤）
（□腎泌尿器外科学）
（△諏訪中央病院内科）
（▽内科学（循環器内科））

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 腎移植により著名な改善を認
めた睡眠時無呼吸症候群の1
例．

30 古堅聡　　白井小百合　○金城永幸
藤原晃子　　永田晃平　　宮本雅仁
櫻田勉　　今野雄介　◇佐藤雄一
安田隆　　木村健二郎
（○生化学（生化学））
（◇腎泌尿器外科学）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 当科におけるPD患者の残存腎
機能保持に関する検討．

31 ○花房規男　◇山縣邦弘　○山本裕子
○渡邊恭通　○里中弘志　　柴垣有吾
○野入英世　○藤田敏郎
（○東京病院血液浄化療法部）
（◇筑大病院血液浄化療法部・腎内）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 Qbt/10BWは処方Kt/Vの簡便な
指標となる．
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32 ○浜崎敬文　◇虎戸泰浩　◇里中弘志
◇花房規男　　柴垣有吾　◇野入英世
○藤田敏郎　□金子誠　□矢冨裕
（○東大病院腎臓内分泌内科）
（◇東大病院血液浄化療法部）
（□東大病院輸血部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 硫酸ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙは血液透析患
者の血小板凝集能を有意に抑
制する．

33 ○小平ちづる　○宅間陽子　○松本恭子
○佐藤澄子　◇三輪真弓　◇山本裕子
◇虎戸泰浩　□花房規男　　柴垣有吾
□野入英世
（○東大病院看護部）
（◇東大病院医療機器管理部）
（□東大病院血液浄化療法部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 透析導入患者の病棟訪問を開
始して．

34 ○山本裕子　○伊藤友紀　○渡邊恭通
○玉井久義　◇花房規男　　柴垣有吾
◇野入英世
（○東大病院医療機器管理部）
（◇東大病院血液浄化療法部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 当院における出張透析装置の
透析液清浄化の現状．

35 ○木戸亮　　柴垣有吾　◇岩藤和広
◇唐仁原全　◇中島一朗　◇渕之上昌平
○藤田敏郎　◇寺岡慧
（○東大病院腎臓内分泌内科）
（◇東女医大腎臓病総合医療C外科）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 腎提供後に高度腎機能低下を
来たした腎移植ﾄﾞﾅｰの検討．

36 ○山崎修　○花房規男　○里中弘志
柴垣有吾　○野入英世　○藤田敏郎
◇山田篤生　◇小俣政男
（○東大病院血液浄化療法部）
（◇東大病院消化器内科）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾙｰﾝ式内視鏡で象徴出
血を診断し計4回の焼灼とｸﾘｯ
ﾌﾟ術で止血した維持血液透析
患者の1例．

37 ○土井俊樹　○新井英之　○木戸亮
○木村友則　○佐田憲映　○冨永直人
○西野克彦　○森永貴理　○山本卓
柴垣有吾　◇長谷川毅　◇福原俊一
（○臨床研究ﾃﾞｻﾞｲﾝ塾4期生）
（◇臨床研究ﾃﾞｻﾞｲﾝ塾）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 透析導入基準の妥当性の検討
医師ｱﾝｹｰﾄ調査からの視点．

38 ○虎戸泰浩　○花房規男　○山本裕子
○渡邊恭通　○里中弘志　　柴垣有吾
○野入英世　○藤田敏郎
（○東大病院血液浄化療法部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 安価な汎用ｿﾌﾄのみで簡単にで
きるBV計自動ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｼｽﾃﾑ．

39 ○花村菊乃　　柴垣有吾　○里中弘志
○花房規男　○野入英世　○藤田敏郎
（○東大病院血液浄化療法部）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 半固型経腸栄養剤（ﾒﾃﾞｨｴﾌﾌﾟｯ
ｼｭｹｱ）にて高度の高ｶﾘｳﾑ血症
と代謝性ｱﾙｶﾛｰｼｽを呈した維持
血液透析患者の1例．

40 柴垣有吾　○藤田敏郎　◇寺岡慧
（○東大病院腎臓内分泌内科）
（◇東女医大腎臓病総合医療C外科）

第53回日本透析医
学会学術集会･総
会

200806 東京女子医科大学腎ｾﾝﾀｰ外科
における内会医師教育の取り
組みの紹介．

41 木村健二郎 15th
International
Congress of
Diabetics.

200809 Clinical Nutrition for
Chronic Kidney Disease.
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42 木村健二郎 第31回日本高血圧
学会総会

200810 CKDにおける高血圧の病態．

43 今井五郎　　佐々木浩代　　嶋﨑美奈子
櫻田勉　○八田重雄　◇小池淳樹
佐藤武夫　　木村健二郎
（○大学病院薬剤部）
（◇診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 MPGN1型による難治性ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群に対しﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙが
有効であった一例．

44 佐々木浩代　　嶋﨑美奈子　　今井五郎
佐藤武夫　　木村健二郎　○城謙輔
（○千葉東病院臨床研究C免疫病理研究部）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 血清抗GBM抗体は陰性であった
が、免疫組織学的手法により
抗糸球体基底膜病と診断しえ
たGoodpasture症候群の一例．

45 末木志奈　　友廣忠寿　　村尾命
関谷秀介　　島芳憲　　木村健二郎

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾊﾟﾙｽ療法が著効した半
月体形成性溶連菌感染後急性
糸球体腎炎の一例．

46 今野雄介　　末木志奈　　谷澤雅彦
友廣忠寿　　白井小百合　　柴垣有吾
○佐藤雄一　　安田隆　　木村健二郎
（○腎泌尿器外科学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 MGUSを合併したMCNSの一例．

47 白井小百合　○小池淳樹　　櫻田勉
今野雄介　　柴垣有吾　　安田隆
木村健二郎
（○診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 当科における原発性巣状糸球
体硬化症（FSGS）の病理組織
像と腎予後の関係．

48 嶋﨑美奈子　　今井五郎　　佐々木浩代
○小池淳樹　　佐藤武夫　　木村健二郎
（○診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 成人発症型Still病にTMAを合
併した一例．

49 永田晃平　○中澤龍斗　　白井小百合
柴垣有吾　○佐藤雄一　　安田隆
木村健二郎　○力石辰也　◇前田一郎
（○腎泌尿器外科学）
（◇診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 原発巣不明の転移性後腹膜悪
性腫瘍により急性腎後性腎不
全をきたした1例．

○橋本信行　○木内英樹　○金剛寺謙
◇池森敦子　□菅谷健　　木村健二郎
○三宅良彦
（○内科学（循環器内科））
（◇解剖学（解剖学））
（□腎臓・高血圧内科 客員教授）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 L-FABPは腎動脈狭窄における
新しい臨床ﾏｰｶｰである．

○池森敦子　◇菅谷健　　横山健
□小尾竜正　□川田剛史　□太田明雄
安田隆　□田中逸　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 客員教授）
（□内科学（代謝・内分泌内科））

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 糖尿病性腎症における尿中肝
臓脂肪型脂肪酸結合蛋白（L-
FABP）の臨床的意義の検討．

L-FABP

51

L-FABP

50
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52 中野信行　　白井小百合　　松井勝臣
宮本雅仁　　櫻田勉　　柴垣有吾
○佐藤雄一　　安田隆　　木村健二郎
（○腎泌尿器外科学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 重度尿細管間質性腎炎に対しｽ
ﾃﾛｲﾄﾞ療法が効を奏した一例．

53 鶴岡佳代　　安田隆　　木村健二郎
○桜井正児　◇辻本文雄　　末木志奈
（○大学病院臨床検査部）
（◇臨床検査医学）

第20回日本超音波
医学会関東甲信越
地方会学術集会

200810 造影超音波の現況と展望　腎
臓．

54 ○友廣忠寿　　村尾命　　関谷秀介
島芳憲　◇小泉宏隆　　木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科 非常勤）
（◇診断病理学）

第558回日本内科
学会関東地方会

200811 血液透析療法とｽﾃﾛｲﾄﾞﾊﾟﾙｽ療
法を要した溶連菌感染後急性
糸球体腎炎の1例．

横山健　○池森敦子　　安田隆　◇菅谷健
木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 客員教授）

American Society
of Nephrology
Renal Week 2008

200811 Urinary Liver-Type Fatty
Acid Binding Protein (L-
FABP) Is anExcellent
Biomarker for Progression
of Tubulointerstitial
Damage.

○池森敦子　◇菅谷健　　横山健
安田隆　□田中逸　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 客員教授）
（□内科学（代謝・内分泌内科））

American Society
of Nephrology
Renal Week 2008

200811 Clinical Significance of
Urinary Liver-Type Fatty
Acid Binding Protein (L-
FABP) in Diabetic
Nephropathy: Result of a
Prospective Observation
Follow-Up Study.

佐々木浩代　○池森敦子　◇菅谷健
安田隆　　木村健二郎
（○解剖学（解剖学））
（◇腎臓・高血圧内科 客員教授）

American Society
of Nephrology
Renal Week 2008

200811 Urinary Fatty Acids as an
Aggravated Factor in
Diabetic Nephropathy and
Clinical Significance of
Urinary Liver Type Fatty
Acid Binding Protein in
Diabetic Nephropathy.

58 木村健二郎 第45回日本臨床生
理学会

200811 血圧管理における減塩．

59 ○増原直子　◇森下真千子　◇小池典子
◇澤村有香　◇角本享子　□竹ノ下祥子
□張本敏江　□赤井恵美　　木村健二郎
□小林真一
（○大学病院看護部）
（◇大学病院治験管理室）
（□薬理学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 患者への聞き取り調査を取り
入れた被験者ﾘｸﾙｰﾄの有用性．

L-FABP

57

L-FABP

56

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)
先端医学研究施設(再生医学研究部門)

L-FABP

55

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)
先端医学研究施設(再生医学研究部門)

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(再生医学研究部門)
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60 ○寺田淳　○福冨純也　◇石井克弘
◇小林千加　　木村健二郎　□小林真一
（○大学病院治験管理室）
（◇大学病院治験管理室 事務員）
（□薬理学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 使用成績調査・特定使用成績
調査の現状と課題－使用成績
調査ﾁｪｯｸﾘｽﾄの活用と「同意の
必要性」の判断－．

61 ○熊井俊夫　○松本直樹　○竹ノ下祥子
木村健二郎　◇中野重行　□藤村昭夫
○小林真一
（○薬理学）
（◇大分大学医学部臨床薬理学）
（□自治医大医学部臨床薬理学）

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 全国医療機関における医師・
CRC・IRB委員に対する治験教
育の現状－全国300床以上の医
療機関を対象としたｱﾝｹｰﾄ調査
を基に－．

62 永田晃平　　嶋﨑美奈子　　谷澤雅彦
松井勝臣　　柴垣有吾　　安田隆
木村健二郎

第72回神奈川県内
科医学会集談会

200902 当院における高血圧と睡眠呼
吸障害についての検討．
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1 方波見卓行　　田中逸 褐色細胞腫診療ﾏ
ﾆｭｱﾙ

P70-73 200805 ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ合成阻害薬、αﾒﾁﾙﾊﾟ
ﾗﾀｲﾛｼﾝ

2 ○小尾竜正　　方波見卓行
（○内科学（代謝・内分泌内科））

褐色細胞腫診療ﾏ
ﾆｭｱﾙ

P100-101 200805 腫瘍内出血によるｸﾘｰｾﾞに塞栓
術が著効した褐色細胞腫の1例

3 浅井志高　　方波見卓行 褐色細胞腫診療ﾏ
ﾆｭｱﾙ

P102-104 200805 長期のCVD療法と放射線外照射
が肝、骨転移に奏功した悪性
褐色細胞腫の1例

4 田中逸 健康･健康管理専
門職のためのｾﾐﾅｰ
生活習慣病

P1-152 200807 1冊

5 方波見卓行　　田中逸 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

P318 200810 甲状腺疾患

6 小川裕　　田中逸 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

P324 200810 原発性副甲状腺機能亢進症と
高カルシウム血症

7 ○小尾竜正　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

P327 200810 副腎疾患

8 太田明雄　　田中逸 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

P333 200810 糖尿病

9 小川裕　　田中逸 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

P339 200810 低血糖

10 ○小尾竜正　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P150-152 200901 中間型および持効型ｲﾝｽﾘﾝと経
口薬の併用

11 太田明雄　　田中逸 頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P153-155 200901 超速効型ｲﾝｽﾘﾝ注射薬

12 川田剛裕　　田中逸 頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P156-159 200901 混合型ｲﾝｽﾘﾝ注射薬

13 加藤浩之　　田中逸 頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P160-162 200901 ｽﾙﾎﾆﾙ尿素薬（SU薬）

14 方波見卓行　　田中逸 頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P163-167 200901 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善薬

内科学（代謝・内分泌内科）　著書
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15 ○高間晴之　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

頻用薬･常用薬上
手に使っています
か?

P168-170 200901 食後血糖改善薬

16 方波見卓行　○小尾竜正　　石井聡
（○内科学（代謝・内分泌内科））

Annual Review糖
尿病･代謝･内分泌
2009

P171-177 200901 新しいｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ測定法、LC-
MS/MS法によるCushing症候群
の診断法

17 川田剛裕　　田中逸 どうする!?外来診
療糖尿病の患者教
育

P1-12
P132-133

200903 糖尿病患者の見つけ方 Q&A
Q1.糖尿病って尿に糖がでるこ
とではないのですか？

18 方波見卓行 内分泌代謝専門医
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ改訂第2
版

P221-223 200903 第Ⅳ章　副腎および関連疾患
H　副腎偶発腫

19 方波見卓行　　小金井理江子
古川健太郎

ｸｯｼﾝｸﾞ症候群診療
ﾏﾆｭｱﾙ

P126-128 200903 c.クッシング症候群の関連疾
患 e.偽性クッシング症候群

20 方波見卓行　　石井聡　　田中逸 ｸｯｼﾝｸﾞ症候群診療
ﾏﾆｭｱﾙ

P191-193 200903 c.クッシング症候群の関連疾
患 a.サブクリニカルクッシン
グ症候群

1 小林鈴子　　山田行雄　　岩根千瑞子
○石川雅　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

内科 101(4)P8
01-803

200804 透析中の2型糖尿病で
糖尿病性舞踏病をきたした1例

2 加藤浩之　　田中逸 糖尿病治療のｴﾋﾞ
ﾃﾞﾝｽ

P29-34 200805 インスリンと経口血糖降下薬
との
併用療法

3 Obi Naoko　　Katabami Takuyuki
Asai Shiko　○Saito Nobuhiko
Tanaka Yasushi
（○内科学（代謝・内分泌内科））

INTERNAL
MEDICINE

47(9)P84
7-851

200805 Fulminant Type 1 Diabetes
Comuplicated by Leukemoid
Reaction

4 小尾直子　　太田明雄　　田中逸 診断と新薬 45(5)P19
-21

200805 膝関節に発症した糖尿病性
Charcot関節の1例

5 ○Amano Toshiyasu　◇Imao Tetsuya
◇Takemae Katsurou　□Iwamoto Teruaki
△Yamakawa Katsunori　△Baba Katsuyuki
△Nakanome Mariko　▽Sugimori Hiroki
▽Tanaka Toshiaki　▽Yoshida Katsumi
Katabami Takuyuki　☆Tanaka Masami
（○Department of Urology , Nagano Red
Cross Hospital）
（◇長野赤十字病院泌尿器科）
（□国際医療福祉大学病院リプロダクショ
ンセンター）
（△腎泌尿器外科学）
（▽予防医学）
（☆大学院実験動物飼育管理研究施設）

J Sex Med 5P1727-
1736

200805 Profile of Serum
Testosterone Levels after
Application of Testosterone
Ointment(Glowmin) and Its
Clinical Effecacy in Late-
Onset Hypogonadism Patients

内科学（代謝・内分泌内科）　誌上発表
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6 太田明雄　　田中逸 日本臨床 66(4)P23
3

200806 インスリン感受性の評価
Glucose allostasis(血糖安定
適応反応）

7 ○田中克之　◇箕輪良行　□岡田智幸
方波見卓行　△月川賢　▽須賀万智
▽吉田勝美
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（□耳鼻咽喉科学）
（△外科学（消化器・一般外科））
（▽予防医学）

第55回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

P9 200807 本学の卒後臨床研修における
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ評価

8 石井聡　　山田行雄　　松井貴子
大重聡彦　　岩根千瑞子　○石川雅
田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

糖尿病 51(7)P64
9

200807 1型糖尿病に原発性胆汁性肝硬
変を合併した1例

9 ○大野敦　◇伊東克彦　□大島康男
太田明雄　△小花光夫　▽久保田章
☆栗田正　◎沢丞　○調進一郎
※鈴木竜司　*1詫摩哲郎　*2田中洋一
*3津村和大　*4半田みち子　*5松葉育郎
*6南史朗　*7杢保敦子　*8植木彬夫
*9三川武彦　　田中逸
（○総合新川橋病院糖尿病代謝内科）
（◇宮前平内科クリニック）
（□川崎社会保険病院内科）
（△川崎市立川崎病院）
（▽向ヶ丘久保田内科）
（☆東京慈恵会医科大学神経内科）
（◎川崎幸病院）
（※日本鋼管病院）
（*1たくま幸クリニック）
（*2田中内科クリニック）
（*3川崎市立川崎病院糖尿病内分泌内科）
（*4川崎市立井田病院）
（*5松葉医院）
（*6日本医科大学武蔵小杉病院）
（*7関東労災病院腎臓代謝内科）
（*8東京医科大学八王子医療センター内分
泌代謝科）
（*9みかわ医院）

第26回川崎市医師
会医学会

P1-30 200809 糖尿病の眼科・内科連携に関
するアンケート調査－川崎市
の眼科医における検討－

10 ○Tamura Yoshifumi　○Watada Hirotaka
○Sato Fumihiko　○Kumashiro N
○Sakurai Y　○Hirose Takahisa
Tanaka Yasushi　○Kawamori Ryuzo
（○順天堂医院糖尿病・内分泌内科）

Diabetes Obes
Metab.

10(9)P73
3-738

200809 Effects of Metformin on
Peripheral Insulin
Sensitivity and
Intracellular Lipid
Contents in Muscle and
Liver of Overweight
Japanese Subjects

11 方波見卓行　○小尾竜正　　加藤浩之
（○内科学（代謝・内分泌内科））

ﾎﾙﾓﾝと臨床 56(11)P2
1-27

200811 ｻﾌﾞ（ﾌﾟﾚ）ｸﾘﾆｶﾙｸｯｼﾝｸﾞ症候群
の
診断と問題点
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12 Asai Shiko　　Katabami Takuyuki
Obi Naoko　　Matsui Tomoya
Kato Hiroyuki　○Obi Ryusei
Ogawa Yutaka　　Kawata Takehiro
○Takama Haruyuki　　Ohta Akio
Tanaka Yasushi
（○内科学（代謝・内分泌内科））

Endocrine
Journal

56(1)P79
-87

200902 No Ghrelin Response to Oral
Glucose in Diabetes
Mellitus with Gastroparesis

1 浅井志高　　方波見卓行　○小尾竜正
小尾直子　　加藤浩之　　松井智也
小川裕　　川田剛裕　　太田明雄
田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 悪性褐色細胞腫と診断された7
例の臨床的検討

2 方波見卓行　○小尾竜正　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 副腎性ｻﾌﾞ（ﾌﾟﾚ）ｸﾘﾆｶﾙｸｯｼﾝｸﾞ
症候群の診断基準：見直しに
むけての課題

3 方波見卓行　　松井智也　　小金井理江子
田中逸

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 ACTH負荷副腎静脈ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
(ASAVS)による原発性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ
症(PA)の局在診断：判定法に
関する問題点

4 佐藤智子　　方波見卓行　　古川健太郎
○成松洋　◇中島康雄　□橋本卓雄
太田明雄　　田中逸
（○画像診断センター）
（◇放射線医学）
（□脳神経外科学）

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 糖尿病非合併成人GH分泌不全
症(aGHD)における肝・骨格筋
細胞内脂質含量と代謝異常の
検討

5 ○小尾竜正　　方波見卓行　　浅井志高
松井智也　　太田明雄　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 ﾌﾟﾚｸﾘﾆｶﾙｸｯｼﾝｸﾞ症候群(PCS)の
診断におけるACTH基礎値とCRH
負荷の意義

6 方波見卓行　　小尾直子　　小川裕
田中逸

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 ﾚﾆﾝ・ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝ・ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ系
とｶﾘｳﾑ代謝異常症

7 太田明雄　　佐田幸由　　水上知子
古川健太郎　　川田剛裕　　小川裕
方波見卓行　　田中逸

第51回
日本糖尿病学会年
次学術集会

200805 Losartanと低用量
Hydrochlorothiazide併用療法
による尿中ｱﾙﾌﾞﾐﾝ排泄抑制効
果の検討

8 水上知子　　太田明雄　　田中逸 第7回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200805 Continnous Glucose
Monitoring System(CGMS)から
みたﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄ30ﾐｯｸｽ(BIAsp30)
とﾉﾎﾞﾘﾝ30R(BHI30)の食後血糖
抑制効果の比較

9 松井智也 第7回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200805 100心拍とHolter心電計による
心拍変動係数の比較検討

10 村上かおり　　山田行雄　　小尾直子
川田剛裕　　岩根千瑞子

第12回横浜西部地
区糖尿病症例検討
会

200806 う歯から頸部膿瘍に進展した
長期間ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良であった2型
糖尿病の症例

内科学（代謝・内分泌内科）　学会発表
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11 大重聡彦　　太田明雄　○小尾竜正
佐田幸由　　小林秀俊　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第27回糖尿病足病
変研究会

200806 ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症後に全身のび
らんをきたした糖尿病足病変
の一例

12 水上知子　　太田明雄　　田中逸 第25回神奈川糖尿
病研究会

200807 CGMSからみたﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄ30ﾐｯｸｽ
とﾉﾎﾞﾘﾝ30Rの食後血糖抑制効
果の比較

13 村上かおり　　山田行雄　　石井聡
小尾直子　　川田剛裕　　岩根千瑞子
○石川雅　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第25回神奈川糖尿
病研究会

200807 長期間にわたりｺﾝﾄﾛｰﾙ不良な2
型糖尿病患者に合併した尿嚢
腫の1例

14 古川健太郎　　方波見卓行　　近藤朗彦
○小田中美恵子　　田中逸　◇笹野公伸
（○診断病理学）
（◇東北大学医学部附属病院）

第12回内分泌病理
学会

200809 同側多発腺腫によるCushingu
症候群の1例

15 村上かおり　　山田行雄　　小尾直子
川田剛裕　　岩根千瑞子　　田中逸

第557回日本内科
学会関東地方会例
会

200810 う歯から進展した頸部膿瘍を
合併した2型糖尿病の1例

16 小林秀俊　　方波見卓行　○小尾竜正
加藤浩之　　浅井志高　　石井聡
古川健太郎　　佐藤智子　　小金井理江子
田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第4回ｱｸﾛﾒｶﾞﾘｰﾌｫｰ
ﾗﾑ

200810 ﾍﾟｸﾞﾋﾞｿﾏﾝﾄが奏効した先端巨
大症の1例

17 加藤浩之　　太田明雄　　小林秀俊
小尾直子　　方波見卓行　　田中逸

第23回日本糖尿病
合併症学会

200810 両膝関節に発症した糖尿病性
Charcot関節の1例

18 加藤浩之　　太田明雄　　田中逸 第28回糖尿病足病
変研究会

200811 両膝間接に発症した糖尿病性
Charcot関節の1例

19 加藤浩之 第8回神奈川糖尿
病･代謝疾患研究
会

200811 血中ﾌﾘｰﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ濃度とﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ
ｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ発症・進展に及ぼす影
響

20 小林秀俊　　太田明雄　　加藤浩之
川田剛裕　　方波見卓行　　田中逸

第46回日本糖尿病
学会関東甲信越地
方会

200901 対側にTolosa-Hunt症候群の再
発を認めた2型糖尿病の一例

21 村上かおり　　山田行雄　　川田剛裕
岩根千瑞子　　田中逸

第46回日本糖尿病
学会関東甲信越地
方会

200901 多腺性自己免疫症候群Ⅲ型の1
例

22 川田剛裕　　方波見卓行　　太田明雄
田中逸

第72回神奈川県内
科医学会集談会

200902 早期ﾘｳﾏﾁ(early rheumatoid
arthritis)を合併した緩徐進
行1型糖尿病(Slow
progressive IDDDM;SPIDDM)の
一例
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23 佐田幸由　　太田明雄　○小尾竜正
方波見卓行　　田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第72回神奈川県内
科医学会集談会

200902 糖尿病症例において関節内注
射は危険か－化膿性関節炎を
きたした本邦46文献383症例の
解析－

24 小林鈴子　　方波見卓行　　石井聡
浅井志高　　松井智也　　太田明雄
田中逸

第9回日本内分泌
学会関東甲信越支
部学術集会

200902 術後19年で転移が発見され
た、悪性褐色細胞腫の1例と当
科8例のまとめ

25 村上かおり　　山田行雄　　川田剛裕
岩根千瑞子　　田中逸

第9回日本内分泌
学会関東甲信越支
部学術集会

200902 妊娠に伴い発見されたCushing
症候群の1例

26 山田行雄　　村上かおり　　川田剛裕
岩根千瑞子

第13回横浜西部地
区糖尿病症例検討
会

200902 当科における糖尿病性末梢神
経障害－足チェックシートを
用いた実態調査報告

27 村上かおり　　山田行雄　　岩根千瑞子
川田剛裕　　田中逸

第19回臨床内分泌
代謝Update

200903 ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ産生腫瘍摘出後に汎下
垂体機能低下症に至った1例

28 加藤浩之　　方波見卓行　　村上かおり
小林秀俊　○小尾竜正　　太田明雄
◇滝澤謙治　□小田中美恵子
△福田いずみ　△肥塚直美　▽笹野公伸
田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））
（◇放射線医学）
（□診断病理学）
（△東京女子医科大学病院内分泌内科）
（▽東北大学医学部付属病院）

第19回臨床内分泌
代謝Update

200903 低血糖を頻発し、治療抵抗性
のIGF-2産生悪性褐色細胞腫の
1剖検例

29 石井聡　　方波見卓行　　佐藤智子
古川健太郎　○成松洋　◇中島康雄
太田明雄　　田中逸
（○画像診断センター）
（◇放射線医学）

第19回臨床内分泌
代謝Update

200903 治療奏効成人GHDでは皮下脂肪
より内臓・臓器内脂肪の減少
が顕著
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1 加藤文太 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36･5
387-394

200810 発症24時間以内の血清Matrix
Metalloproteinase-2 および-
9値と脳梗塞臨床亜病型との関
連

2 高石智 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36･5
479-485

200810 症状の増悪に対し多剤併用抗
血栓療法が有効であった
branch atheromatous disease
の1例

3 堀内正浩 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ

309-322 200807 一般的腰背部損傷と歪み（ア
ライメント不良をどのように
発見するか、アライメント不
良症候群の一般的な原因）

4 矢﨑俊二 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｢薬剤師･薬学
生のための臨床医
学ﾃｷｽﾄ｣

pp.35-38 200810 ギランバレー症候群

5 ○鈴木孝昭　◇中澤暁雄
（○内科学(消化器・肝臓内科)）
（◇救急医学）

いわゆる健康食
品･ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄによる
健康被害症例集

pp.170-
173

200810 健康茶が原因と思われた低Na
血症の2例

6 長谷川泰弘 いわゆる健康食
品･ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄによる
健康被害症例集

pp.170-
173

200810 健康茶が原因と思われた低Na
血症の2例

7 矢﨑俊二 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｢薬剤師･薬学
生のための臨床医
学ﾃｷｽﾄ｣

pp.39-44 200810 髄膜炎

8 矢﨑俊二 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｢薬剤師･薬学
生のための臨床医
学ﾃｷｽﾄ｣

pp.44-48 200810 脳炎

9 矢﨑俊二 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｢薬剤師･薬学
生のための臨床医
学ﾃｷｽﾄ｣

pp.21-29 200810 脳腫瘍（悪性、良性）

10 矢﨑俊二 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｢薬剤師･薬学
生のための臨床医
学ﾃｷｽﾄ｣

pp.48-51 200810 片頭痛

11 白石眞 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

pp.30-33 200811 5.パーキンソン病/パーキンソ
ン症候群

12 白石眞 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ

pp.33-35 200811 6.アルツハイマー病/アルツハ
イマーが他老年痴呆

内科学（神経内科）　著書

- 151 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

13 長谷川泰弘 神経疾患最新の治
療2009-2011

pp.88-91 200902 Ⅲ.疾患別各論[4.脳梗塞]

14 平山俊和 神経疾患最新の治
療2009-2011

pp.88-91 200902 Ⅲ.疾患別各論[4.脳梗塞]

1 矢﨑俊二 分子血管病 Vol.7(2)
pp.157-
165

200804 若年者の脳梗塞(3) 血管炎・
遺伝性脳血管障害

2 長谷川泰弘 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2)pp.
153-156

200804 臨床医学教育の現状と課題：
内科学（神経内科）

3 長谷川泰弘 理学療法ｼﾞｬｰﾅﾙ 42(6)
pp.467-
472

200806 特集　Stroke Unitと理学療法
Stroke Unitの効果-欧州にお
けるStroke Care Unitの現状

4 長谷川泰弘 ICCとCCU 集中治
療医学

Vol.32(6
)
pp.449-
447

200806 特集：脳血管障害の新しい治
療戦略-急性期治療を中心に-
日本におけるStroke Care
Unitの現状

5 ○Hideaki Origasa　◇Shinya Goto
□Shinichiro Uchiyama
△KazuyukiShimada　▽Yasuo Ikeda
behalf of the J-Trace Investigators
(Hisanao Akiyama)
（○Toyama University of Toyama School
of Medicine and Pharmaceutical
Sciences）
（◇Tokai University School）
（□Tokyo Womens' Medical University）
（△Jichi Medical University）
（▽Keio University School of
Medicine）

Circulation
Journal

72(6),
pp.991-
997

200806 The Japan Thrombosis
rregistry for Atrial
Fibrillation, Coronary or
Cerbrovascular Events(J-
TRACE)-A nation-Wide,
Prospective Large Cohort
Study; The Study Design-

6 長谷川泰弘 最新医学 63(7)
pp.1454-
1460

200807 特集　脳梗塞急性期治療-t-PA
静注療法-　　t-PA静注療法と
脳卒中ケアユニット

7 長谷川泰弘 腎と透析 65(2)
pp.205-
209

200808 特集CKD予防のための血圧コン
トロールガイド　高血圧と脳
血管障害

8 ○小野元　　佐々木直　　長谷川泰弘
◇橋本卓雄　○平泰彦　○箕輪良行
□明石勝也
（○救急医学）
（◇脳神経外科学）
（□役員）

日本救急医学会雑
誌

19(9)
pp.914-
920

200809 Prehospital Stroke Scaleに
よる脳卒中救急患者トリアー
ジの効果

内科学（神経内科）　誌上発表
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9 長谷川泰弘 検査と技術 Vol.36(1
0)
pp.1171-
1172

200809 これから広がる生理検査・新
たに始まる生理検査　Ⅰ今後
の整理検査に望むこと　神経
内科：神経内科における脱中
央化

10 ○古賀政利
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）

脳卒中 30(5)
pp.710-
722

200809 脳卒中地域医療の現状を把握
するための全国アンケート調
査-維持期入院入所施設の現状
-

11 ○古賀政利　○上原敏志　○長束一行
◇安井信之　　長谷川泰弘　○成冨博章
□岡田靖　○峰松一夫　○上原敏志
○長束一行　◇安井信之　　長谷川泰弘
○成冨博章　□岡田靖　○峰松一夫
○古賀政利　○上原敏志　○長束一行
◇安井信之　　長谷川泰弘　○成冨博章
○岡田靖　○峰松一夫
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□九州医療センター　脳血管内科）

脳卒中 30(5)
pp.723-
734

200809 脳卒中地域医療の現状を把握
するための全国アンケート調
査-維持期入院入所施設の現状
-

12 ○古賀政利　○上原敏志　○長束一行
◇安井信之　　長谷川泰弘　○成冨博章
□岡田靖　△石川誠　○峰松一夫
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□九州医療センター　脳血管内科）
（△全国回復期リハビリテーション病棟連
絡協議会）

脳卒中 30(5)
pp.735-
743

200809 脳卒中地域医療の現状を把握
するための全国アンケート調
査-回復期リハビリテーション
病棟の現状-

13 ○古賀政利　○上原敏志　○長束一行
◇安井信之　　長谷川泰弘　○成冨博章
□岡田靖　○峰松一夫
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□九州医療センター　脳血管内科）

脳卒中 30(5)
pp.697-
709

200809 脳卒中地域医療の現状を把握
するための全国アンケート調
査-通所および訪問施設事業所
の現状-

14 ○中野三穂　○宮本聖也　○関野敬子
○三宅誕実　○富永桂一郎　○新妻聖子
○竹内愛　　加藤文太　　山田浩史
平山俊和　○山口登
（○神経精神科学）

精神科 13(3)､
257-261

200809 パーキンソニズムを呈する若
年発症前頭側頭型認知症の1症
例

15 ○小野元　　佐々木直　　長谷川泰弘
◇橋本卓雄
（○救急医学）
（◇脳神経外科学）

日本救急医学会雑
誌

19(9)
pp.914-
920

200809 Prehospital Stroke Scaleに
よる脳卒中救急患者トリアー
ジの効果

16 山田浩史　　平山俊和　　長谷川泰弘
山田浩史　　平山俊和　　長谷川泰弘

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)､
387-394

200810 発症24時間以内の血清
Matrix Metalloproteinase -2
および　-9値と脳梗塞臨床亜
病型との関連

- 153 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

17 長谷川泰弘　　長谷川泰弘 臨床神経学 48(11)
pp.900-
901

200811 ＜ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1-5＞の受け肝障害
基礎と臨床の最前線　　脳卒
中連携医療：新しい脳卒中医
療・介護システムの構築

18 長谷川泰弘 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 36(12)
pp.1159-
1164

200812 特集　Stroke Unit の10年
普及の現状と課題

19 ○峰松一夫　○上原敏志　○古賀政利
○岡田敏志　　長谷川泰弘
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）

脳卒中 34, 45-
48

200901 海外視察報告：　オーストラ
リアの脳卒中救急医療体制に
ついて-メルボルン市Austin
Hospital訪問-

20 ○峰松一夫　○上原敏志
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）

脳卒中 31, 49-
53

200901 海外視察報告：　ドイツの脳
卒中医療システムについて

1 長谷川泰弘　○安井信之　◇浜辺太郎
◇朝倉武士　□徳山承明　◇川嶋八也
◇榎本武治　◇戸部直孝　△平石哲也
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□内科学(神経内科)）
（△研修医）

日本臨床外科学会 200804 S状結腸癌術後異時性孤立性脾
臓転移の1手術例

2 加藤貴之　　吉江智秀　　塩原紀久子
秋山久尚　　長谷川泰弘

第349回神奈川神
経談話会

200804 進行性核上性麻痺様症状を呈
し確定診断に苦慮した73歳女
性

3 ○布施恵理　○山口奈央　○村上富美子
矢﨑俊二　◇大橋十也　◇小林正久
（○皮膚科学）
（◇慈恵医大（小児科））

第107回 日本皮膚
科学会総会

200804 脳血管障害を伴ったファブ
リー病の1例

4 ○竹内泰司郎　　秋山久尚　◇宮坂佳男
（○大和市立病院神経内科）
（◇大和市立病院脳神経外科）

第49回日本神経学
会総会

200805 Stroke Care Unit開設前後の
脳卒中急性期症例の動向につ
いての検討

5 白石眞　○牧口寛子　○濱久美子
眞木二葉　◇干川芳弘　　加茂力
長谷川泰弘
（○リハビリテーション科）
（◇脳神経外科学）

第49回日本神経学
会総会

200805 延髄外側症候群の嚥下障害に
おける急性期中の転帰

6 ○上原敏志　○古賀政利　◇安井信之
長谷川泰弘　□岡田靖　○峰松一夫
（○国立循環器病センター）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□国立病院機構九州医療センター）

第49回日本神経学
会総会

200805 わが国における脳卒中セン
ターの必要条件：全国アン
ケート調査中間解析

7 吉江智秀　　山田浩史　　清水高弘
山徳雅人　　藤田雄一

第17回 川崎血栓
止血懇話会

200806 HIT診断における抗体検査の意
義について

内科学（神経内科）　学会発表
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8 ○小野元　　佐々木直　　長谷川泰弘
○平泰彦　○箕輪良行　○明石勝也
（○救急医学）

第22回日本神経救
急学会 学術集会

200806 Prehospital Stroke Scaleに
よる脳卒中救急患者トリアー
ジの効果

9 加藤貴之　　秋山久尚　　長谷川泰弘
○土井正知　○田所衛
（○診断病理学）

第185回 日本神経
学会関東地方会

200806 錐体外路症状で発症し、亜急
性に意識障害の続発を認めた
73歳女性例

10 吉江智秀　　國香尚也　　加藤文太
秋山久尚　　長谷川泰弘

第350回 神奈川神
経談話会

200806 多発性脳神経麻痺で発症した
悪性リンパ腫の１例

11 渡邉裕文　　矢﨑俊二　　小林俊成
大島淳

臨床神経学 200806 複視で発症した原発性頭蓋内
悪性リンパ腫と思われる1例

12 ○月川賢　◇鈴木通博　□太田明雄
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇内科学（消化器・肝臓内科））
（□内科学（代謝・内分泌内科））

第40回日本医学教
育学会大会(医学
教育)

200807 Advanced OSCEの開発 臨床実
習終了時点でのAdvanced OSCE
3年間の取り組みと課題

13 加藤文太　　秋山久尚　　吉江智秀
清水高弘　　眞木二葉　　白石真
柳澤俊之　　國香尚也　　長谷川泰弘

第22回神奈川県脳
卒中ﾌｫｰﾗﾑ

200807 小脳梗塞を合併した後脊髄動
脈症候群の1例

14 徳山承明　○田村みどり　○細沼信示
○高江正道　○五十嵐豪　○青木喜美恵
○新橋成直子　○石山めぐみ　○中村真
○井槌慎一郎　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会

200807 当院における周産期水痘発生
とその院内感染防止対策

15 眞木二葉 第14回 日本摂食
嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学
会

200809 運動機能障害と嚥下障害が解
離したパーキンソン病の3例

16 山徳雅人 第14回 日本摂食
嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学
会

200809 筋萎縮性側索硬化症における
嚥下障害の検討

17 清水華奈子　　白石真　　山徳雅人
眞木二葉　　長谷川泰弘　○赤澤吉弘
◇土井正和　□濱久美子　□栃本しのぶ
□牧口寛子
（○耳鼻咽喉科学）
（◇診断病理）
（□リハビリテーション科）

第14回 日本摂食
嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学
会

200809 パーキンソン症候群に輪状咽
頭筋嚥下困難症を伴い輪状咽
頭切除および咽頭挙上術が施
行された一例

18 加藤文太　　秋山久尚　　眞木二葉
國香尚也　　長谷川泰弘

第186回 日本神経
学会関東地方会

200809 右小脳梗塞を合併した後脊髄
動脈症候群の72歳男性例

19 山徳雅人　　矢﨑俊二　　渡邊裕文
鈴木孝昭　　大島淳

第352回 神奈川神
経談話会

200809 細菌性髄膜炎後脳梗塞を発症
した40才男性例
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20 Bunta　Kato　　Satoshi　Takaishi
Kenji Isahaya　　Kenzo Sakurai
Koji Yamada　　Toshikazu Hirayama
Yasuhiro Hasegawa

6th World Stroke
CongressVienna

200809 Serum Levels ofMatrix
Metalloproteinase-2 and-9
weithin 24hour of onset in
relation to ischemic stroke
subtypes.

21 Masahiro Horiuchi　　Kikuko Shiobara
Toshiyuki Yanagisawa
Yasuhiro Hasegawa

6th World Stroke
CongressVienna

200809 The risk factrs of
arteriosclerosis and stroke
in the hemifacial spasm.

22 ○井上ふみ子　　加茂力　○宮川恵子
○鈴木まち子　◇亀谷学
（○医療相談センター）
（◇内科学（総合診療内科））

日本医療･病院管
理学会誌

200810 Discharge Management Round
は看護師の退院計画への意識
を高め入院期間を短縮する

23 ○大内崇裕　○小野元　　佐々木直
○児玉貴光　○千川芳弘　○野田聖一
○山田明生　　長谷川泰弘　○平泰彦
○箕輪良行　○明石勝也
（○救急医学）

第36回 日本救急
医学会総会

200810 川崎市立多摩病院における脳
卒中救急医療実態調査と脳卒
中ネットワーク

24 伊佐早健司　　山徳雅人　　山田浩史
佐々木直　　秋山久尚　　長谷川泰弘

第46回日本神経眼
科学会総会

200810 再発性の眼球運動障害を呈し
Miller Fisher syndrome-OPが
疑われた一症例

25 ○寺島優子　◇倉貫早智　◇駒井さつき
鈴木孝昭　　大島淳　　矢﨑俊二
渡邉裕文　◇川島由起子　◇宮下実
◇宗鈴美　○中村丁次
（○神奈川県立保険福祉大学）
（◇栄養部）

New Diet Therapy 200810 パーキンソン病患者における
体重減少の要因の検討

26 伊佐早健司　　山徳雅人　　山田浩史
佐々木直　　長谷川泰弘

神経眼科 200810 わからない症例・相談したい
症例　再発性の眼球運動障害
を呈しMiller Fisher
syndrome-OPが疑われた一症例

27 柳澤俊之　　堀内正浩　　長谷川泰弘 臨床神経生理学 200810 皮質小脳萎縮症に対する連続
経頭蓋磁気刺激の長期予後

28 堀内正浩　　塩原紀久子　　柳澤俊之
長谷川泰弘

臨床神経生理学 200810 痙性斜頸と頭髪の関係

29 植田敏浩　　髙田達郎　○安喰稔
岡田俊一　　土屋敦史　　臼杵乃里子
加藤貴之　◇野越慎司　◇荒川千晶
（○札幌南病院）
（◇東京都済生会中央病院）

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 Angioguard XPを用いた頸動脈
ステント留置術の初期治療成
績と問題点

30 小林俊成　　白石真　　加茂力
○大宮一人　　渡邉裕文　　長谷川泰弘
（○内科学（循環器内科））

第45回 日本臨床
生理学会

200811 運動時低血圧を呈した汎自律
神経障害例の運動トレーニン
グ効果

- 156 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

31 下邨華菜　　山田浩史　　柳澤俊之
堀内正浩　　長谷川泰弘

第187回 日本神経
学会関東地方会

200811 繰り返す筋痛および高CK血症
を呈し、筋生検により診断し
えたカルニチンパルミトイル
トランスフェラーゼⅡ(CPT
Ⅱ)欠損症の44歳男性例

32 佐々木央我　　國香尚也　　秋山久尚
長谷川泰弘

第353回神奈川神
経談話会

200811 診断に苦慮しているポリ
ニューロパチーの1例

33 山徳雅人　　矢﨑俊二　　渡邊裕文
鈴木孝昭　　大島淳

第9回 西部病院神
経談話会

200811 脳梗塞を生じた細菌性髄膜炎
の2例

34 眞木二葉　　秋山久尚　　佐々木央我
長谷川泰弘

第36回日本頭痛学
会総会

200811 ベーチェット病に合併した肥
厚性硬膜炎による頭痛の一症
例

35 秋山久尚　　長谷川泰弘 第36回日本頭痛学
会総会

200811 医療系企業における管理職の
頭痛に対する理解度について
の検討

36 ○野越信二　○荒川千晶　○足立智秀
○後藤淳　○高木誠　　植田敏浩
髙田達郎　　下出淳子
（○東京都済生会中央病院（神経内科））

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 経上腕アプローチにてエコー
ガイド下頸動脈ステント留置
術を施行し得た1例

37 植田敏浩　○福本真也　◇野越信二
□栗田竜子　○藤田学　△西原潤
（○愛媛県立中央病院（脳外））
（◇東京都済生会中央病院（神経内科））
（□横浜市脳血管医療センター（神内））
（△大州中央病院（脳外））

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 中大脳動脈狭窄に対する経皮
的血管拡張術の長期治療成績

38 植田敏浩　　髙田達郎　○野越慎司
安喰稔　　岡田俊一　　土屋敦史
臼杵乃里子　　加藤貴之
（○東京都済生会中央病院（神経内科））

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 超急性期血行再建はどうある
べきか?　t-PAの功罪と血管内
治療の役割 急性期脳梗塞に対
する治療戦略　t-PA静注療法
の問題点と脳血管内治療の役
割

39 吉江智秀　○髙田達郎　　清水高弘
○森嶋啓之　○伊藤英道　　植田敏浩
○橋本卓雄　　長谷川泰弘
（○脳神経外科学）

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 内頸動脈狭窄症に対するSTENT
留置術の血圧への影響　携帯
血圧計を用いた研究

40 髙田達郎　　植田敏浩　　安喰稔
岡田俊一　　土屋敦史　　加藤貴之
○古屋優　○間淑郎
（○脳神経外科学）

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 脳血管撮影および脳血管内治
療における多目的造影剤自動
注入器の使用経験

41 秋山久尚 第56回日本職業･
災害医学会学術大
会

200811 慢性頭痛ー特に片頭痛ーの診
断から治療まで
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42 Toshihiro Ueda　　Makoto Shiraishi
○Hiroko Makiguchi　　Kenji Isahaya
◇Yoshihiro Hoshikawa　　Futaba Maki
Tsutomu Kamo　　Yasuhiro Hasegawa
Kenji Isahaya　　Yasuhiro Hasegawa
（○リハビリテーション科）
（◇脳神経外科）

The 4th Korean-
Japanese Jointo
Stroke
Conference

200811 Comparison of intravenous
tPA withintravascular
therapy for acute ischemic
stroke with
maintraunk(M1)occlusionof
middle cerebral artery.

43 佐々木央我　　加藤文太　　加藤貴之
清水高弘　　眞木二葉　　國香尚也
秋山久尚　　長谷川泰弘　○長谷川修
（○横浜市立大学）

第10回 神奈川県
神経免疫ﾌｫｰﾗﾑ

200812 診断に苦慮しているmotor-
axonal neuropathy疑いの1例

44 山徳雅人　　矢﨑俊二　　渡邉裕文
鈴木孝昭　　大島淳

第559回 日本内科
学会関東地方会

200812 脳梗塞を生じた細菌性髄膜炎
の1例

45 ○松瀬陽子　◇牧口寛子　□五十嵐岳
白石真　△干川芳弘
（○鶴見大学歯学部口腔外科学）
（◇麻生リハビリテーション病院）
（□内科学（消化器・肝臓内科））
（△脳神経外科学）

第24回 日本静脈
経腸栄養学会

200901 術前口腔ケアがPEGの創部感染
に及ぼす影響

46 佐々木直　○森嶋啓之　　長谷川泰弘
◇上原敏志　◇峰松一夫
（○脳神経外科学）
（◇国立循環器病センター（内科脳血管部
門））

第34回 日本脳卒
中学会総会

200903 脳卒中医療の質の評価：電子
医療情報を用いた臨床指標抽
出の試み

47 白石真　　渡邉裕文　　清水高弘
加藤文太　　長谷川泰弘

第34回 日本脳卒
中学会総会

200903 慢性期脳血管障害における携
帯型血圧計を用いた血圧日内
変動と血管イベント再発につ
いての検討

48 塩原紀久子　　堀内正浩　　長谷川泰弘
○鈴木由布　◇小池淳樹
（○脳神経外科）
（◇診断病理学）

第188回 日本神経
学会関東地方会

200903 急激に認知障害が進行し、脳
生検により脱髄病変を確認し
た68歳男性例

49 吉江智秀　　秋山久尚　　長谷川泰弘
○古賀政利　○上原敏志　◇安井信之
○長束一行　□岡田靖　○峰松一夫
（○国立循環器病センター内科脳血管部
門）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□国立病院機構九州医療センター脳血管
内科）

第34回 日本脳卒
中学会総会

200903 全国と比較した群馬県におけ
る脳卒中医療連携の実態につ
いての検討
The characterization for
the chain of Stroke Medical
Care System in Gunma
prefecture

50 佐々木央我　　清水高弘　　秋山久尚
長谷川泰弘　○古賀政利　○上原敏志
◇安井信之　○長束一行　□岡田靖
○峰松一夫　　吉江智秀　　秋山久尚
長谷川泰弘　○古賀政利　○上原敏志
◇安井信之　○長束一行　□岡田靖
○峰松一夫
（○国立循環器病センター）
（◇秋田県立脳血管研究センター）
（□九州医療センター　脳血管内科）

第34回 日本脳卒
中学会総会

200903 全国と比較した東京都におけ
る脳卒中医療連携の実態につ
いての検討
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51 ○吉永純子　○上谷いつ子　○田邊幸子
○竹林牧子　○山崎美鈴　◇上倉みどり
◇丸山直子　□佐野文明　　矢﨑俊二
（○西部病院（看護部））
（◇西部病院（総合相談部））
（□内科学（血液腫瘍内科））

第13回 日本在宅ｹ
ｱ学会学術集会

200903 当院における周産期水痘発生
とその院内感染防止対策
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1 三浦偉久男 臨床血液 48(5)P.3
18～324

200805 造血器腫瘍における染色体転
座

2 井上靖之　　三浦偉久男 診断と治療 96(5)P.8
1～86

200805 染色体異常の検出
新規治療薬による造血器腫瘍
診療の変化　造血器腫瘍の診
断

3 三浦偉久男 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3)P.6
5～68

200806 成熟Ｂ細胞腫瘍における染色
体転座

4 澁谷靖　　三浦偉久男 成人病と生活習慣
病

38(6)P.7
09～711

200806 多発性骨髄腫へのベルケイド
の分子標的治療
特集/分子標的治療薬の基礎と
臨床

5 ○Naomi Suzuki
◇Hiroki Katsusihma
□Kengo Takeuchi　△Shigeo Nakamura
▽Kenichi Ishizawa　☆Seiichi Ishii
◎Takuya Moriya　※John F. Decoteau
*1Ikuo Miura　▽Ryo Ichinohasama
（○Medical Student, Tohoku University
School of Medicine）
（◇Medical Student, Tohoku University
School of Medicine）
（□Department of Patholog , Cancer
Institute Hospital）
（△Department of Pathology and
Clinical  Laboratories, Nagoya
University Hospital）
（▽Division of Hematopathology, Tohoku
University Graduate School of
Medicine）
（☆Department of Surgery, Tohoku
University Graduate School of
Medicine）
（◎Second Department of Pathology,
Kawasaki Medical University）
（※Department of Pathology, University
of Saskatchewan, Saskatoon Cancer
Centre）
（*1Division of Hematology and
Oncology,  St.Marianna University
School of Medicine）

Cancer Genetics
and Cytogenetics

186 P.54
～57

200806 Cytogenetic abnormality
46,XX, add(21)(q11.2)in a
patient with follicular
dendritic cell sarcoma

内科学（血液・腫瘍内科）　誌上発表
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6 ○Motoko Yamaguchi　◇Naoya Nakamura
□Ritsuro Suzuki　△Yoshitoyo Kagami
▽Masataka Okamoto　☆Ryo Ichinohasama
◎Tadashi Yoshino　※Junji Suzumiya
*1Takuhei Murase　*2Ikuo Miura
*3Koichi Ohshima　*4Momoko Nishikori
*5Jun-ichi Tamaru　*6Masafumi Taniwaki
*7Masami Hirano　△Yasuo Morishima
*8Ryuzo Ueda　○Hiroshi Shiku
○Shigeo Nakamura
（○Mie University Graduate School of
Medicine）
（◇Tokai University）
（□Nagoya University Graduate School of
Medicine）
（△Aichi Cancer Center）
（▽Fujita Health University School of
Medicine）
（☆Tohoku University Postgraduate Ｓｃｈｏ
ｏｌ of Medicine）
（◎Okayama University  Graduate School of
Medicine）
（※Fukuoka University Chikushi Hospital）
（*1Nishio Municipal Hospital）
（*2St.Marianna University School of
Medicine）
（*3Kurume Universuty School of  Medicine）
（*4Kyoto University）
（*5Saitama Medical Center）
（*6Kyoto Prefectural University of
Medicine）
（*7Fujita Health University School of
Medicine Meijo University）
（*8Nagoya City University Medical School）

Hematologica 93(8
)P.1195
～1202

200806 De novo CD5+ diffuse large
B-cell lymphoma: results of
a detailed
clinicopathological review
in 120 patients

7 三浦偉久男　○山川光徳
（○山形大学・病理病態学）

血液･腫瘍科 57特別増
刊号
P.176～
184

200808 その他の腫瘍に伴う血球貪食
症候群

8 ○Makoto Kashimura　◇Masahiro Noro
◇Bunshiro Akikusa　□Atsushi Okuhara
△Shuji Momose　▽Ikuo Miura
☆Masaru Kojima　△Jun-ichi Tamaru
（○Department of Hematology, Matsudo
City Hospital）
（◇Department of Pathology, Matsudo
City Hospital）
（□Laboratory of Hematology, Matsudo
City Hospital）
（△Department of Pathology, Saitama
Medical Center, Saitama  Medical
University）
（▽Division of Hematology and
Oncology, St.Marianna University School
of Medicine）
（☆Department of Pathology and
Clinical Laboratories, Gunma Cancer
Center Hospital）

Virchows Arch 453(5)
P.501～
509

200809 Praimary splenic diffuse
large B-cell lymphoma
manifesting in red pulp
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9 齋藤輔　　加藤陽　　小川考平
井上靖之　　加藤雅之　　澁谷靖
鈴木義則　　小杉成樹　　伊禮倫子
鈴木貴雄　　姜亜希　　高橋正知
○小池淳樹　◇中村直哉　　三浦偉久男
（○診断病理学）
（◇東海大学・病理診断学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.3
1～40

200810 １８ｑ２１.3/BCL2転座を伴う
非ホジキンリンパ腫の臨床病
理学的類似性と予後因子の不
均一性

10 加藤陽　　齋藤輔　　小川考平
井上靖之　　加藤雅之　　澁谷靖
鈴木義則　　小杉成樹　　伊禮倫子
鈴木貴雄　　姜亜希　　高橋正知
○小池淳樹　◇中村直哉　　三浦偉久男
（○診断病理学）
（◇東海大学・病理診断学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.1
9～29

200810 ３ｑ２７/BCL6転座を伴う悪性
リンパ腫の臨床病理的および
分子細胞遺伝学的特徴

11 高橋正知 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)P.1
09～121

200810 急性白血病に対する化学療法
の進歩ーこれまでの成果と今
後の展開ー

12 三浦偉久男 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)P.5
3～56

200812 Ｔｒｉｓｏｍｙ８　を持つ骨
髄異形成症候群

1 井上靖之　　鈴木貴雄　　小川考平
加藤陽　　齋藤輔　　姜亜希　　伊禮倫子
澁谷靖　　鈴木義則　　加藤雅之
高橋正知　　三浦偉久男

第20回神奈川移植
医学会

200805 ituximab 併用同種造血管細胞
移植を施行した、再発乳房原
発CD20要請DLBCLの移植後免役
の検討

2 加藤雅之　　小川考平　　加藤陽
齋藤輔　　小川考平　　加藤陽
伊禮倫子　　澁谷靖　　鈴木義則
○千川昌弘　○小池淳樹　　高橋正知
三浦偉久男
（○診断病理学）

第70回日本血液学
会総会

200810 当科における血管免疫芽球性
Ｔ細胞リンパ腫の検討

3 井上靖之　　鈴木貴雄　　齋藤輔
小川考平　　加藤陽　　姜亜希　　瀧本円
伊禮倫子　　澁谷靖　　鈴木義則
加藤雅之　　高橋正知　　三浦偉久男

第70回日本血液学
会総会

200810 同種造血幹細胞移植における
シクロスポリン（２分割点滴
静注法、経口投与法）至適投
与の検討

4 齋藤輔　　井上靖之　　小川考平
加藤陽　　姜亜希　　鈴木貴雄
伊禮倫子　　澁谷靖　　鈴木義則
加藤雅之　　高橋正知　　三浦偉久男

第70回日本血液学
会総会

200810 発熱性好中球減少症の予防と
治療におけるイトラコナゾー
ルの有用性

5 鈴木貴雄　　井上靖之　　小川考平
加藤陽　　齋藤輔　　姜亜希　　伊禮倫子
澁谷靖　　鈴木義則　　加藤雅之
高橋正知　　三浦偉久男

第70回日本血液学
会総会

200810 Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ　併用同
種造血幹細胞移植を施行し
た、再発乳房原発ＣＤ２０陽
性ＤＬＢＣＬの移植後免疫の
検討

6 西尾有司　　宮本鋼　○西澤苑　　瀧本円
佐野文明　　名越温古　　三浦偉久男
（○臨床研修センター）

第70回日本血液学
会総会

200810 多発性骨髄腫に対する自家末
梢血幹細胞移植併用大量化学
療法後治療の評価

内科学（血液・腫瘍内科）　学会発表
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7 瀧本円　　小川考平　　齋藤輔　　加藤陽
鈴木貴雄　　伊禮倫子　　澁谷靖
鈴木義則　　加藤雅之　　井上靖之
高橋正知　○杉森裕樹　　三浦偉久男
（○大東文化大学・健康科学科）

第70回日本血液学
会総会

200810 多発性骨髄腫における１４ｑ
３２/IGH 転座と予後因子とし
ての１３番染色体の関連

8 瀧本円　　小川考平　　加藤陽　　齋藤輔
伊禮倫子　　新井達広　　澁谷靖
鈴木義則　　加藤雅之　　井上靖之
高橋正知　○杉森裕樹　　三浦偉久男
（○大東文化大学・健康科学科）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第56回学術
集会

200812 多発性骨髄腫における１４ｑ
３２/IGH転座と予後因子とし
ての１３番染色体の関連

9 井上靖之　　齋藤輔　　小川考平
加藤陽　　姜亜希　　鈴木貴雄
伊禮倫子　　小杉成樹　　鈴木義則
澁谷靖　　加藤雅之　　高橋正知
三浦偉久男

31回日本造血細胞
移植学会総会

200902 aGVHDの発症頻度に関する、同
種造血幹細胞移植早期の
Tumornecrosis
factorreceptor-1値を用い
た、高濃度ＣｙＡ２分割点滴
静注法・経口投与法の評価

10 佐野文明　　宮本鋼　　西尾有司
瀧本円　　姜亜希　○宮腰重三郎
名越温古
（○東京都立老人医療センター）

31回日本造血細胞
移植学会総会

200902 Immature T-ALL6例に対する同
種造血幹細胞移植

11 瀧本円　○申美和　　西尾有司　　宮本鋼
佐野文明　　名越温古　　三浦偉久男
（○臨床研修センター）

第561回日本内科
学会関東地方会

200903 免疫抑制療法によりEpstein-
Barr
Virus (EBV) の再活性化によ
る肝炎を認めたIdiopahic
Thrombocytopenic
Purpura (ITP)の1例
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1 ○豊島聰　◇田坂捷雄　　尾崎承一
（○医薬品医療機器総合機構審査セン
ター）
（◇山梨大学大学院医学工学総合研究部）

医学薬学のための
免疫学(第2版)

85-194 200805 第Ⅱ部臨床免疫学

2 尾崎承一 新臨床内科学(第9
版)

1455-
1474

200901 血管炎症候群

3 山田秀裕 ｢今日の治療指針ｰ
私はこう治療して
いるｰ｣(山口 徹､
北原光夫､福井次
矢､編集).医学書
院

635-637 200901 膠原病に伴う肺障害．

4 菱山美絵　　尾崎承一 神経疾患最新の治
療2009-2011｣
2009.2.

176-178 200902 側頭動脈炎

5 尾崎承一 主要 内科疾患投
薬処方ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

524-547 200902 関節リウマチ

6 尾崎承一 主要 内科疾患投
薬処方ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

548-567 200902 全身性エリテマトーデス

7 尾崎承一 主要 内科疾患投
薬処方ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

568-583 200902 骨粗鬆症

8 尾崎承一 主要 内科疾患投
薬処方ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

584-599 200902 アトピー性皮膚炎

9 尾崎承一 主要 内科疾患投
薬処方ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

600-610 200902 蕁麻疹

10 山田秀裕 ｢内科確定診断完
全ﾏｽﾀｰ｣(齋藤宣彦
監修).ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ
社

360-365 200904 全身性自己免疫性疾患．

1 ○宮坂信之　◇大曽根康夫　□廣畑俊成
尾崎承一
（○東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内
科）
（◇川崎市立川崎病院内科）
（□北里大学膠原病・感染内科）

内科 101(4):7
32-744

200804 わが国における膠原病診療の
現状と展望

2 山田秀裕 綜合臨床
2008(Vol.57)増刊

514-517 200804 Wegener肉芽腫症．新版処方計
画法．

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　著書

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　誌上発表
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3 山田秀裕　　今村愉子　　小川仁史 臨床ﾘｳﾏﾁ20(1)別
冊

65ｰ70 200803 関節リウマチと肺感染症．

4 ○大久保道子　　小俣正美　　山田秀裕
（○北水会記念病院）

ﾘｳﾏﾁ科39(4) 333-336 200804 心筋症と心外膜炎.

5 山田秀裕　　伊東　宏　　小俣正美 呼吸器科13(4) 303ｰ307 200804 膠原病及び血管炎を疑うとき.

6 山田秀裕 呼吸器科14(4) 269ｰ274 200804 顕微鏡的多発血管炎の病態と
治療．

7 ○Mamegano K.　◇Kuroki K
○Miyashita R　□Kusaoi M
□Kobayashi S　△Matsuta K.,
◇Maenaka K　▽Colonna M.　☆Ozaki S
□Hashimoto H　□Takasaki Y
○Tokunaga K.　◎Tsuchiya N
（○Department of Human Cenetics,
Graduate School of Medicine, The
University of Tokyo）
（◇Division of structural Biology,
Medical Institute of Bioregulation,
Kyushu University）
（□Department of Rheumatology and
Internal Medicine, Juntendo
University）
（△Matsuta Clinic）
（▽Division of Biology and Biomedical
Science, Washington University）
（☆Division of Rheumatology and
Allergy, Department of Internal
Medicine, St. Marianna University
School of Medicine）
（◎Doctoral Program in Social and
Environmental Medicine）

Genes and
Immunity

9:214-
223

200805 Association of
LILRA2(ILT1,LIR7) splice
site polymorphism with
systemic lupus
erythematosus and
microscopic polyangitis.

8 山田秀裕　　勝山直興　　殿岡久美子 ﾘｳﾏﾁ科39(5) 428ｰ431 200805 難治性血管炎に対する生物学
的製剤を用いた治療戦略.

9 中野弘雅　　尾崎承一 内科 101(6):1
417-1421

200806 結節性多発動脈炎

10 中野弘雅　　尾崎承一 内科 101(6):1
422-1424

200806 顕微鏡的多発血管炎・Wegener
肉芽腫症

11 ○秋山唯　　柴田朋彦　　前田聡彦
◇船窪正勝　　中野弘雅　　大岡正道
尾崎承一
（○整形外科学）
（◇放射線医学）

臨床ﾘｳﾏﾁ別冊 20(2):15
1-155

200806 高用量ステロイド投与中に生
じた内腸骨動脈瘤破裂に経皮
的動脈塞栓術が奏功した結節
性多発動脈炎の1例

12 ○市川陽一
（○聖ヨゼフ病院）

炎症と免疫 16(3)p34
9-350

200806 第九回ステロイド治療研究会
序
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13 ○Taniguchi Y　○Kumon Y
○Hashimoto K　　Ozaki S
（○Kochi Medical School, Kochi
University）

Arthritis Rheum. 58(7):21
41

200807 Clinical images: latency of
polyarteritis nodosa until
a critical occurrence.

14 柴田朋彦　　柴田俊子　　尾崎承一 整形外科 59(8):10
50-1055

200807 関節リウマチと血管病変

15 大岡正道　　尾崎承一 Medical
Practice.

25(8):14
21-1424

200808 血管炎症候群に対する免疫抑
制薬・生物学的製剤の実際

16 尾崎承一 Frontiers in
Rheumatology &
Clinical
Immunology

2(3):56 200808 高安動脈炎

17 永渕裕子　　林彩子　　尾崎承一 ﾘｳﾏﾁ科 40(3):26
4-268

200809 ANCA関連血管炎と抗HMGB1抗体

18 尾崎承一　○安藤太三　◇居石克夫
□磯部光章　△太田敬　▽小林茂人
☆重松宏　◎種本和雄　※中島康雄
*1中林公正　*2能勢眞人　*3松永尚文
*4宮田哲郎　*5由谷親夫　*6吉田雅治
*7吉田晃敏　*1有村義宏　*8石津明洋
*9岩井武尚　　岡崎貴裕　*3岡田宗正
*10片岡浩　*11金子一成　*12川名誠司
▽木田一成　※小林泰之　*13古森公浩
*14坂本一郎　*15椎谷紀彦　*16重松邦広
*7高橋淳士　*17瀧澤始　*7長岡泰司
*18長澤浩平　*19野島美久　▽橋本博史
※濱口真吾　*20廣村桂樹　*21深谷修作
◎正木久男　*3松本常男　　山田秀裕
*21吉田俊治
（○藤田保健衛生大学胸部外科）（◇九州大学大学院医
学研究科病理病態学）（□東京医科歯科大学大学院循環
器内科）（△愛知医科大学外科学血管外科）（▽順天堂
大学附属順天堂越谷病院内科）（☆東京医科大学病院第
二外科）（◎川崎医科大学胸部心臓血管外科）（※放射
線医学）（*1杏林大学第一内科学）（*2愛媛大学大学院
医学系研究科病態解析学）（*3山口大学大学院医学研究
科放射線医学）（*4東京大学外科・血管外科）（*5岡山
理科大学理学部臨床生命科学科）（*6東京医科大学八王
子医療センター腎臓内科学）（*7旭川医科大学眼科学）
（*8北海道大学医学部保健学科）（*9東京医科歯科大学
血管外科）（*10北海道大学大学院医学研究科免疫代謝内
科学）（*11関西医科大学枚方病院小児科学）（*12日本
医科大学医学部皮膚科学）（*13名古屋大学血管外科）
（*14長崎大学医学部・歯学部附属病院放射線科）（*15
北海道大学病院循環器外科）（*16東京大学血管外科）
（*17帝京大学医学部附属溝口病院第４内科）（*18佐賀
大学医学部内科学）（*19群馬大学医学部生体統御内科
学）（*20群馬大学第3内科学）（*21藤田保健衛生大学リ
ウマチ感染症内科）

Circulation
Journal

72:
1253-
1346

200811 血管炎症候群の診療ガイドラ
イン。

- 166 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

19 ○Joh K.　◇Masu E.　□Shigematsu H.
△Nose M　▽Nagata M.　☆Arimura Y.
◎Yumura W　※Wada T　*1Nitta K.
*2Makino H.　*3Taguma Y.　*4Kaneoka H
*5Suzuki Y.　*6Kobayashi M.
*7Koyama A.　*8Usui J.　*9Hashimoto H.
*10Ozaki S.　*5Tomino Y　*8Yamagata K
（○Division of Renal Pathology, Clinical Research Center, Ciba-East
National Hospital）
（◇Division of Nephrology, The Tazuke Kofukai Medical Research
Institute, Kitano Hospital）
（□Department of Pathology, Shinshu University School of Medicine）
（△Department of Pathogenomics, Ehime University Graduate School of
Medicine）
（▽Department of Molecular Pathology, Institute of Basic Medical
Sciences, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University
of Tsukuba）
（☆First Department of Internal Medicine, Kyorin University School of
Medicine）
（◎Department of Nephrology and Kidney Center, Department of
Medicine, Jichi Medical University）
（※Deparment of Laboratory Medicine, Graduate School of Medical
Science, Kanazawa University）
（*1Deparment of Medicine, Kidney Center, Tokyo Women's Medical
University）
（*2Department of Medicine and Clinical Science, Okayama
University  Graduate School of Medicine, Dentistry and
Pharmaceutical Sciences）
（*3Department of Nephrology, Sendai Shakaihoken
Hospital）
（*4Department of Medical Nursing, Fukuoka University
School of Nursing）
（*5Division of Nephrology, Deparment of Internal
Medicine, Juntendo University School of Medicine）
（*6Department of Internal Medicine, Tokyo Medical
University, Kasumigaura Hospital）
（*7Ibaraki Prefectural University of Health Science）
（*8Graduate School of Comprehensive Human Sciences,
University of Tsukuba）
（*9Department of Rheumatology and Internal Medicine,
Juntendo University）
（*10Division of Rheumatology and Allergy, Department of
Internal Medicine, St. Marianna University School of
Medicine）

Clin Exp Nephrol 12:277-
291

200812 Renal pathology of ANCA-
related vasculitis:
proposal for
standardization of
pathological diagnosis in
Japan.

20 大矢直子　　尾崎承一 ﾘｳﾏﾁ科 40(6):62
1-629

200812 Wegener肉芽腫症の腎病変と治
療

21 ○廣畑俊成　◇武井正美　　山田秀裕
□高橋裕樹
（○北里大学医学部膠原病・感染内科学）
（◇日本大学医学部血液膠原病内科学）
（□札幌医科大学医学部第一内科）

MEDICO39(12) 452-462 200812 膠原病診療の最近の進歩と今
後の展望．

22 ○高崎芳成　◇桑名正隆　　山田秀裕
（○順天堂大学医学部膠原病内科）
（◇慶應義塾大学医学部内科）

Pharma Medica別
冊26(12)

110-115 200812 膠原病に伴う肺高血圧症の早
期診断と治療．

23 Ooka S　　Maeda A　　Ito H　　Omata M
Yamada H　　Ozaki S.

Mod Rheumatol 19(1):80
-83

200901 Treatment of refractory
retrobulbar granuloma with
rituximab in a patient with
ANCA-negative Wegener's
granulomatosis: a case
report
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24 ○Nakamura T　○Kanazawa N,　○Ikeda T
○Yamamoto Y　◇Nakabayashi K
□Ozaki S　○Furukawa F
（○Department of Dermatology, School
of Medicine, Wakayama Medical
University）
（◇First Department of Internal
Medicine, Kyorin University School of
Medicine）
（□Division of Rheumatology and
Allergy, Department of Internal
Medicine, St. Marianna University
School of Medicine）

Arch Dermatol
Res

301(1):1
17-121

200901 Cutaneous polyarteritis
nodosa: revisiting its
definition and diagnostic
criteria.

25 永渕裕子　　尾崎承一 炎症と免疫 17(1):70
-74

200901 エビデンスにもとづく血管炎
の治療。

26 尾崎承一 ﾘｳﾏﾁ科 41(1):54
-61

200901 血管炎治療のエビデンス―
JMAAV試験。

27 Hayashi A　　Nagafuchi H　○Ito I
◇Hirota K　○Yoshida M,　　Ozaki S
（○東京理科大学基礎工学部）
（◇ひろた内科ｸﾘﾆｯｸ）

Mod Rheumatol. 13:283-
292

200902 Lupus antibodies to the
HMGB1 chromosomal protein:
epitope mapping and
association with disease
activity.

28 山田秀裕　　尾崎承一 呼吸器症候群(別
冊 日本臨床).

9:401-
403

200902 小型血管炎．

29 山田秀裕 呼吸28(2) 133-137 200902 ウェゲナー肉芽腫症診療ー最
近の動向ー．

30 中野弘雅　　柴田朋彦　　三冨博文
小川仁史　　笹由里　　勝山直興
○神野崇生　　山田秀裕　　尾崎承一
（○臨床研修センター）

臨床ﾘｳﾏﾁ 21(1):85
-90

200903 筋に特徴的な造影MRI所見を呈
した皮膚型結節性多発動脈炎
の一例

31 山田秀裕　　尾崎承一 日本臨床67(3) 507-510 200903 血管炎症候群．

1 尾崎承一 第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 わが国の血管炎エピデンス―
JMAAVの成果

2 ○加藤智啓　◇唐沢里江　◇遊道和雄
○増子佳世　　尾崎承一
（○生化学（生化学））
（◇難病治療研究センター）

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクス・ペプチドミ
クスを用いた血管炎関連自己
抗体および血清ペプチドの探
索。

3 ○唐沢里江　○遊道和雄　○村田三奈子
尾崎承一　○西岡久寿樹　◇加藤智啓
（○難病治療研究センター）
（◇生化学（生化学））

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 プロテオミクスを用いた血管
炎患者における抗血管内皮細
胞抗体の対応抗原の同定

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）　学会発表
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4 林彩子　　永渕裕子　○伊藤一明
◇廣田浩一　○吉田充輝　　尾崎承一
（○東京理科大学基礎工学部）
（◇ひろた内科ｸﾘﾆｯｸ）

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 全身性エリテマトーデス(SLE)
における抗HMGB1(High
mobilitygroup box 1)抗体の
関与

5 中野弘雅　　山田秀裕　　大岡正道
柴田朋彦　○赤荻淳　　尾崎承一
（○青葉さわい病院）

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ミコフェノール酸モフェチル
による増殖性ループス腎炎の
治療経験（3症例）

6 井上誠　　高桑由希子　　山崎宜興
中野弘雅　　柴田朋彦　　山田秀裕
尾崎承一

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 バセドウ病に対して
Propylothiouracil投与中に、
顕微鏡的多発血管炎を発症し
た1例

7 伊東宏　　柴田朋彦　　小俣正美
井上誠　　大岡正道　　山田秀裕
尾崎承一

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 進行性の筋力低下を来した難
治性再発性皮膚筋炎に免疫グ
ロブリン大量静注療法
（IVIG）が有効であった1例

8 ○内田貞輔　　東浩平　　北薗貴子
高桑由希子　　大岡正道　　山田秀裕
尾崎承一
（○臨床研修センター）

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 免疫抑制薬抵抗性成人スティ
ル病に対しインフレキシマブ
とシクロスポリンの併用療法
が奏効した1例

9 高桑由希子　　大岡正道　　山田秀裕
尾崎承一

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 難治性皮膚潰瘍に対するボセ
ンタンの有用性の検討

10 小俣正美　　山崎宜興　　岡崎貴裕
永渕裕子　　山前正臣　　大岡正道
柴田朋彦　　中野弘雅　　東浩平
大矢直子　　小川仁史　　高桑由希子
山田秀裕　　尾崎承一

第51回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 膠原病に合併した肺高血圧症
に対するボセンタン26例の使
用経験

11 山田秀裕 第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会.

200804 関節リウマチの病態形成にお
けるPGE2並びにその受容体の
役割．

12 ○徳田　均　◇酒井文和　　山田秀裕
□後藤　元　△舘田一博
（○社会保険中央総合病院）
（◇埼玉医科大学国際医療センター放射線
科）
（□杏林大学医学部第一内科）
（△東邦大学医学部微生物・感染症学講
座）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会.

200804 リウマチ性疾患とニューモシ
スチス肺炎．

13 Ozaki S 2nd
International
conference on
cutaneous lupus
erythematosus.

200805 Recent advance in ANCA-
associated vasculitis.

14 尾崎承一 神奈川県臨床整形
外科医会第102回
学術講演会

200805 RAの診断と治療: an update。

- 169 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

15 尾崎承一 日本内科学会第
205回東海地方会

200806 血管炎の診断―新規自己抗原
の探索

16 ○Ozaki S
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

Fourth
International
Conference Gia

200807 Tocilizumab(1L-6
inhibition) in Takayasu’s
Arteritis. nt Cell
Arteritis & Polymyalgia
Rheumatica.

17 山田秀裕 第20回中部ﾘｳﾏﾁ学
会.

200809 関節リウマチと肺感染症．

18 ○IchikawaYoichi
（○St. Joseph's Hospital）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 as chair person of Online
Panel Discussions,
Treatment of RA-1(NSAIDs,
DMARDs)

19 尾崎承一 第11回東京ﾘｳﾏﾁ膠
原病研究会

200810 血管炎と自己抗体。

20 ○市川陽一
（○聖ヨゼフ病院）

第2回BASIC Study
全体会議

200811 ACR2008Recommendationsと
DMARD併用療法

21 ○Tong Xiaopeng　○Tanaka M.
◇Ozaki S　○Sawaki T　○Kawanami T
○Jin Zhe xiong　○Masaki Y
○Umehara H
（○Division of Hematology and
Immunology, Department of Internal
Medicine, Kanazawa Medical University）
（◇Division of Rheumatology and
Allergy, Department of Internal
Medicine, St. Marianna University
School of Medicine）

Proceedings of
the Japanese
Society for
Immunology.

200812 Prevalence and Relevance to
Discase Manifestation of
Autoantibodies to RBP1-like
Protein (Rbik) in
rheumatoid arthritis.

22 Maeda A　　Okazaki T　　Inoue M.
Kitazono T　　Ozaki S.

Proceedings of
the Japanese
Society for
Immunology.

200812 Angiotensin Ⅱtype 1
receptor(AT1R)inhibitor has
an immunosuppressive effect
on CTLs in mice.

23 水島万智子　　山崎宜興　　殿岡久美子
前田聡彦　　大岡正道　　柴田朋彦
山田秀裕　　尾崎承一

第19回日本ﾘｳﾏﾁ学
会関東支部学術集
会｡

200812 免疫複合体性腎炎を合併した
Sjogren症候群の1例。

24 ○市川陽一
（○聖ヨゼフ病院）

第1回SMARTｾﾐﾅｰ 200901 ACR2008RecommendationsとRA
治療法の選択

25 ○市川陽一
（○聖ヨゼフ病院）

東海大学難病講座 200902 膠原病、リウマチ治療薬の副
作用と注意点

26 尾崎承一 第73回日本循環器
学会総会･学術集
会

200903 血管炎症候群の診療ガイドラ
イン
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1 荻野信　　宮本聖也 統合失調症の薬物
療法100のQ&A

P. 186～
188

200805 統合失調症の不眠にtrazodone
が有効とされているようです
が、この薬の統合失調症患者
における使い方と注意点を教
えて下さい

2 宮本聖也 統合失調症の薬物
療法100のQ&A

P. 99～
102

200805 新規抗精神病薬ブロナンセリ
ンのメリットと注意点につい
て教えてください

3 山口登　○朝田隆　○堀孝文
（○筑波大学）

精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

  200806   

4 宮本聖也 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 147～
149

200806 向精神薬は効いている、けれ
ども薬剤性の肝機能障害が判
明した。どう対処する？

5 宮本聖也 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 205～
207

200806 担当医が患者の妄想対象に
なった場合にどう対応する？

6 長谷川浩 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 124～
126

200806 患者自身が入院治療を希望す
るが入院させる根拠が希薄な
場合、どう対処する？

7 丸田智子 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 179～
181

200806 一般病棟の入院患者に生じた
不穏興奮に精神科としてどう
対処・対応する？

8 足立淳 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 121～
123

200806 医療不信のある家族にはどう
対応する？

9 樋口久 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 150～
153

200806 ベンゾジアゼピン(BZD)の増量
を執拗に繰り返す

10 荻野あずみ 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 1157
～160

200806 重度の水中毒患者・どう対処
する？

11 宇田川至 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 171～
174

200806 ECT無効の難治性うつ病に対す
る残された治療手段

12 富永桂一朗 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 175～
178

200806 ECT後のせん妄の治療はどうす
る？

13 御園生篤志 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 190～
194

200806 ディベート◎「死にたい」と
訴える患者にどう説明・説得
するか？

14 遠藤多香子 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 190～
194

200806 ディベート◎「死にたい」と
訴える患者にどう説明・説得
するか？

神経精神科学　著書
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15 田中大輔 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 190～
194

200806 ディベート◎「死にたい」と
訴える患者にどう説明・説得
するか？

16 貴家康男 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 190～
194

200806 ディベート◎「死にたい」と
訴える患者にどう説明・説得
するか？

17 二宮正人 精神科診療ﾄﾗﾌﾞﾙ
ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

P. 195～
198

200806 自傷行為および自殺企図後の
患者への対応・特に人格障害
患者にどう対応するか？

18 Seiya Miyamoto　○David B. Merrill
○Jeffrey A. Lieberman
◇W. Wolfgang Fleischhacker
□Stephen R. Marder
（○Columbia University）
（◇Medical Unniversity of Innsbruck）
（□West Los Angels Veterans Affairs
Medical Center）

John Wiley &
Sons, Ltd,
Chichester

P. 2161
～2201

200806 Antipsychotic Drugs, In
PSYCHIATRY

19 渡邉直樹 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽとｿｰｼｬﾙﾜｰ
ｸによる自殺対策

P. 85～
96

200806 自治体による自殺対策の取り
組みー青森県における先駆的
事例よりー

20 山口登 臨床精神神経薬理
学ﾃｷｽﾄ

P. 148～
153

200809 腎障害時における薬物投与計
画

21 渡邉直樹 肥満と糖尿病1･2 P. 25～
26

200901 うつ病とは？

22 ○末松弘行　　渡邉直樹
（○名古屋学芸大学）

ﾁｰﾑ医療としての
摂食障害診療

  200902   

23 ○菊山裕貴　　宮本聖也　○金沢徹文
（○大阪医科大学）

子どもの精神病性
障害―統合失調症
と双極性障害を中
心に

P. 82～
93

200903 神経発達障害とアポトーシス

1 ○Takahashi H　◇Kamata M　□Yoshida K
Higuchi H　○Ishigooka J
（○東京女子医科大学）
（◇由利組合総合病院）
（□名古屋大学）

Hum
Psychopharmacol

23(3) P.
217～20

200804 Augmentation with
olanzapine in TCA-
refractory depression with
melancholic features: a
consecutive case series

2 Higuchi H　○Sato K　◇Yoshida K
□Takahashi H　△Kamata M　△Otani K
Yamaguchi N
（○秋田回生会病院）
（◇名古屋大学）
（□東京女子医科大学）
（△山形大学）

Psychiatry Clin
Neurosci

62(2) P.
197～202

200804 No predictors of
antidepressant patient
response to milnacipran
were obtained using the
three-factor structures of
the Montgomery and Asberg
Depression Rating Scale in
Japanese patients with
major depressive disorders

神経精神科学　誌上発表
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3 穴井己理子 精神科臨床ｻｰﾋﾞｽ 8 P. 150
～156

200804 発達課題

4 橋本知明　　佐藤政史　　荻野あずみ
金井重人　　天本高寛　　関野敬子
○田中絢子　　中野三穂　　岡崎味音
田中大輔　　丸田智子　　二宮正人
山口登
（○解剖学（解剖学））

精神神経学雑誌 110(4)
P. 339

200804 聖マリアンナ医大神経精神科
リエゾン班　2006年の活動状
況

5 渡邉直樹 学校管理合格ｾﾐ
ﾅｰ､別冊教職研修

26～29 200805 子どもの心身の健康に関する
保護者・専門機関との連携を
どう進めるか？

6 渡邉直樹 公衆衛生 72(5) P.
404～409

200805 青森県の自殺対策

7 長田賢一　　富永桂一朗　○岡寛
○西岡久寿樹　◇磯村達也　　中村郁朗
高橋忍　　小島綾子
（○難病治療研究センター）
（◇Clinical Study Support）

臨床ﾘｳﾏﾁ 20 P. 19
～28

200805 日本語版Fibromyalgia Impact
Quesionnarire (JFIQ) の開
発：言語的妥当性を担保した
翻訳版の作成

8 Higuchi H　○Sato K　◇Yoshida K
□Takahashi H　△Kamata M　△Otani K
Yamaguchi N
（○秋田回生会病院）
（◇名古屋大学）
（□東京女子医科大学）
（△山形大学）

Psychiatry Clin
Neurosci

62(3) P.
301～306

200806 Predictors of
antidepressant response to
fluvoxamine obtained using
the three-factor structures
of the Montgomery and
Asberg Depression Rating
Scale for major depressive
disorders in Japanese
patients

9 岡崎味音　　宇田川至　　杉山恒之
富永桂一朗　　中村悦子　○田中絢子
橋本知明　　荻野あずみ　　関野敬子
竹内愛　　島田隆生　　塚原さち子
田所正典　　穴井己理子　　山口登
（○解剖学（解剖学））

老年精神医学雑誌 19(2) P.
165

200806 donepezil服用Alzheimer病患
者の認知機能障害進行に及ぼ
す高cholesterol血症の影響

10 Miyamoto S　　Miyake N　　Ogino S
Endo T　　Yamaguchi N

Psychiat Clin
Neurosci

62(3) P.
369

200806 Successful treatment of
delusional disorder with
low-dose aripiprazole

11 Misonoo A　　Osada K　　Nakano M
Haga T　　Ogawa Y　　Asakura M
Yamaguchi N

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3) P.
207～214

200806 Chronic Treatment with
Fluvoxamine Stimulates
Phosphorylation of Ser473
and Thr308 of Akt in the
Rat Cerebral Cortex

12 長田賢一　　高橋清文　　小川百合子
芳賀俊明　　中野三穂　　大友雅広
藤原圭亮　　柳田拓洋　　金井重人
田中大輔　　貴家康男　　長谷川浩
朝倉幹雄

精神科 12(5) P.
434～439

200806 向精神薬の脳内濃度の調節す
るP糖蛋白質について
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13 Kugimiya R　　Endo T　　Hashimoto C
Ogino S　　Miyake N　　Utagawa I
Sasuga Y　○Kubota H　◇Takagi H
Miyamoto S　　Yamaguchi N
（○Ofuji Hospital）
（◇Seimou Hospital）

Int J
Neuropsychopharm
acol

11(1) P.
153

200807 Survey of antipsychotic
medications prescribed for
concomitant use by
schizophrenia patients
being treated with
olanzapine

14 Miyake N　　Miyamoto S　　Takeuchi A
Yamada S　　Tadokoro M　　Osako N
Ueno S　　Anai K　　Endo T
Morokawa Y　　Yamaguchi N

Int J
Neuropsychopharm
acol

11(1) P.
158

200807 Effect of a new second-
generation antipsychotic
blonanserin on cognitive
impairment in
schizophrenia: A randomized
double-blind comparison
with risperidone

15 Miyamoto S　　Miyake N　　Ogino S
Endo T　○Sakamaki A　　Utagawa I
Morokawa Y　　Yamaguchi N
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

Int J
Neuropsychopharm
acol

11(1) P.
158

200807 Comparison of clinical
efficacy, plasma
concentration, and plasma
anti-D2 activity of
risperidone tablet and oral
solution in schizophrenic
patients

16 Ogino S　　Kugimiya R　　Tenjin T
Hashimoto C　　Miyake N　　Ogino A
Endo T　○Kubota H　　Miyamoto S
Yamaguchi N
（○Ofuji Hospital）

Int J
Neuropsychopharm
acol

11(1) P.
166

200807 Subjective well-being in
schizophrenic patients
treated with second-
generation antipsychotics
or low-dose haloperidol

17 ○Sato K　　Higuchi H　○Hishikawa Y
（○秋田回生会病院）

J
Neuropsychiatry
Clin Neurosci

20(3) P.
386

200808 Management of Phantom Limb
Pain and Sensation with
Milnacipran

18 樋口久　　山口登 臨床精神薬理 11(8) P.
1457～
1463

200808 抗うつ効果におけるドパミン
の役割

19 樋口久　　富永桂一朗　　山口登 臨床精神薬理 11(8) P.
1827～
1833

200808 SNRIによる副作用とその治
療、予防について

20 Otomo M　　Takahashi K　○Miyoshi H
Osada K　○Nakashima H　　Yamaguchi N
（○微生物学）

Biol Pharm Bull 31(8) P.
1489～
1495

200808 Some Selective Serotonin
Reuptake Inhibitors Inhibit
Dynamin I Guanosine
Triphosphatase (GTPase)

21 釘宮麗　　天神朋美　　三宅誕実
宮本聖也

精神科 13(3) P.
238～244

200809 ARMS (at-risk mental state)
の診断と薬物療法的介入

22 中野三穂　　宮本聖也　　関野敬子
三宅誕実　　富永桂一朗　　新妻聖子
竹内愛　○加藤文太　○山田浩史
○平山俊和　　山口登
（○内科学（神経内科））

精神科 13(3) P.
257～261

200809 パーキンソニズムを呈する若
年発症前頭側頭型認知症の１
症例

23 釘宮麗　　天神朋美　　荻野信
宮本聖也

最新精神医学 13(5) P.
421～428

200809 抗うつ薬の作用機序
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24 ○大山博史　　渡邉直樹　◇大野裕
○坂下智恵
（○青森県立保健大学）
（◇慶応義塾大学）

精神神経学雑誌 110(9)
P. 731～
738

200809 健康教育と集団援助を用いた
地域介入による高齢者自殺予
防活動の効果評価

25 ○Ono Y　◇Awata S　　Watanabe N
（○慶応義塾大学）
（◇仙台市立病院）

BMC Public
Health

8(315)
P. 1～8

200809 A Community Intervention
Trial of Multimodal Suicide
Prevention Program in
Japan: A Novel Multimodal
Community Intervention
Program to Prevent Suicide
and Suicide Prevention in
Japan, NOCOMIT-J

26 丸田智子　○吉尾隆　◇齊藤百枝美
□野田幸裕
（○東邦大学）
（◇福島県立医科大学）
（□名城大学）

こころのりんしょ
う

27(3) P.
403～414

200809 精神科の薬物治療をわかりや
すく伝えるために

27 長田賢一　　中野三穂　　大友雅広
高橋清文　　小川百合子　　芳賀俊明

分子精神医学 8(4) P.
367～369

200810 P糖蛋白質ー向精神薬の脳内濃
度の調節についてー

28 宇田川至　　宮本聖也　　諸川由実代
○田中絢子　　天神朋美　　釘宮麗
荻野信　　三宅誕実　　遠藤多香子
山口登
（○解剖学（解剖学））

臨床精神薬理 11(10)
P. 1899
～1907

200810 抗精神病薬の多剤併用と当事
者の自覚症状　統合失調症通
院患者のQOLおよび薬物療法に
関するアンケート調査から

29 大友雅広　　元圭史　　井上雄一
関口剛　　鈴木英伸　　諸川由実代
長田賢一　　山口登

臨床精神薬理 11(10)
P. 1875
～1885

200810 Quetiapine投与患者における1
日投与量、血漿中濃度および
薬原性錐体外路症状の関係

30 宮本聖也 臨床精神薬理 11(11)
P. 2011
～2019

200811 新規抗精神病薬の可能性：
Glycine transporter 1阻害薬

31 三宅誕実　　宮本聖也 臨床精神薬理 11(11)
P. 2129
～2139

200811 Quetiapineを使いこなす　第
５回：Quetiapineの安全性

32 荻野信　　三宅誕実 医学のあゆみ 227(7)
P. 513～
517

200811 統合失調症の認知機能障害に
対する第二世代抗精神病薬の
効果

33 ○菊山裕貴　　宮本聖也　○吉田祥
○花岡忠人　○水野貴史　○金沢徹文
○岡村武彦　○米田博
（○大阪医科大学）

最新精神医学 13(6) P.
549～558

200811 AripiprazoleのDopamine-
Serotonin System Stabilizer
としての可能性についてー
GSK3βの抑制による神経保護
作用の観点からー

34 渡邉直樹　○瀧澤透
（○八戸大学）

月刊GP net 55(8) P.
17～23

200811 高齢者のうつ・閉じこもり対
策ー青森県での取り組みー

35 渡邉直樹 J AMHP NEWS 34 P. 1
～2

200811 自殺対策のコミュニテイモデ
ル
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36 宮本聖也　　三宅誕実　　荻野信
釘宮麗　　天神朋美

精神科 13(6) P.
472～477

200812 ブロナンセリンの長期投与

37 渡邉直樹 産業精神保健 16(4) P.
250～253

200812 事前予防の視点から自殺対策
を考える・シンポジウムII：
労働者の自殺対策

38 渡邉直樹 精神科治療学 23(12)
P. 250～
253

200812 地域連携による自殺の予防ー
高齢化の進んだ過疎地域にお
ける試みー

39 天神朋美　　宮本聖也 こころの科学 143 P.
20～25

200901 抗精神病薬のはたらき方

40 宮本聖也　　山口登 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ 45(S-1)
P. 307～
312

200901 統合失調症治療薬・抗精神病
薬

41 渡邉直樹 精神医療 53 P. 50
～56

200901 自殺に向き合うー北東北での
自殺予防の取り組みからー

42 山口登 精神神経医学雑誌 111(1)
P. 108～
113

200901 認知症の診断と治療

43 宮本聖也 臨床精神薬理 12(3) P.
557～587

200903 Blonanserinの好適症例ー長期
投与、認知機能面からー

44 橋本知明　　丸田智子　　二宮正人
荻野あずみ　　金井重人　　天本高寛
関野敬子　○田中絢子　　中野三穂
田中大輔　　山口登
（○解剖学（解剖学））

東京精神医学会誌 26(1) P.
26～30

200903 聖マリアンナ医科大学神経精
神科リエゾン班2006年の活動
状況

45 渡邉直樹 月刊保団連 999 P.
23-29

200903 高齢者の自殺の実態と防止対
策

1 山田聡子 包括ｼｽﾃﾑによる日
本ﾛｰﾙｼｬｯﾊ学会第
13回大会

200705 クリニックにおける自傷行為
常習者のロールシャッハの特
徴

2 塚原さち子 日本心理臨床学会
第26回

200709 終われない面接～面接場面で
再現された姉ー妹転移を抜け
出すまで～

3 田所正典 日本認知症ｹｱ学会
第8回大会

200710 「認知症はじめて講座」に求
める家族のニーズとは

4 穴井己理子 日本精神分析学会
第53回大会

200710 早期の対象喪失に対する防衛
と発達的転移の関係～早期に
両親をなくした成人女性の症
例～

神経精神科学　学会発表
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5 山田聡子　　穴井己理子　　塚原さち子
田所正典　　岩倉拓　　山口登

神奈川県精神医学
会第154回例会

200711 育児中に抑うつ状態のために
精神科を受診した母親のロー
ルシャッハ上の特徴

6 岡崎味音　　宇田川至　　杉山恒之
富永桂一朗　　中村悦子　○田中絢子
橋本知明　　荻野あずみ　　関野敬子
竹内愛　　島田隆生　　塚原さち子
田所正典　　穴井己理子　　山口登
（○解剖学（解剖学））

第23回日本老年精
神医学会

200806 donepezil服用Alzheimer病患
者の認知機能障害進行に及ぼ
す高cholesterol血症の影響

7 ○田中絢子　　中村悦子　　富永桂一朗
岡崎味音　　橋本知明　　関野敬子
宇田川至　◇杉山恒之　　柳田浩
塚原さち子　　田所正典　　山口登
（○解剖学（解剖学））
（◇神経精神科学）

第23回日本老年精
神医学会

200806 認知機能と海馬容積及び大脳
皮質下病変との関係

8 渡邉直樹 第15回日本産業保
健学会

200806 事前予防の視点から自殺対策
を考える

9 藤原圭亮　　柳田拓洋　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　長田賢一
朝倉幹雄

第27回躁うつ病の
薬理･生化学的研
究懇話会

200806 慢性変動ストレスを用いた
ラットの聴性驚愕反応

10 Kugimiya R　　Endo T　　Hashimoto C
Ogino S　　Miyake N　　Utagawa I
Sasuga Y　○Kubota H　◇Takagi H
Miyamoto S　　Yamaguchi N
（○Ofuji Hospital）
（◇Seimou Hospital）

XXVI CINP
Congress Munich

200807 Survey of antipsychotic
medications prescribed for
concomitant use by
schizophrenia patients
being treated with
olanzapine

11 Miyake N　　Miyamoto S　　Takeuchi A
Yamada S　　Tadokoro M　　Osako N
Ueno S　　Anai K　　Endo T
Morokawa Y　　Yamaguchi N

XXVI CINP
Congress Munich

200807 Effect of a new second-
generation antipsychotic
blonanserin on cognitive
impairment in
schizophrenia: A randomized
double-blind comparison
with risperidone

12 Miyamoto S　　Miyake N　　Ogino S
Endo T　○Sakamaki A　　Utagawa I
Morokawa Y　　Yamaguchi N
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

XXVI CINP
Congress Munich

200807 Comparison of clinical
efficacy, plasma
concentration, and plasma
anti-D2 activity of
risperidone tablet and oral
solution in schizophrenic
patients

13 Ogino S　　Kugimiya R　　Tenjin T
Hashimoto C　　Miyake N　　Ogino A
Endo T　○Kubota H　　Miyamoto S
Yamaguchi N
（○Ofuji Hospital）

XXVI CINP
Congress Munich

200807 Subjective well-being in
schizophrenic patients
treated with second-
generation antipsychotics
or low-dose haloperidol
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14 Okazaki M　　Utagawa I　　Hashimoto C
○Tanaka A　　Nakamura E　　Sekino K
Tominaga K　　Tadokoro M
Tsukahara S　　Yamaguchi N
（○解剖学（解剖学））

XXVI CINP
Congress Munich

200807 Hypercholesterolemia in
alzheimer's disease reduces
the effects of donepezil
hydrochloride

15 宮本聖也 城南精神薬理研究
会

200808 統合失調症の早期薬物療法的
介入の意義と課題

16 長谷川浩 横浜市戸塚区薬剤
師会講演会

200809 認知症周辺症状の薬物療法

17 田所正典 日本ﾃﾞｲｹｱ学会第
13回年次大会

200809 認知症家族へのアプローチ
認知症疾患医療センターの役
割りと家族支援の試み

18 渡邉直樹 第4回日本摂食障
害学会学術集会

200809 家族会の役割についてー摂食
障害患者の社会復帰とサポー
トシステムー

19 荻野信　　宮本聖也　　天神朋美
釘宮麗　　三宅誕実　　金井重人
山田聡子　　塚原さち子　　伊藤幸恵
田所正典　　穴井己理子　○窪田博
◇金井輝　□兼田康宏　　山口登
（○大富士病院）
（◇東条メンタルホスピタル）
（□岩城クリニック）

第18回日本臨床精
神神経薬理学会

200810 第2世代抗精神病薬に長期併用
投与された抗コリン薬の減量
中止が統合失調症患者の認知
機能に及ぼす影響

20 釘宮麗　　宮本聖也　　天神朋美
荻野信　　三宅誕実　　山田聡子
塚原さち子　　伊藤幸恵　　田所正典
穴井己理子　○窪田博　◇兼田康宏
山口登
（○大富士病院）
（◇岩城クリニック）

第18回日本臨床精
神神経薬理学会

200810 第2世代抗精神病薬に長期併用
投与された抗コリン薬の減量
中止が統合失調症患者の
Quality of Lifeに及ぼす影響

21 伊藤幸恵 日本精神分析学会
第54回大会

200810 強迫症状、発狂恐怖を主許と
する女性との心理療法過程

22 藤原圭亮　　柳田拓洋　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　長田賢一
朝倉幹雄

第38回日本神経精
神薬理学会

200810 慢性変動ストレスに伴う聴性
驚愕反応の経時的変化

23 柳田拓洋　　藤原圭亮　　中野三穂
金井重人　　田中大輔　　長田賢一
朝倉幹雄

第38回日本神経精
神薬理学会

200810 ラット青斑核チロシン水酸化
酵素のストレス反応性亢進の
経時的変化

24 宮本聖也 第21回日本総合病
院精神医学会総会

200811 統合失調症薬物治療における
非定型抗精神病薬の位置づけ
と今後の展望

25 渡邉直樹 第67回日本公衆衛
生学会

200811 私たちができる自殺予防ーこ
れからの展望ー～北東北の取
り組みから～
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26 渡邉直樹 日本精神衛生学会
第24回大会

200811 事前予防の視点から自殺対策
を考える

27 Osada K　　Nakano M　　Misonoo A
Ogawa Y　　Haga T　　Otomo M
Takahashi K　　Fujiwara K
Yanagida T　　Kanai S　　Tanaka D
Sasuga Y　　Asakura M

Neuroscience 200811 Antidepressants induces
phosphorylation of Akt in
PC12 cell

28 Ogawa Y　○Matsui H　　Osada K
Haga T　　Nakano M　　Misonoo A
Otomo M　　Takahashi K　　Fujiwara K
Yanagida T　　Kanai S　　Tanaka D
Sasuga Y　　Asakura M
（○大学院アイソトープ研究施設）

Neuroscience 200811 Fluorescence-based high-
throughput method for
milnacipran in vivo cells

29 Haga T　　Osada K　　Ogawa Y
Nakano M　　Misonoo A　　Otomo M
Takahashi K　　Fujiwara K
Yanagida T　　Kanai S　　Tanaka D
Sasuga Y　　Asakura M

Neuroscience 200811 Validation of a
fluorescence-based high-
throughput method for the
cellular serotonin uptake
activity

30 宮本聖也 統合失調症治療ｾﾐ
ﾅｰ

200812 統合失調症薬物療法における
第2世代抗精神病薬の位置づけ
と今後の展望

31 宮本聖也 町田統合失調症臨
床研究会

200812 統合失調症の薬物療法におけ
る第2世代抗精神病薬の使い分
けと活かし方

32 宮本聖也 北里大学医学部精
神科教室拡大研究
会

200902 今日の統合失調症薬物治療を
めぐる謎と矛盾、今後の課題

33 長谷川浩　○本間絢子　　朝倉幹雄
山口敬子　　岡崎味音　　柳田拓洋
藤原圭亮　　山口登　　田所正典
小畑恵美
（○解剖学（解剖学））

神奈川県精神医学
会第157回例会

200902 書痙から発症したアルツハイ
マー型老年認知症の1例(MIBG
心筋シンチグラフィーの診断
有用性の検討)

34 宮本聖也 川崎市精神神経科
医会学術講演会

200903 第2世代抗精神病薬のefficacy
とeffectivenessー第2世代抗
精神病薬は本当に優れている
のか？－
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1 宮本雄策　　山本仁 小児中枢神経疾患
の画像診断2008

P267-269 200804 神経皮膚症候群von Hipplel-
Lindau病

2 瀧正志　○立浪忍　◇白幡聡
□三間屋純一　△大平勝美　▽仁科豊
☆花井十伍
（○医学統計学）
（◇産業医大小児科）
（□静岡こども病院血液腫瘍科）
（△はばたき福祉事業団）
（▽仁科・深道法律事務所）
（☆ネットワーク医療と人権）

血液凝固異常症全
国調査平成19年度
報告書

P1-59 200804 財団法人エイズ予防財団発行

3 山本仁 発達障害基本用語
辞典

P27-28 200810 てんかん

4 宮本雄策　　山本仁 小児神経学 P44-46 200811 大頭症、小頭症

5 瀧正志 家庭医学大辞典 P694-703 200811 子どもの血液の病気の特徴と
対策

6 瀧正志 家庭医学大辞典 P696-697 200811 子どもの貧血

7 瀧正志 家庭医学大辞典 P698 200811 子どもの白血球減少症・白血
球機能異常症

8 瀧正志 家庭医学大辞典   200811 血友病

9 瀧正志 家庭医学大辞典 P701 200811 ビタミンＫ欠乏症

10 瀧正志 家庭医学大辞典 P702-703 200811 フォンヴィレブランド病、子
どもの特発性血小板減少性紫
斑病・播種性血管内凝固症候
群

11 小板橋靖 からだの科学 259 P45-
50

200811 かぜの診断と治療　かぜと腎
臓病

12 瀧正志 みんなに役立つ血
友病の基礎と臨床

P190-197 200901 定期補充療法

13 長江千愛　　瀧正志 みんなに役立つ血
友病の基礎と臨床

P164-173 200901 類縁疾患

14 笹本優佳 ﾍﾟﾘﾈｲﾀﾙｹｱ増刊号 P194-196 200901 周産期救急、そのときどうす
る？

15 宮本雄策　　山本仁 てんかん診療のｸﾘ
ﾆｶﾙｸｴｽﾁｮﾝ

P19-21 200901 破滅型てんかんとは？

小児科学　著書
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16 山本仁　　宮本雄策 てんかん診療のｸﾘ
ﾆｶﾙｸｴｽﾁｮﾝ

P16-18 200901 てんかん重積とは？

17 生駒雅昭 小児内科 41(2):27
3-275

200902 腎疾患に用いられる治療法
抗凝固・抗血栓療法・線溶療
法

18 鳥飼美穂 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 2(3):132
-141

200903 新生児集中治療に必要な基礎
的手技

19 瀧正志　○立浪忍　◇白幡聡
□三間屋純一　△大平勝美　▽仁科豊
☆花井十伍　◎山崎哲
（○医学統計学）
（◇産業医大小児科）
（□静岡こども病院血液腫瘍科）
（△はばたき福祉事業団）
（▽仁科・深道法律事務所）
（☆ネットワーク医療と人権）
（◎臨床検査部）

血液凝固異常症全
国調査平成20年度
報告書

P1-65 200903 血液凝固異常症全国調査平成
20年度報告書

1 小板橋靖 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2):16
3-167

200804 臨床医学教育の現状と課題
小児科学

2 ○鈴木典子　○山崎法子　◇高山成伸
山下敦己　　武藤真二　　長江千愛
瀧正志　□白幡聡
（○臨床検査部）
（◇大東文化大学スポーツ・健康科学部）
（□産業医大小児科）

血栓止血誌 19(2):23
5-243

200804 第VIII因子インヒビター測定
の特性および不活化処理の有
用性

3 堀内勁 産婦人科治療 96;増刊
:829-833

200804 【周産期診療プラクティス】
新生児　母乳育児を進めるた
めに

4 堀内勁 小児科診療 61(4):74
9-750

200804 知っておきたい用語の解説
カンガルーケア

5 ○嶋緑倫　◇岡敏明　□天野景裕
△花房秀次　　瀧正志　▽三間屋純一
☆松下正　◎高松純樹　※日笠聡
*1小坂嘉之　*2須賀健一　*3酒井道生
*4梶原真清恵　*5高田昇　○吉岡章
（○奈良県立医大小児科）
（◇札幌徳州会病院小児科）
（□東京医大臨床検査部）
（△荻窪病院血液科）
（▽静岡こども病院血液腫瘍科）
（☆名古屋大学血液腫瘍内科）
（◎名古屋大学輸血部）
（※兵庫医大内科）
（*1兵庫県立こども病院血液腫瘍科）
（*2徳島大学小児科）
（*3産業医大小児科）
（*4国立福井病院小児科）
（*5広島大学病院輸血部）

血栓止血誌 19(2):24
4-256

200804 国内におけるインヒビター保
有血友病患者における遺伝子
組換え活性型凝固第Ⅶ因子製
剤（注射用ノボセブンR）の高
用量単回投与に関する臨床研
究

小児科学　誌上発表
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6 ○有木宏宗　　生駒雅昭　○八田重雄
○坂上逸孝　◇吉田久博　　小板橋靖
○増原慶壮
（○薬剤部）
（◇明治薬科大学）

TDM研究 25(2):82
-89

200804 小児期ネフローゼ症候群患者
におけるシクロスポリンの食
前投与およびC2モニタリング
の有用性

7 山本仁　　宮本雄策 小児内科 40;432-
434

200805 抗てんかん薬の機序は薬剤に
よってどのように違うのか

8 宮本雄策　　山本仁 小児科診療 71巻
P461-467

200806 けいれん・意識障害の診療：
診断確定までの対応と考え方

9 堀内勁 Journal of
Clinical
Rehabilitation

17(6):54
1-544

200806 新生児の適切な治療環境

10 瀧正志 日小血会誌 22(3):17
3-178

200806 血友病に対する一次定期補充
療法の動向

11 ○川瀬弘一　○青葉剛史　○北川博昭
○脇坂宗親　○佐藤英章　○古田繁行
◇長江秀樹　　栗原八千代　　笹本優佳
瀧正志　○中田幸之介
（○外科学（小児外科））
（◇小児外科）

小児外科 40(7):76
8-774

200807 Down症児の新生児期手術と周
術期管理

12 ○Fukuda M　○Nishida M　○Juhasz C
○Muzik O　○Sood S　○Chugani HT
○Asano E
（○Children's Hospital of Michigan
Wayne State University）

Brain 131;1793
-1805

200807 Short-latency median-nerve
somatosensory evoked
potentials and induced
gamma-oscillations in
humans.

13 長江千愛　　瀧正志 日小血会誌 22(4):21
5-225

200808 小児の血栓性疾患

14 瀧正志 血栓止血誌 19(4):45
1-455

200808 小児科で遭遇する出血性／血
栓性疾患

15 ○松下正　◇天野景裕　　瀧正志
□岡敏明　△酒井道生　△白幡聡
▽高田昇　☆高松純樹　◎竹谷英之
※花房秀次　*1日笠聡　◇福武勝幸
▽藤井輝久　*2田中一郎　*3三間屋純一
*4吉岡章　*4嶋緑倫
（○名古屋大学血液腫瘍内科）
（◇東京医大臨床検査部）
（□札幌徳州会病院小児科）
（△産業医大小児科）
（▽広島大学病院輸血部）
（☆名古屋大学輸血部）
（◎東大医科研関節外科）
（※荻窪病院血液科）
（*1兵庫医大内科）
（*2外科学（消化器・一般外科））
（*3静岡こども病院血液腫瘍科）
（*4奈良県立医大小児科）

血栓止血誌 19(4):51
0-519

200808 インヒビターのない血友病患
者の急性出血、処置・手術に
おける凝固因子補充療法のガ
イドライン
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16 ○田中一郎　◇天野景裕　　瀧正志
□岡敏明　△酒井道生　△白幡聡
▽高田昇　☆高松純樹　◎竹谷英之
※花房秀次　*1日笠聡　◇福武勝幸
▽藤井輝久　*2松下正　*3三間屋純一
*4吉岡章　*4嶋緑倫
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇東京医大臨床検査部）
（□札幌徳州会病院小児科）
（△産業医大小児科）
（▽広島大学病院輸血部）
（☆名古屋大学輸血部）
（◎東大医科研関節外科）
（※荻窪病院血液科）
（*1兵庫医大内科）
（*2名古屋大学血液腫瘍内科）
（*3静岡こども病院血液腫瘍科）
（*4奈良県立医大小児科）

血栓止血誌 19(4):52
0-539

200808 インヒビター保有先天性血友
病患者に対する止血治療ガイ
ドライン

17 青木康之　　斉藤陽　○土田浩生
◇武半優子　○白井小百合　○安田隆
生駒雅昭　□河内裕　　小板橋靖
（○内科学（腎臓・高血圧内科））
（◇薬理学）
（□新潟大学腎研究施設）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4):30
3-312

200808 Increase of Fractalkine in
the Urine of Patients with
IgA Nephropathy

18 正木宏　　堀内勁 Neonatal Care 2008秋季
増刊
P191-192

200809 【最新！新生児栄養管理ス
テップアップブック】先生教
えて！ナースからの質問コー
ナー冷凍母乳がたくさんた
まってしまって使い切れな
かったり、母親の持参を断ら
ざるを得ないのですが、どの
ように対応したらよいでしょ
うか？

19 ○立浪忍　◇三間屋純一　◇白幡聡
□花井十伍　△仁科豊　▽大平勝美
☆桑原理恵　　浅原美恵子　　瀧正志
（○医学統計学）
（◇産業医大小児科）
（□ネットワーク医療と人権）
（△仁科・深道法律事務所）
（▽はばたき福祉事業団）
（☆アイソトープ研究施設）

日本ｴｲｽﾞ学会誌 10(3):13
1-136

200810 本邦のHIV感染血友病における
HIV/AIDS関連の集計数

20 近藤健介 International
Immunology

20(10):1
299-1311

200810 Altered cellular immunity
in transgenic mice with T
cell-specific expression of
human D4-guanine
diphosphate-dissociation
inhibitor (D4-GDI).

21 宮本雄策　　山本仁 小児内科 40;877-
879

200810 小児の頭痛：有毒ガス、食品
などによる頭痛

22 堀内勁　　鈴木真波　　正木宏
大野貴美子　　吉馴亮子

周産期医学   200810 【母乳】中枢神経系の発達に
対する母乳育児の効果
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23 ○Hattori H　　Yamano T　◇Hayashi K
◇Osawa M　　Yamamoto H　□Yoshikawa H
（○大阪市立医科大学小児科）
（◇東京女子医大小児科）
（□宮城県立病院小児科）

Brain &
Development

30;238-
244

200810 Effectiveness of lidocaine
infusion　for status
epilepticus in childhood

24 ○奥村彰久　○新島新一　　山本仁
◇久保田哲夫　◇城所博之　◇斉藤雅子
（○順天堂大学小児科）
（◇安城厚生病院小児科）

周産期医学 38;507-
511

200811 新生児けいれんは圧縮脳波で
判読できるか

25 ○林　北見　◇須貝研司　　山本仁
□服部英司　△高橋幸利　▽山内秀雄
（○東京女子医大小児科）
（◇国立精神神経センター）
（□大阪市立医大小児科）
（△静岡てんかんセンター）
（▽埼玉医科大学小児科）

脳と発達 40;155-
156

200811 小児神経学領域における
Phenobarbital注射製剤の使用
実態調査

26 松田健志 小児内科 2008 小
児疾患診療のため
の病態生理 1 第4
版

40(増刊
号):109-
113

200811 過敏性肺炎

27 山本仁　○林　雅晴
（○東京都神経科学研究所）

脳と発達 40;333-
335

200812 Edaravone小児使用例関する全
国調査

28 瀧正志 小児内科 40(12):2
008-2012

200812 抗リン脂質抗体症候群

29 ○三浦琢磨　○三間屋純一　○石井榮一
○藤沢康司　○太田茂　　瀧正志
○今泉益栄　○岡敏明　○梶原道子
○北澤淳一　○久保田優　○高橋幸博
○別所文雄　○白幡聡
（○日本小児血液学会ITP委員会）

日小血会誌 22(5/6):
378-381

200812 2006年ITP全国調査報告につい
て

30 ○北澤淳一　○三浦琢磨　○白幡聡
○高橋幸博　○石井榮一　○今泉益栄
○太田茂　○岡敏明　○梶原道子
○久保田優　　瀧正志　○藤沢康司
○別所文雄　○三間屋純一
（○日本小児血液学会ITP委員会）

日小血会誌 22(5/6):
382-384

200812 ワクチン接種後に発症した特
発性血小板減少性紫斑病につ
いて

31 ○三間屋純一　○白幡聡　○石井榮一
○今泉益栄　○太田茂　○岡敏明
○梶原道子　○北澤淳一　○久保田優
○高橋幸博　　瀧正志　○藤沢康司
○三浦琢磨　○小林尚明　○小林正夫
○中舘尚也　○長澤正之　○堀越泰雄
○別所文雄
（○日本小児血液学会ITP委員会）

日小血会誌 22(5/6):
385-390

200812 小児特発性血小板減少性紫斑
病（ITP）のQOL調査成績―管
理ガイドライン作成に向けて
―

32 瀧正志 臨床検査 52(13):1
593-1597

200812 血友病インヒビターの産生と
制御
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33 山下敦己　　長江千愛　　武藤真二
浅原美恵子　○山崎哲　◇高山成伸
瀧正志
（○臨床検査部）
（◇大東文化大学スポーツ・健康科学部）

血栓止血誌 19(6):79
6-805

200812 ヘパリナーゼを用いたヘパリ
ン混入血液のトロンビン生成
試験法による凝固能評価の基
礎的検討

34 ○S. Tatsunami　◇J. Mimaya
□A. Shirahata　△J. Zelinka
△I. Horova　▽J. Hanai　☆Y. Nishina
◎K. Ohira　　M. Taki
（○アイソトープ研究施設）
（◇静岡こども病院血液腫瘍科）
（□産業医大小児科）
（△）
（▽ネットワーク医療と人権）
（☆仁科・深道法律事務所）
（◎はばたき福祉事業団）

Int J Hematol 88:304-
310

200800 Current status of Japanese
HIV-infected patients with
coagulation disorders:
coinfection with both HIV
and HCV

35 長江千愛　　笹本優佳　　正木宏
堀内勁　　瀧正志

日産婦新生児血会
誌

18(1):S7
1-72

200800 新生児DICの診断と治療：新生
児DICの最近の動向

36 M. Taki　○A. Shirahata
（○産業医大小児科）

Haemophilia 15:78-82 200901 Current situation of
regular replacement therapy
(prophylaxis) for
haemophilia in Japan

37 ○Okumura A　◇Mizuguchi M　◇Tanabe M
◇Abe S　　Yamamoto H　◇Tanabe T
（○順天堂大学小児科）
（◇東京大学）

Brain &
Development

31;221-
227

200901 Outcome of acute
necrotizing　encephalopathy
in relation to treatment
with corticosteroid

38 堀内勁　　笹本優佳　　正木宏
鳥飼美穂　　大野貴美子　　吉馴亮子
伊東祐順　　鈴木真波　　大野秀子
西坂まゆみ　　矢島智枝子

周産期医学 39(2):21
6-220

200902 【子育て支援】NICU入院中の
母乳育児支援

39 ○北川博昭　○脇坂宗親　○古田繁行
○青葉剛史　　曽根田瞬　　三宅哲雄
◇小池淳樹
（○外科学（小児外科））
（◇診断病理学）

小児外科 41(3):29
8-303

200903 【小児外科手術手技　創意と
工夫】 追加切除を施行した難
治性nesidioblastosis

40 ○中島夏樹　　加藤達夫
（○中島医院）

診断と治療 97(3):57
9-586

200903 【注意すべきウイルス感染
症】ウイルス感染症対策　ワ
クチンの効能と限界インタ
ビュー：新理事長に聞く

41 ○大澤真木子　◇新島新一　□山内秀雄
山本仁
（○東京女子医大小児科）
（◇順天堂大学小児科）
（□埼玉医科大学小児科）

脳と発達 41;83-91 200903   

42 瀧正志 東京小児科医会報 27(3):19
-23

200903 小児疾患のキャリーオーバー
の課題―血友病など先天性出
血性疾患の場合―
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43 瀧正志 厚生労働科学研究
費補助金ｴｲｽﾞ対策
研究事業 血友病
の治療とその合併
症の克服に関する
研究 平成20年度
総括･分担研究報
告書(研究代表者:
坂田洋一)

P43-46 200903 血液凝固異常症のQOLに関する
研究

44 瀧正志 厚生労働科学研究
費補助金ｴｲｽﾞ対策
研究事業 血友病
の治療とその合併
症の克服に関する
研究 平成18～20
年度 総合研究報
告書(研究代表者:
坂田洋一)

P59-66 200903 血液凝固異常症のQOLに関する
研究

45 瀧正志 厚生労働科学研究
費補助金(医薬品･
医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄ
ﾘｰｻｲｴﾝｽ総合研究
事業 第Ⅷ､第Ⅸ因
子製剤のｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ
発生要因に関する
研究 平成20年度
総括･分担研究報
告書(研究代表者:
吉岡 章)

P21-23 200903 新規血友病患者のデータベー
ス構築によるコホート研究

46 宮本雄策　　山本仁 小児内科 41巻 200903 てんかん重積症の治療

1 小島隆浩 第111回日本小児
科学会

200804 神奈川県川崎市におけるアレ
ルギー相談の現状

2 瀧正志 第4回中国血友病
治療ｾﾐﾅｰ

200804 血友病治療の展望－QOL調査研
究から見えてきたもの－

3 吉馴亮子　　横田伸司　　橋本修二
西坂まゆみ　　伊東祐順　　鳥飼美穂
瀧正志

第292回日本小児
科学会神奈川県地
方会

200804 14番染色体父性片親ダイソ
ミーの1例

4 瀧正志 世界ﾍﾓﾌｨﾘｱﾃﾞｰｲﾍﾞ
ﾝﾄ2008

200804 血友病関節症を予防する早期
治療、定期補充療法の重要性

5 山下敦己　　長江千愛　　武藤真二
瀧正志

第111回日本小児
科学会

200804 ガンマグロブリン治療後に好
中球減少症を合併した特発性
血小板減少性紫斑病の乳児例

小児科学　学会発表
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6 立山悟志　　中村幸嗣　　鶴岡純一郎
本庄綾子　　長岡千春　　徳竹忠臣
○中島夏樹　◇五島敏郎　□田所衛
加藤達夫
（○中島医院）
（◇うらわの里）
（□診断病理学）

第111回日本小児
科学会

200804 組織培養法による新しい日本
脳炎ワクチン接種後の局所反
応病理組織学的検討

7 青木康之　　斉藤陽　○力石辰也
生駒雅昭　　小板橋靖
（○泌尿器科学）

第111回日本小児
科学会

200804 胃腸炎後に尿管結石を来たし
尿管ステント術を施行した2症
例

8 森本瑞穂　　近藤健介　　長江千愛
大山亮　　慶野大　　木下明俊
○新井勝大
（○成育医療センター消化器科）

第111回日本小児
科学会

200804 赤芽球癆で発症し、後にク
ローン病を合併した顆粒リン
パ球増多症の一例

9 ○芳賀恒夫　○川上民裕　○相馬良直
近藤健介　　長江千愛
（○皮膚科学）

第107回日本皮膚
科学会

200804 皮膚症状をきっかけに診断さ
れた全身性肥満細胞症の1例

10 宮本雄策　　山本仁　　慶野大
○新島新一　　矢島智枝子　　都築慶光
武藤真二　　生駒雅昭　　堀内勁
小板橋靖
（○順天堂大学小児科）

第111回日本小児
科学会

200804 救急指定病院小児病棟におけ
る障害者自立支援法短期入所
事業の現状と問題点について

11 大西奈月　　宮本雄策　　鶴岡純一郎
矢島智枝子　　武藤真二　　生駒雅昭
都築慶光　　後藤建次郎　　堀内勁
小板橋靖

第111回日本小児
科学会

200804 月齢3ヵ月未満に発症した川崎
病不全型の2症例

12 Yamamoto H　　Fukuda M　　Murakami H
Kamiyama N　　MiyamotoY

11th
Internatinal
Symposium on
febrile seizure
and related
conditions

200804 Oxidative stress damage in
children with prolonged
febrile seizures

13 宮本雄策　　山本仁　　村上浩史
神山紀子　　福田美穂　　橋本修二

第50回日本小児神
経学会

200805 神奈川県立養護学校における
医療的ケア実施数の推移と教
師の意識変化について

14 瀧正志 第4回東北
Hemophilia
Seminar

200806 血友病の止血管理に対する新
たな考え方

15 長江千愛　　笹本優佳　　正木宏
堀内勁　　瀧正志

第18回日本産婦人
科新生児血液学会

200806 新生児DICの診断と治療：新生
児DICの最近の動向
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16 ○K.Fukutake　◇H.Hanabusa　　M.Taki
□J.Takamatsu　△A.Yoshioka
△A. Shirahata
（○東京医大臨床検査部）
（◇荻窪病院血液科）
（□名古屋大学輸血部）
（△奈良県立医大小児科）

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 Experience with ADVATE
antihemophilic factor
(recombinant),
plasma/albumin-free method
(Rahf-PFM) assessed through
an ongoing post-
autholization safety
surveillance (PASS) program
in Japan

17 A.Yamashita　　S.Muto　　C.Nagae
M.Taki

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 Effect of the presence of
residual heparin in a
minute quantity on thrombin
generation (TG) and its
management

18 C.Nagae　　A.Yamashita　　S.Muto
M.Taki

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 A case of effective ITI in
hemophilia B high responder
with anaphylactic reaction
to FIX preparations

19 ○A. Shirahata　○M.Shima　◇T.Oka
□K.Amano　△H.Hanabusa　　M.Taki
▽J. Mimaya　☆T. Matsushita
◎J. Takamatsu　※H.Higasa　*1Y.Kosaka
*2K.Suga　*3M.Sakai　*4M.Kajiwara
*5N.Takata　○A.Yoshioka
（○奈良県立医大小児科）
（◇札幌徳州会病院小児科）
（□東京医大臨床検査部）
（△荻窪病院血液科）
（▽静岡こども病院血液腫瘍科）
（☆名古屋大学血液腫瘍内科）
（◎名古屋大学輸血部）
（※兵庫医大内科）
（*1兵庫県立こども病院血液腫瘍科）
（*2徳島大学小児科）
（*3産業医大小児科）
（*4国立福井病院小児科）
（*5広島大学病院輸血部）

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 Results of clinical study
for single/high dose
treatment by recombinant
activated factor VII in
Japan

20 M.Taki　○S.Tatsunami　◇A.Shirahata
□J.Mimaya　△H.Takedani　▽K.Makino
（○アイソトープ研究施設）
（◇産業医大小児科）
（□静岡こども病院血液腫瘍科）
（△東大医科研関節外科）
（▽産業医大リハビリテーション医学）

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 The influence of bleeding
episodes on school life in
patients with hemophilia

21 ○H.Takedani　◇K.Makino　　M.Taki
（○東大医科研関節外科）
（◇産業医大リハビリテーション医学）

The XXVIIIth
International
Congress of the
World Federation
of Hemophilia

200806 Joint function analysis
based on questionnaire for
Japanese hemophiliac
patients

22 青木康之　　斉藤陽　　生駒雅昭
小板橋靖

日本腎臓学会 200806 開院以来、当院における過去
35年間の腎生検症例のまとめ
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23 青木康之　　斉藤陽　　生駒雅昭
小板橋靖

日本小児腎臓病学
会

200806 腎炎性ネフローゼ症候群発症
から6年の経過で診断し得た
ループス腎炎の一例

24 西坂まゆみ　　矢島智枝子　　大野秀子
鳥飼美穂　　笹本優佳

第15回神奈川県新
生児未熟児連絡会

200806 在宅酸素を用いて退院した児
の予後についての検討

25 依田卓　○中野隆　　堀内勁　　山内芳忠
（○）

第44回日本周産
期･新生児医学会

200807 BFH施設（赤ちゃんにやさしい
病院）における母乳育児率

26 橋本修二　　西坂まゆみ　　吉馴亮子
鳥飼美穂　　笹本優佳

第44回日本周産期
新生児学会

200807 9トリソミーの1例

27 吉馴亮子　　西坂まゆみ　　鳥飼美穂
笹本優佳

第44回日本周産期
新生児学会

200807 14番染色体父性片親代ソミー
の1例

28 長江千愛　　山下敦己　　武藤真二
浅原美恵子　○吉川喜美枝　◇山崎哲
瀧正志
（○看護部）
（◇臨床検査部）

第8回Haemostasis
研究会

200807 第Ⅸ因子製剤にアナフィラキ
シーを呈した血友病Ｂ high
responderのITI有効例におけ
るrＦⅦaの使用に関する検討

29 橋本修二　　笹本優佳　　鳥飼美穂
吉馴亮子　　伊東祐順　　西坂まゆみ
瀧正志

第44回日本周産
期･新生児医学会

200807 9トリソミーの1例

30 吉馴亮子　　橋本修二　　西坂まゆみ
伊東祐順　　鳥飼美穂　　笹本優佳
瀧正志　○鏡雅代
（○国立成育医療センター）

第44回日本周産
期･新生児医学会

200807 14番染色体父性片親ダイソ
ミーの1例

31 ○山崎哲　○山崎法子　○鈴木典子
○後藤宏実　◇高山成伸　　瀧正志
（○臨床検査部）
（◇東大文化大学スポーツ・健康科学部）

第9回日本検査血
液学会

200807 第VIII因子インヒビター測定
法の比較―第2報

32 ○鈴木典子　○山崎哲　○山崎法子
○井本清美　◇高山成伸　　瀧正志
（○臨床検査部）
（◇東大文化大学スポーツ・健康科学部）

第9回日本検査血
液学会

200807 混合補正試験の評価方法に関
する検討

33 松田健志 神奈川県立総合教
育ｾﾝﾀｰ平成21年度
研修講座

200807 アレルギー疾患等のある児
童・生徒への支援

34 神山紀子　　山本仁　　村上浩史
宮本雄策　　福田美穂　　橋本修二

第42回神奈川小児
神経懇話会

200807 巨大クモ膜のう胞により非交
通性水頭症をきたし発達遅滞
を認めた一乳児例

35 宮本雄策 第44回薬物治療ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ研究会

200807 小児てんかん治療とTDM
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36 ○中澤龍斗　○吉岡まき　○工藤浩也
○宮野佐哲　○力石辰也　　斉藤陽
小板橋靖
（○泌尿器科学）

日本小児泌尿器科
学会

200807 嘔吐下痢症に引き続き発症し
たX線陰性結石の小児2例

37 三宅哲雄 川崎市こどもの健
康ｾﾐﾅｰ

200807 「成長曲線からわかるこども
の健康」　～成長曲線をつけ
よう～

38 小野朋洋 川崎市こどもの健
康ｾﾐﾅｰ

200807 「小児の糖尿病」　～子供た
ちを糖尿病から守るために～

39 都築慶光　　麻生健太郎　　水野将徳
有馬正貴　　後藤建次郎　　栗原八千代
村野浩太郎

第44回日本小児循
環器学会総会･学
術集会

200800 経母体的デキサメサゾン投与
による胎児および新生児ラッ
ト心臓の心筋の収縮に関与す
る蛋白への影響

40 麻生健太郎 第44回日本小児循
環器学会

200807 An introduction to the
cardiac diagnostic
interventional unit at The
Hospital for Sick Children,
Toronto

41 麻生健太郎 The 4th Japan-
China-Korea
Pediatric Heart
Forum

200807 Outcomes of cardiac
catheterization following
infant cardiac surgery―
Hybrid is the best?

42 麻生健太郎 PICS 2008 200807 Outcomes of emergent
cardiac catheterization
following pediatric cardiac
surgery

43 笹本優佳　　鳥飼美穂 11Th World
Association For
Infant Mental
Health

200808 Kangaroo Care And
"Dependense"Found in NICU
in Japan

44 ○Tatsunami S　　Taki M　○Ueno T
（○医学統計学）

COMPSTAT 2008 200808 Interpretation of
hemophilic patients'
opinions using textual data
analysis

45 庄司朋子　　山本仁　　村上浩史
宮本雄策　　福田美穂　　橋本修二

第49回日本小児神
経学会関東地方会

200809 ステロイドパルス療法が著効
し後遺症なく軽快した横断性
脊髄炎の2歳男児例

46 有馬正貴　　鈴木真波　　大野秀子
大野貴美子　　吉馴亮子　　正木宏
堀内勁

第53回日本未熟児
新生児学会

200810 Torsades de pointesを来たし
た先天性QT延長症候群の新生
児例

47 井上智香子　　鈴木真波　　大野秀子
有馬正貴　　大野貴美子　　吉馴亮子
正木宏　　堀内勁

第53回日本未熟児
新生児学会

200810 MRSA脳室炎に対しバンコマイ
シンの髄液内投与で効果を認
めた超低出生体重児の1例
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48 曽根田瞬　　三宅哲雄　　小野朋洋 第42回日本小児内
分泌学会

200810 1型糖尿病とバセドウ病を同時
に発症し、経過中に萎縮性胃
炎を呈した多腺性自己免疫症
候群III型の1例

49 三宅哲雄　　曽根田瞬　　小野朋洋 第42回日本小児内
分泌学会

200810 成長ホルモン分泌不全性低身
長症を呈し成長ホルモン療法
が有効であった18q-症候群の1
例

50 依田卓　　堀内勁　○橋本武夫
◇山内芳忠
（○聖マリア病院）
（◇岡山医療センター）

第53回日本未熟児
新生児学会

200810 BFHにおけるケアに対する母親
の心理的影響

51 依田卓　○中野隆　　堀内勁　◇山内芳忠
（○）
（◇岡山医療センター）

第23回日本母乳哺
育学会学術集会

200810 BFH（赤ちゃんにやさしい病
院）における母乳育児率

52 矢島智枝子　　西坂まゆみ　　大野秀子
鳥飼美穂　　笹本優佳

第16回神奈川県新
生児未熟児連絡会

200810 保存臍帯を用いて診断した先
天性サイトメガロウイルス感
染症の超低出生体重児の1例

53 西坂まゆみ　　矢島智枝子　　大野秀子
有馬正貴　　鳥飼美穂　　石井理文
笹本優佳

第53回日本未熟児
新生児学会

200810 在宅中心静脈栄養で退院した
短腸症候群、極低出生体重児
の1例

54 瀧正志 ﾊﾞｲｴﾙﾍﾓﾌｨﾘｱｾﾐﾅｰ
2008

200810 血友病患者のQOLの現状と今後

55 瀧正志　○小島賢一　◇和田育子
□吉川喜美枝　△立浪忍　△上野隆彦
▽竹谷英之　☆牧野健一郎　◎白幡聡
※三間屋純一　*1花井十伍　*2仁科豊
*3大平勝美
（○荻窪病院血液科）
（◇）
（□看護部）
（△医学統計学）
（▽東大医科研関節外科）
（☆産業医大リハビリテーション医学）
（◎産業医大小児科）
（※静岡こども病院血液腫瘍科）
（*1ネットワーク医療と人権）
（*2仁科・深道法律事務所）
（*3はばたき福祉事業団）

第70回日本血液学
会

200810 血液凝固異常症における医療
機関に対する満足度の調査結
果
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56 ○竹谷英之　◇牧野健一郎　□立浪忍
△三間屋純一　▽白幡聡　☆花井十伍
◎仁科豊　※大平勝美　*1小島賢一
*2吉川喜美枝　*3和田育子　　瀧正志
（○東大医科研関節外科）
（◇産業医大リハビリテーション医学）
（□医学統計学）
（△静岡こども病院血液腫瘍科）
（▽産業医大小児科）
（☆ネットワーク医療と人権）
（◎仁科・深道法律事務所）
（※はばたき福祉事業団）
（*1荻窪病院血液科）
（*2看護部）
（*3）

第70回日本血液学
会

200810 血友病における関節機能障害
に関するアンケート調結果

57 ○立浪忍　◇大平勝美　□仁科豊
△花井十伍　▽白幡聡　☆三間屋純一
◎小島賢一　※吉川喜美枝　*1和田育子
*2竹谷英之　*3牧野健一郎　　瀧正志
（○医学統計学）
（◇はばたき福祉事業団）
（□仁科・深道法律事務所）
（△ネットワーク医療と人権）
（▽産業医大小児科）
（☆静岡こども病院血液腫瘍科）
（◎荻窪病院血液科）
（※看護部）
（*1）
（*2東大医科研関節外科）
（*3産業医大リハビリテーション医学）

第70回日本血液学
会

200810 血液凝固異常症における関節
内出血回数と社会生活関連項
目の調査結果

58 ○廣瀬衣子　○犬飼岳史　○黒田格
○本名浩子　○合井久美子　　瀧正志
○杉田完爾
（○山梨大学医学部小児科）

第70回日本血液学
会

200810 下大静脈血栓と多発性肝梗塞
を伴い発症したSLEによる抗リ
ン脂質抗体症候群(APS)の男児
例

59 宮本雄策　　山本仁　　村上浩史
福田美穂　　橋本修二　　神山紀子

第42回日本てんか
ん学会

200810 てんかん発症をきっかけに診
断された新たなGFAP遺伝子を
伴う若年型Alexander病の1例

60 松田健志 第8回神奈川PRD研
究会

200810 結核の新検査法を試みた外来
症例

61 福田美穂　○浅野英司
（○ミシガン小児病院）

第42回日本てんか
ん学会

200810 Electrocorticographic
changes associated with
median-nerve somatosensory
stimulation

62 青木康之　　斉藤陽　　生駒雅昭
小板橋靖

日本腎臓学会東部
学術大会

200810 ステロイド反応性ネフローゼ
症候群のバングラディシュ姉
弟例

63 堀内勁 第53回日本未熟児
新生児学会

200810 ＮＩＣＵにおける母乳育児支
援　基調講演：母乳栄養
(Breast Milk Feeding)から母
乳育児(Breastfeeding)へ
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64 麻生健太郎 2008 Canadian
Cardiovascular
Congress

200810 Primary balloon dilation of
Aortic Coarctation in
infants is both effective
and safe

65 麻生健太郎 2008 Canadian
Cardiovascular
Congress

200810 Characterizing
catheterization risk early
after Norwood operation:
Would operative assessment
in a Hybrid suite be of
value?

66 近藤健介　　伴さとみ　　大山亮
森本瑞穂　　木下明俊

第50回日本小児血
液学会総会

200811 Imatinib治療開始9ヵ月で
Lymphoid crisisに進行した慢
性骨髄性白血病の一例。

67 庄司朋子　　長江千愛　　山下敦己
武藤真二　　中村幸嗣　　瀧正志

第50回日本小児血
液学会第24回日本
小児がん学会学術
集会

200811 化膿性リンパ節炎加療中、
APTT延長を認めループスアン
チコアグラント（LA）と抗好
中球抗体が証明された1例

68 武藤真二　　長江千愛　　山下敦己
瀧正志

第50回日本小児血
液学会第24回日本
小児がん学会学術
集会

200811 帽状腱膜下血腫を来たした血
友病Ａの乳児例

69 長江千愛　　山下敦己　　武藤真二
浅原美恵子　○山崎哲　　瀧正志
（○臨床検査部）

第50回日本小児血
液学会第24回日本
小児がん学会学術
集会

200811 第Ⅸ因子製剤にアナフィラキ
シーを呈する血友病Ｂhigh
responder例の免疫学的検討

70 瀧正志 第50回日本小児血
液学会第24回日本
小児がん学会学術
集会

200811 小児血友病のQOLとその改善へ
の対策

71 長江千愛　　山下敦己　　武藤真二
瀧正志

第31回日本血栓止
血学会

200811 ITI導入前および導入中のｒＦ
Ⅶａの定期投与が有効と考え
られたインヒビター保有血友
病A症例

72 山下敦己　　長江千愛　　武藤真二
浅原美恵子　　森本瑞穂　　木下明俊
○山崎哲　◇高山成伸　　瀧正志
（○臨床検査部）
（◇東大文化大学スポーツ・健康科学部）

第31回日本血栓止
血学会

200811 L-asparaginase治療が小児白
血病患者のトロンビン生成に
及ぼす影響

73 ○高宮脩　○小木曽菜穂　○田口さやか
◇瀧正志
（○信州大学医学部保健学科）
（◇小児科学）

第31回日本血栓止
血学会

200811 触媒領域に見い出された新規
遺伝子変異による先天性Ⅶ因
子欠乏症

74 ○立浪忍　○桑原理恵　　浅原美恵子
◇三間屋純一　□白幡聡　　瀧正志
（○医学統計学）
（◇静岡こども病院血液腫瘍科）
（□産業医大小児科）

第22回日本ｴｲｽﾞ学
会

200811 2007年度までの血液凝固異常
症全国調査に報告されたHIV感
染血液凝固異常症における
AIDS指標疾患と死亡例につい
て
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75 勝田友博　　中村幸嗣　　鶴岡純一郎
本庄綾子　　立山悟志　　長岡千春
徳竹忠臣　○中島夏樹　◇五島敏郎
加藤達夫
（○中島医院）
（◇うらわの里）

第12回日本ﾜｸﾁﾝ学
会

200811 小児インフルエンザ予防接種
における保護者の意識調査に
関する研究

76 中村幸嗣　　鶴岡純一郎　　勝田友博
本庄綾子　　立山悟志　　長岡千春
徳竹忠臣　○中島夏樹　◇五島敏郎
加藤達夫
（○中島医院）
（◇うらわの里）

第40回小児感染症
学会

200811 当院における過去20年間の細
菌性髄膜炎の検討

77 ○島秀樹　○北川博昭　○脇坂宗親
○佐藤英章　○浜野志穂　○青葉剛史
近藤健介　　木下明俊
（○外科学（小児外科））

第24回日本小児が
ん学会

200811 巨大腎芽腫の2例

78 ○各務綾希子　○松本貴絵　○小島千明
○下田香織　○田中美穂　○南由香里
○雨宮みち　○星野薫　◇岡本佐和子
◇幸加木ゆかり　　近藤健介　　木下明俊
（○看護部）
（◇薬剤部）

第24回日本小児が
ん学会

200811 多職種の連携による小児が
ん・免疫不全患者の病棟管理

79 ○長江秀樹　○北川博昭　○川瀬弘一
○脇坂宗親　◇小泉宏隆　□干川昌弘
◇高野俊史　　近藤健介　　木下明俊
（○外科学（小児外科））
（◇診断病理学）
（□）

第24回日本小児が
ん学会

200811 小児膵腺房細胞癌の一例

80 木下明俊　○宮地勇人　◇滝智彦
□高橋浩之　△林泰秀　▽多和昭雄
（○東海大学検査医学）
（◇京都府立医科大学 病態検査医学）
（□横浜市立南部病院）
（△群馬小児医療センター）
（▽国立病院機構大阪医療センター）

第24回日本小児が
ん学会

200811 JPLSG AML05臨床試験における
新WHO分類を用いた横断的中央
診断
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81 ○康勝好　◇小原明　□磯山恵一
△梶原道子　▽小池和俊　☆金澤崇
◎嶋田博之　※田中竜平　*1熊谷昌明
木下明俊　*2杉田完爾　*3杉田憲一
*4真部淳　*5林泰秀　*6前田美穂
▽花田良二　▽土田昌宏
（○東京大学小児科）
（◇東邦大学小児科）
（□昭和大学藤が丘病院）
（△東京医科歯科大学）
（▽茨城こども病院）
（☆群馬大学小児科）
（◎慶應義塾大学病院小児科）
（※埼玉医科大学国際医療センター小児腫
瘍科）
（*1成育医療センター）
（*2山梨大学）
（*3獨協大学）
（*4聖路加国際病院）
（*5日本医科大学）
（*6埼玉小児医療センター）

第24回日本小児が
ん学会

200811 ALL標準危険群に対するTCCSG
治療戦略の変遷　TCCSG ALL
L-89-12,92-13,95-14,99-15研
究

82 ○富澤大輔　　木下明俊　◇田渕健
□井田孔明　△太田節雄　▽清谷知賀子
☆小池和俊　◎高橋浩之　※黒澤秀光
◇気賀沢寿人　*1別所文雄　*2月本一郎
*3花田良二　☆土田昌宏
（○東京医科歯科大学）
（◇神奈川こども医療センター）
（□東京大学）
（△帝京市原病院小児科）
（▽成育医療センター）
（☆茨城こども病院）
（◎横浜市立南部病院）
（※獨協大学）
（*1杏林大学）
（*2東邦大学）
（*3埼玉小児医療センター）

第50回日本小児血
液学会

200811 乳児期発症の急性骨髄性白血
病の治療成績の検討　東京小
児がん研究グループ(TCCSG)13
次および14次研究より

83 斉藤陽　　青木康之　　生駒雅昭
小板橋靖

小児腎東京神奈川
の会

200811 診断に苦慮して治療に難渋し
ているループス腎炎の一例

84 木下明俊 第50回日本小児血
液学会総会

200811 JPLSG AML05臨床試験における
新WHO分類を用いた横断的中央
診断

85 笹本優佳 神奈川県小児保健
協会:母子保健指
導者研修会

200812 乳幼児と家族のこころを守り
育む：大切にしたいこどもの
こころ

86 ○Fukuda M
（○Children's Hospital of Michigan
Wayne State University）

The 62th Annual
Meeting of the
American
Epilepsy Society

200812 Young Investigator Travel
Award

87 ○Fukuda M　○Juhasz C　○Nishida M
○Sood S　○Asano E
（○Children's Hospital of Michigan
Wayne State University）

The 62th Annual
Meeting of the
American
Epilepsy Society

200812 In-vivo animation of long-
latency median-nerve
somatosensory-induced
spectral changes in humans
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88 Yamamoto H　　Fukuda M　　kamiyama N
Murakami H　　Hashimoto S

62nd American
Epilepsy Society

200812 Oxidative stress damage in
children with status
epilepticus

89 橋本修二　　山本仁　　近藤健介
伴さとみ　　村上浩史　　神山紀子
宮本雄策　　福田美穂

脳と発達 200800 呼吸管理を要した百日咳脳症
の1例

90 長江千愛　　笹本優佳　　正木宏
堀内勁　　瀧正志

第18回日本産婦人
科･新生児血液学
会

200800 新生児DICの診断と治療　新生
児DICの最近の動向

91 伴さとみ　　後藤建次郎　　長江千愛
近藤健介　　木下明俊　　山本仁
小板橋靖　○大岡正道　◇小原宏一
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇）

神奈川医学会 200800 体重減少で発症した自己免疫
性肝炎の一例

92 木下明俊　　近藤健介　　森本瑞穂
大山亮　○友杉直久
（○金沢医科大学）

第70回日本血液学
会

200800 深在真菌症に置ける鉄動態の
検討

93 宮本雄策　　山本仁　　村上浩史
福田美穂　　橋本修二　　神山紀子

第43回神奈川小児
神経懇話会

200901 低ナトリウム血症を認めた可
逆性膨大部病変を有する急性
脳症の1例

94 村上浩史　　山本仁　　福田美穂
橋本修二　　伴さとみ　　慶野大
宮本雄策

第63回神奈川てん
かん懇話会

200901 けいれんコントロールに難渋
したけいれん重積型急性脳症
の1例

95 麻生健太郎 第20回日本小児ｲﾝ
ﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ研究会

200901 Primary balloon dilation of
Aortic Coarctation in
infants is effective

96 ○鳥飼美穂　　伴さとみ　　吉岡奈月
矢島智枝子　　西坂まゆみ　　大野秀子
笹本優佳
（○小児科学）

神奈川県新生児未
熟児連絡会

200902 当院にて管理をおこなった多
胎児についての検討

97 武藤真二　　長江千愛　　山下敦己
瀧正志

第59回神奈川血液
研究会

200902 脊髄硬膜外血腫を契機に診断
された血友病Ａの乳児例

98 井上智香子　　橋本修二　　勝田友博
三宅哲雄　　栗原八千代　　土井啓司
瀧正志　○春日井滋　○小宅大輔
○岡田智幸
（○耳鼻咽喉科学）

第296回日本小児
科学会神奈川県地
方会

200902 著名な貧血を契機に発見され
た鼻腔血管腫の女児例

99 橋本修二　　大西奈月　　三宅哲雄
勝田友博　　栗原八千代　　土井啓司
瀧正志

第4回神奈川県川
崎病研究会

200902 血球貪食症候群、敗血症を合
併した川崎病の１例

100 斉藤陽　○崎山武志
（○総合診療内科）

溝の口漢方研究会 200902 陰部不快感に対して小建中湯
の母子同服が奏功した一例
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101 ○Furuta S　○Kitagawa H　○Wakisaka M
○Shima H　○Hamano S　○Nagae H
○Sato H　○Kawase H　　Keino D
Kondoh K　　Kinoshita A
（○外科学（小児外科））

Third St.jude
viva forum in
pediatric
oncology 2009

200903 Sugical Role for Abdominal
Non-Hodgkin`s Lymphoma In
Children-Results from our
own Experience

102 宮地悠輔　　慶野大　　斉藤陽
近藤健介　　木下明俊　　小板橋靖

日本小児科学会神
奈川県地方会

200903 肺炎球菌性菌血症をくり返
し、IgG2欠乏症と診断した一
症例
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1 戸部直孝 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P141-143 200806 上部消化管　A）正常の構造と
機能

2 金子英彰 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P143-150 200806 上部消化管　B）病態生理

3 木村正之 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P150-157 200806 上部消化管　C）上部消化管検
査　D）胃悪性腫瘍に対する外
科的治療（胃の手術治療）

4 田中一郎 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P157-167 200806 上部消化管　E）口腔疾患
F）食道疾患

5 民上真也 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P167-172 200806 上部消化管　G）胃･十二指腸
の腫瘍以外の疾患

6 田中圭一 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P172-185 200806 上部消化管　H）胃腫瘍

7 ○重田博
（○日本橋･重田胃腸科クリニック）

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P187-191 200806 下部消化管　A）正常の構造と
機能

8 榎本武治 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P191-197 200806 下部消化管　B）下部消化管疾
患の病理生理　C）検査

9 須田直史 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P198-206 200806 下部消化管　D）手術術式

10 櫻井丈 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P207-213 200806 下部消化管　E）小腸疾患

11 片山真史 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P214-215 200806 下部消化管　F）虫垂疾患

12 月川賢 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P216-238 200806 下部消化管　G）大腸疾患

13 濱谷昌弘 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P239-245 200806 下部消化管　H）肛門疾患

外科学（消化器・一般外科）　著書
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14 渡邉泰治 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P247-256 200806 肝・胆道・膵・脾　A）正常の
構造と機能

15 小泉哲 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P257-265 200806 肝・胆道・膵・脾　B）検査

16 小泉哲 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P270-285 200806 肝・胆道・膵・脾　D）肝疾患

17 大坪毅人 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P266-269 200806 肝・胆道・膵・脾　C）手術術
式

18 朝倉武士 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P285-297 200806 肝・胆道・膵・脾　E）胆道疾
患

19 中野浩 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P297-307 200806 肝・胆道・膵・脾　F）膵疾患

20 陣内祐二 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための
外科学 各論 医学
出版社

P307-314 200806 肝・胆道・膵・脾　G）門脈圧
亢進症

1 ○Shinjiro Kobayashi
◇Satoshi Katagiri
◇Shyunichi Ariizmi
◇Masakazu Yamamoto
（○Digestive and Genreal Surgery，
St.Marianna University of Medicine ）
（◇Department Surgery，Institude of
Gastroenterology，Tokyo Women’s
Medical University）

Hepato-
Gastroenterology
2008

55(3-
4)P531-
534

200804 Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ Ｅｆ
ｆｅｃｔ ｏｆ ＴＡＥ Ｃａｎ
ｂｅ Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ ｂ
ｙ Ａｂｄｏｍｉｎａｌ－ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ ＣＴ Ｆｉｎｄ
ｉｎｇｓ ｉｎ ＨＣＣ

2 ○Hiroshi Nakano
○Takeshi Asakura　○Satoshi Koizumi
○Takayuki Asano　○Taiji Watanabe
○Takehito Otsubo　◇Kenji Takizawa
（○Department of Gastroenterological
Surgery,St Marianna University
Hospital）
（◇Radiology,St Marianna University
Hospital）

Hepato-
Gastroenterology
2008

55(3-
4)P687-
691

200804 Second Surgery after a
Pancreaticoduodenectomy in
Patients with Periampullary
Malignancies

3 ○Hiroshi Nakano
○Takeshi Asakura　○Jou Sakurai
○Satoshi Koizumi　○Takayuki Asano
○Taiji Watanabe　○Takehito Otsubo
（○Department of Gastroenterological
Surgery,St Marianna University
Hospital）

Hepato-
Gastroenterology
2008

55(3-
4)P717-
721

200804 Prophylactic lrrigation
around a
Pancreaticojejunostomy for
the Treatment of a
Pancreatic Fistula aferr a
Pancreatico-duodenectomy in
Patients with a Risky
Pancreatic Remnant

外科学（消化器・一般外科）　誌上発表
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4 大坪毅人　○片桐聡　　小泉哲
○山本雅一　○高崎健
（○東京女子医科大学　消化器外科）

消化器外科 31(6)P97
9-984

200805 肝細胞癌の外科治療　肝硬変
非併存時の肝切除術

5 櫻井丈　　牧角良二　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人

手術 62(5)P63
5-639

200805 開腹用牽引開創器を用いた鏡
視補助小切開結腸右半切除

6 ○Hiromici P.Kobayashi
○Taiji Watanabe
○Shigeur Oowada
◇Aki Hirayama
◇Sohji Nagase
□Masato Kannbayashi
○Takehito Otsubo
（○Department of Gastroenterological
and General Surgery，St.Marianna School
of Medicine）
（◇Institute of clinical Medicine，
University of Tsukuba）
（□Kyoto Pharmaceutical University）

Jounal of
Surgical
Research

147･P41-
49

200806 Effect of CV159-Ca2＋
/Calmodulin Blockade on
Redox Status Hepatic
Ischemia-Reperfusion Injury
in Mice Evaluated by a
Newly Developd in Vivo EPR
Imaging Technique

7 ○Nobuyoshi Miyajima
（○Department of Gastroenterological
and General Surgery，School of
Medicine,St.Marianna University ,Toyoko
Hospital）

The Keio Jounal
of Medicine

57(3)P15
0-154

200806 Short-term Outcome of
Laparpscopic Surgery for
Rectal Cancer

8 花井彰　　佐治攻　　住吉賢　　民上真也
小森山広幸　　大坪毅人

手術 62(7)P98
3-987

200806 腹腔鏡(補助）下前方切除術の
際，直腸間膜および直腸切除
を容易にする工

9 亀井奈津子　　櫻井丈　　片山真史
須田直史　　月川賢　　大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

69(7)P16
83-1686

200807 乳糜腹水を伴った絞扼性イレ
ウス

10 諏訪敏之　　櫻井丈　　青木一浩
○吉田和彦　○嶋田久　　大坪毅人
（○島田総合病院　外科）

手術 62(7)P10
00-1003

200807 後腹膜に発生した神経節細胞
腫（ganglioneuroma）の1例

11 小泉哲　　朝倉武士　　渡邉泰治
小林慎二郎　　佐々木貴浩　　中野浩
大坪毅人

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)P35
5-360

200808 肝門部胆管癌との鑑別が困難
であった原発性硬化性胆管炎
の1例

12 民上真也　　田中圭一　○石井利昌
牧角良二　　花井彰　　小森山広幸
◇高野俊史　　大坪毅人
（○埼玉医科大学　国際医療センター　包
括的がんセンター）
（◇診断病理学）

日本外科連合学会
誌

33(4)P59
5-599

200808 壁外性発育を示した径30ｃｍ
の巨大胃GISTの1例

13 月川賢　　大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)P37
1-381

200808 最新の癌研究　熱可逆性ハイ
ドロゲル（Thermoreversible
gelation hydrogel；TGP）と
癌組織培養－スフェロイドと
低酸素環境－
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14 ○K.Yamada　○K.Onoda　○R.Kyoi
○R.Ohshima　○K.Narahashi
○H.Kawashima　○S.Noda　○N.Okamoto
○H.Kaneko　◇T.Ohtubo
（○Dept.G.I.Sung and General
Surg.Kawasaki Municipal Tama Hospital）
（◇Dept.G.I.Sung and General
Surg.St.Marianna Univ.School of
Medicine）

XXII Biennial
Congress of the
International
Society of
University Colon
and Rectal
Sungeons･ISUCRS

P109-112 200809 Laparoscopic colectomy
Combined with
Minilaparotomy Approach for
Safety Operation in
Pastients with coloreatal
Canser

15 櫻井丈　　榎本武治　　四万村司
亀井奈津子　　瀬上航平　○上原悠也
○嶋田仁　◇野田顕義　　大島隆一
片桐秀元　　片山真史　　諏訪敏之
小林慎二郎　　小泉哲　　戸部直孝
牧角良二　　須田直史　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　宮島伸宜
大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

日本腹部救急医学
会雑誌

28(6)P76
2

200809 第44回日本腹部救急医学会総
会会長賞受賞記事　腹部緊急
手術症例の感染性合併症は術
前栄養指標で予測可能か？

16 西尾乾司　　櫻井丈　　牧角良二
○三浦和裕　　片桐秀元　　諏訪敏之
榎本武治　　小林慎二郎　　月川賢
大坪毅人
（○外科学）

日本外科系連合雑
誌

33(5)P80
5-808

200810 腹壁に発生した筋脂肪腫の1例

17 櫻井丈　　瀬上航平　○嶋田仁
◇野田顕義　　片山真史　　諏訪敏之
榎本武治　　小林慎二郎　□嶋田久
大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□島田総合病院　外科）

日本外科連合学会
誌

33(5)P81
5-819

200810 両側特発性上腰ヘルニアの1例

18 小林慎二郎　○矢川陽介　　櫻井丈
中野浩　　大坪毅人
（○筑波胃腸病院　外科）

日本外科連合学会
誌

33(5)P77
2-776

200810 Ｓ状結腸癌が先進部となり肛
門外脱出をきたした腸重積の1
例

19 大坪毅人　　中野浩　　小泉哲
朝倉武士　　渡邉泰治　　小林慎二郎

手術 62(11)P1
557-1560

200810 小切開・内視鏡補助下肝外側
区域切除

20 民上真也　　奈良橋喜芳　○石井利昌
芦川和広　　小森山広幸　　大坪毅人
（○埼玉医科大学　国際医療センター　包
括的がんセンター）

臨床外科 63(10)P1
457-1461

200810 直腸癌術後に生じた孤立性副
腎転移の1切除例

21 ○嶋田仁　　櫻井丈　　片山真史
◇湊栄治　◇嶋田久　　諏訪敏之
大坪毅人
（○外科学）
（◇島田総合病院　外科）

日本腹部救急医学
会雑誌

28(7)P98
5-988

200811 内臓逆位症に腸回転異常症を
伴い絞扼性イレウスを発症し
た1例

22 瀬上航平　　小林慎二郎　　佐々木貴浩
櫻井丈　　小泉哲　　渡邉泰治　　中野浩
大坪毅人

日本腹部救急医学
会雑誌

28(7)P95
3-955

200811 内ヘルニアに起因した腸管気
腫症の1例
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23 ○三浦和裕　　田中一郎　　宮崎眞澄
戸部直孝　　田中圭一　　大坪毅人
（○外科学）

臨床外科 63(10)P1
623-1625

200811 虫垂切除検体から発見された
日本住血吸虫の1例

24 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)P57
5-579

200812 消化器癌治療の最前線(大腸が
ん）

25 ○上原悠也　　櫻井丈　◇野田顕義
片桐秀元　　牧角良二　　小林慎二郎
須田直史　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

日本外科連合学会
誌

33(6)P92
0-922

200812 腹腔鏡下低位前方切除術後
ポートサイトヘルニアをきた
した1例

26 櫻井丈　　榎本武治　　瀬上航平
○野田顕義　　片山真史　　諏訪敏之
小林慎二郎　　中野浩　　田中一郎
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

日本消化器外科学
会雑誌

41(12)P2
018-2022

200812 術後8年目に心タンポナーデで
発症した胃癌による癌性心膜
炎の1例

27 櫻井丈　　牧角良二　　榎本武治
瀬上航平　○野田顕義　　片山真史
諏訪敏之　　小林慎二郎　　中野浩
田中一郎　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

消化器科 47(6)P67
0-674

200812 長期生存が得られた異時性肝
転移を伴う胃肝様腺癌の1例

28 亀井奈津子　　櫻井丈　○野田顕義
片山真史　　榎本武治　　須田直史
月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

日本腹部救急医学
会雑誌

29(1)P83
-85

200901 穿孔部位を認めなかった魚骨
による腹腔内膿瘍の1例

29 亀井奈津子　　陣内祐二　　小林慎二郎
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

70(1)P11
3-115

200901 小腸異所性膵による腸重積の1
例

30 小林慎二郎　　小泉哲　　朝野隆之
渡邉泰治　　櫻井丈　　朝倉武士
○有泉泰　○小池淳樹　　中野浩
大坪毅人
（○診断病理学）

日本消化器外科学
会雑誌

42(2)P18
7-191

200902 術前診断が困難であった高分
化型肝細胞癌の1例
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31 ○Ｎobuyoshi Miyajima
◇Masaki Fukunaga
□Hirotoshi Hasegawa
△Junichi Tanaka
▽Junji Okuda
☆Masahiko Watanabe
◎On Behalf of Japan Society of
Laparoscopic Colorectal Surgery
Kanagawa
（○Department Gastroenterological and
General Surgery，School of
Medicine,St.Marianna University,Toyoko
Hospital）
（◇Department of Surgery，Juntendo
University Urayasu Hospital）
（□Department of Surgery，Keio
University）
（△Digestive Disease Cancer，Showa
University Northern）
（▽Department of Surgery，Osaka Medica
University）
（☆Department of Surgery，Kitazato
University）

Sueg Endosc
(2009)

23･P113-
118

200902 Results of multicenter
study of 1,057 cases of
rectal cancer treated by
Laparoscopic surgery

32 牧角良二　○島田英雄　◇永野靖彦
□福田直人　◇國崎主税
（○東海大学医学部　消化器外科）
（◇横浜市立大学付属市民総合医療セン
ター消化器病センター外科）
（□帝京大学医学部溝口病院　外科）

医学と薬学 61(2)P17
1-180

200902 神奈川創傷治療懇話会　－周
術期管理における血液凝固第
ＸＩＩＩ因子製剤の有用性－

33 瀬上航平　　櫻井丈　　根岸宏行
○嶋田仁　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
小泉哲　　渡邉泰治　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人
（○外科学）

胆と膵 30(2)P18
7-190

200902 術前診断に難渋したＩｐ型早
期胆管癌の1例

34 四万村司　　櫻井丈　　牧角良二
月川賢　　大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

70(2)P56
0-564

200902 Ｓ状結腸癌同時性孤立性脾転
移の1例

35 櫻井丈　　牧角良二　　諏訪敏之
小林慎二郎　　宮島伸宜　　大坪毅人

手術 63(2)P22
3-226

200902 人工肛門閉鎖術における皮膚
環状縫合法

36 ○高崎晴子　　櫻井丈　　榎本武治
大坪毅人　◇竹村弘　□操華子
（○感染制御部）
（◇微生物学）
（□国際医療福祉大学大学院）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(1)P29
-36

200902 当院における結腸手術部位感
染サーベイランス結果　人工
肛門造設とハイリスク群にお
けるプレアルブミン値との関
連

37 佐々木貴浩　　小林慎二郎　　小泉哲
渡邉泰治　　中野浩　　大坪毅人

日本臨床外科学会
雑誌

70(3)P85
9-864

200903 脾破裂を契機に発見さてた悪
性孤立性線維性腫瘍の1例

38 ○嶋田仁　　田中一郎　　田中圭一
伊藤弘昭　　戸部直孝　　大坪毅人
（○外科学）

臨床外科 64(3)P40
3-406

200903 巨大後腹膜傍神経節腫の1例

39 諏訪敏之　　櫻井丈　　青木一浩
○吉田和彦　○嶋田久　　大坪毅人
（○島田総合病院　外科）

手術 63(3)P40
9-412

200903 胆嚢原発腺内分泌細胞癌の1例
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1 四万村司　　須田直史　○上原悠也
大島隆一　　片桐秀元　　小林慎二郎
櫻井丈　　牧角良二　　月川賢
◇青葉剛史　□小池淳樹　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））
（□診断病理学）

第94回日本消化器
病学会大会

200805 大腸癌臍転移の一例

2 小林慎二郎　　小泉哲　○有泉俊一
大坪毅人　○高橋豊　○山本雅一
（○東京女子医科大学　消化器外科）

第94回日本消化器
病学会大会

200805 腹部血管造影検査で肝動脈分
岐形態に関する検討

3 亀井奈津子　　朝倉武士　○上原悠也
◇野田顕義　○三浦和裕　　川嶋八也
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第94回日本消化器
病学会大会

200805 食道･十二指腸同時穿孔の1例

4 陣内祐二　　田中一郎　　瀬上航平
○京井玲奈　　濱谷昌弘　　田中圭一
大坪毅人　◇田所衛
（○外科学）
（◇病理診断学）

第94回日本消化器
病学会大会

200805 食道類基細胞癌の1例

5 大坪毅人 第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 座長：デジタルポスターセッ
ション（171）「肝（肝不全・
線維化）」

6 月川賢　○平泰彦　◇田中克之
○藤縄宣也　　須田直史　　四万村司
牧角良二　　櫻井丈　　小林慎二郎
片桐秀元　　大島隆一　□上原悠也
宮島伸宜　　大坪毅人
（○救急医学）
（◇脳神経外科学）
（□外科学）

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 腫瘍の抗癌剤感受性に対する
高気圧酸素療法の増感効果-大
腸癌細胞株のスフェロイドを
用いた検討-

7 中野浩　　櫻井丈　　瀬上航平
○野田顕義　　小泉哲　　渡邉泰治
朝倉武士　　大坪毅人
◇Elie Qussoutzoglou
◇Philippe Bachellier
◇Daniel Jaeck
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇ルイ・パスツール・ストラスブール大
学）

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 肝右葉切除を必要とする術前
化学療法施行後の大腸癌肝転
移症例におけるＢｌｕｅ　Ｌ
ｉｖｅｒの術後肝不全に関す
るリスクと対策

8 朝倉武士　　亀井奈津子　○野田顕義
◇三浦和裕　　佐々木貴浩　　榎本武治
櫻井丈　　小泉哲　　戸部直孝
渡邉泰治　　中野浩　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 膵頭十二指腸切除（ＰＤ）に
おける術前栄養評価と術後手
術部位感染（ＳＳＩ）の検討

9 渡邉泰治　　小林博通　　小泉哲
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 肝虚血再灌流障害とにおける
選択的Ｃａ2＋/ＣａＭ阻害剤
CV159の投与効果とROS抑制下
におけるNO動態の特徴

外科学（消化器・一般外科）　学会発表
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10 須田直史　　片桐秀元　　大島隆一
小林慎二郎　　櫻井丈　　牧角良二
四万村司　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 直腸癌に対する腹腔鏡下直腸
切除術の問題点および安全に
行うための工夫

11 櫻井丈　　榎本武治　　四万村司
○上原悠也　　亀井奈津子　　瀬上航平
◇野田顕義　　大島隆一　　片桐秀元
小林慎二郎　　濱谷昌弘　　小泉哲
戸部直孝　　牧角良二　　須田直史
渡邉泰治　　朝倉武士　　田中圭一
中野浩　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 術前栄養パラメーターで消化
器癌術後感染性合併症発生は
予測可能か？

12 小泉哲　　戸部直孝　　櫻井丈
濱谷昌弘　　榎本武治　　陣内祐二
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 開腹に用いるデバイスの違い
による術後創痛の差異につい
ての検討

13 大島隆一　○太田智彦　○呉　文文
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 新規大腸癌抑制遺伝子の候
補、EDDの固定

14 小森山広幸　○林宏行　◇中澤暁雄
□阿部裕之　○川瀬みさ子　○宮下実
○川島由起子　○鈴木博
（○西部病院ＮＳＴ）
（◇救急医学）
（□外科学（心臓血管外科））

第108回日本外科
学会定期学術集会

200805 栄養障害患者では抗ＭＲＳＡ
剤の投与期間が延長する

15 田中一郎　　田中圭一　　陣内祐二
濱谷昌弘　○三浦和裕　　根岸宏行
伊藤弘昭　　瀬上航平　○嶋田仁
諏訪敏之　　大坪毅人
（○外科学）

第75回日本消化器
内視鏡学会総会

200805 LADGにおけるNo.8ａ，7，9リ
ンパ節郭清の工夫

16 大坪毅人 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 代表世話人

17 田中一郎 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 世話人

18 小森山広幸 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 世話人

19 山田恭司 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 当番世話人挨拶　特別講演座
長
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20 月川賢 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 世話人

21 木村正之 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 世話人

22 宮島伸宜 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 世話人

23 四万村司 4nd
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200805 事務局

24 大坪毅人 第44回日本肝癌研
究会

200805 座長：一般演題　（ポスター
発表）　その他－8

25 大坪毅人 第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 司会：ミニシンポジウム7　鏡
視下手術（膵脾）

26 中野浩　　朝倉武士　　榎本武治
小泉哲　　戸部直孝　　渡邉泰治
大坪毅人　○滝澤謙治
（○放射線医学）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 Ｖｐ4ＩＭ3切除不能肝癌に肝
動注化学療法，肝切除，術後
TACEが有効であった1例

27 ○畑山年之　　中野浩　○石田康男
○林征洋　○大賀純一　○佐藤純人
○櫻庭一馬　○幡谷潔
（○横浜旭中央総合病院　外科）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 肝臓手術におけるSonazoidに
よる術中造影超音波検査の使
用経験

28 朝倉武士　　佐々木貴浩　　川嶋八也
榎本武治　　戸部直孝　　小泉哲
渡邉泰治　　中野浩　　大坪毅人

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 教室における幽門輪温存膵頭
十二指腸切除（PPPD）時の膵
液ろうの予防と治療

29 小泉哲　　佐々木貴浩　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 不可逆性乳頭機能不全に対し
て経十二指腸的乳頭形成術を
施行した1例

30 小林慎二郎　　大坪毅人　○有泉俊一
小泉哲　○片桐　聡　○小寺　由人
○高橋豊　○山本雅一
（○東京女子医科大学　消化器外科）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 1035例の腹部血管造影検査所
見を用いた肝動脈分岐形態の
検討
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31 榎本武治　　朝倉武士　　亀井奈津子
○三浦和裕　　川嶋八也　　戸部直孝
佐々木貴浩　　小泉哲　　渡邉泰治
中野浩　◇遠藤育世　□小田中美恵子
大坪毅人
（○外科学）
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 胆嚢悪性繊維性組織球腫の1手
術例

32 陣内祐二　　田中圭一　　亀井奈津子
瀬上航平　　榎本武治　　濱谷昌弘
小林慎二郎　　小泉哲　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　田中一郎
大坪毅人　○田所衛
（○診断病理学）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 Vibrio choleran non-01によ
る胆嚢炎の1例

33 川嶋八也　　佐々木貴浩　　榎本武治
戸部直孝　　小泉哲　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
○小田中美恵子　○高木正之
（○診断病理学）

第20回日本肝胆膵
外科学会学術集会

200805 悪性腫瘍との鑑別が困難で
あった胆道狭窄による閉塞性
黄疸の一例

34 小林慎二郎　　小泉哲　　大坪毅人
○有泉俊一　○片桐聡　○高橋豊
○古川達也　◇高崎健　○山本雅一
（○東京女子医科大学　消化器外科）
（◇佼成病院）

第44回日本肝臓学
会総会

200806 レシチンによる小粒子リピオ
ドールエマルジョンを用いた
肝細胞癌に対してのＩＶＲ治
療

35 ○Takehito Otsubo
（○Gastroenterplogical and Genenral
Surgery,St.Marianna University School
of Midicine）

The 54th Annal
Congress Of the
Japan Section &
The 14th Czech-
Japan Srgical
Symposium

200806 Discusser

36 ○Takao Kojima
○Yuuji Jinnouchi
○Keiichi Tanaka
○Kazuhiro Miura
○Rena Kyoui
○Satoko Sonobe
○Natuko Kamei
○Kouhei Segami
○Yuuya Uehara
○Masahiro Hamaya
○hiroshi Nakano
○Ichiro Tanaka
○Takehito Otsubo
◇Jyunichi Koike
◇Mamoru Tadokoro
（○Digestive and Genreal Surgery，
St.Marianna University of Medicine ）
（◇Pathology，St Marianna University
School Of Midicine）

The 54th Annal
Congress Of the
Japan Section &
The 14th Czech-
Japan Srgical
Symposium

200806 A case of early multiple
gastric cancer that was
difficult to distinguish
from stage Ⅳ gastric
cancer
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37 ○Keizo Hataji
○Keiichi Tanaka
○Kouhei Segami
○Yuji Jinnouchi
○Takeharu Enomoto
○Masahiro Hamaya
○Ichiro Tanaka
○Takehito Otsubo
◇Toshihumi Takano
（○Digestive and Genreal Surgery，
St.Marianna University of Medicine ）
（◇Pathology，St Marianna University
School Of Midicine）

The 54th Annal
Congress Of the
Japan Section &
The 14th Czech-
Japan Srgical
Symposium

200806 A case of primary gastric
Choriocarcinoma coexisting
with adenocarcinoma

38 ○Masasumi Miyazaki
○Shinjiro Kobayashi
○Tsukasa Simamura　○Tadashi Suda
○Ryouji Makizumi　○Jou Sakurai
○Hideyuki Katagiri
○Satoshi Tsukikawa
○Nobuyoshi Miyajima
◇Yasushi Ariizumi　◇Masayuki Takagi
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterplogical and Genenral
Surgery,St.Marianna University School
of Midicine）
（◇Pathology，St Marianna University
School Of Midicine）

The 54th Annal
Congress Of the
Japan Section &
The 14th Czech-
Japan Srgical
Symposium

200806 A case of lieocecal
inflammatory mass difficult
to be differentiated from
malignant tumor

39 ○Jin Simada　○Akiyoshi Noda
○Hideyuki Katagiri　○Keizo Hataji
○Takahiro Sasaki　○Satoshi Koizumi
○Taiji Watanabe　◇Kenichi Morisawa
◇Shigeki Fujitami　◇Yasuhiko Taira
○Takehito Otsubo
（○Digestive and Genreal Surgery，
St.Marianna University of Medicine ）
（◇Emergency and Clinicak
Medicine,St.Marianna University of
Medicine）

The 54th Annal
Congress Of the
Japan Section &
The 14th Czech-
Japan Srgical
Symposium

200806 A case of abdominal injury
caused by a shotgun

40 大坪毅人 第33回日本外科系
連合学術集会

200806 座長:ラウンドテーブルディス
カッション1　肝門部浸潤癌の
治療戦略

41 宮島伸宜 第33回日本外科系
連合学術集会

200806 座長：ビデオシンポジウム2
小さな孔からの手術-現状と将
来（大腸･泌尿器）

42 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
伊藤弘昭　　畑地慶三　○三浦和裕
陣内祐二　　大坪毅人
（○外科学）

第33回日本外科系
連合学術集会

200806 胃上部早期癌に対するEEA　T
M　OrVil　T Mを用いた腹腔鏡
補助下噴門側胃切除術

43 山田恭司　○京井玲奈　　大島隆一
奈良橋喜芳　　小野田恵一郎
野田真一郎　　岡本紀彦　　金子英彰
大坪毅人
（○外科学）

第33回日本外科系
連合学術集会

200806 大腸外科領域における小切開
手術の現状と将来展望
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44 須田直史　　片桐秀元　　民上真也
宮島伸宜　　櫻井丈　　四万村司
牧角良二　　月川賢　　大坪毅人

第33回日本外科系
連合学術集会

200806 最新の画像診断を利用した腹
腔鏡下大腸切除術の手術手技

45 櫻井丈　　牧角良二　　瀬上航平
○嶋田仁　◇野田顕義　　片桐秀元
諏訪敏之　　榎本武治　　小林慎二郎
四万村司　　須田直史　　月川賢
宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第33回日本外科系
連合学術集会

200806 人工肛門閉鎖術における皮膚
環状縫合の有用性

46 諏訪敏之　○吉川剛司　　櫻井丈
◇前田長生　　大坪毅人
（○消化器外科）
（◇聖ヨゼフ病院　外科）

第33回日本外科系
連合学術集会

200806 大臀筋に転移した肝細胞の１
例

47 ○遠藤仁　　佐々木貴浩　　伊藤弘昭
◇吉田有徳　○嶋田仁　　瀬上航平
小林慎二郎　　小泉哲　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））

第37回神奈川県消
化器外科研究会

200806 治療に難渋した急性胆管炎の1
例

48 山田恭司 第3回小切開･鏡視
下手術研究会

200806 座長：シンポジウム　胃・大
腸手術における小切開法vs気
腹法

49 山田恭司　○土田興生　○梶ヶ谷真理
◇本田朱麗　　本庄広大　　川嶋八也
濱谷昌弘　　野田真一郎　　岡本紀彦
金子英彰　□横手薫美夫　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□呼吸器外科）

第3回小切開･鏡視
下手術研究会

200806 大腸癌手術における腹腔鏡手
術と小切開手術の費用対効果
分析

50 本庄広大　　山田恭司　○土田興生
○梶ヶ谷真理　◇本田朱麗　　川嶋八也
濱谷昌弘　　野田真一郎　　金子英彰
□横手薫美夫　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□呼吸器外科）

第3回小切開･鏡視
下手術研究会

200806 肥満患者に小切開手術は可能
か

51 花井彰　○小島啓夫　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
◇西川徹　　住吉賢　　芦川和広
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第3回小切開･鏡視
下手術研究会

200806 結腸癌に対するLAC miniによ
る直視下リンパ節郭清と腹腔
鏡下リンパ節郭清の短期成績
の比較

52 大坪毅人 第2回消化器外科ｶ
ﾝﾌｧﾚﾝｽ

200806 肝切除手技の実際

53 櫻井丈 第24回神奈川ｽﾄｰﾏ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会

200806 消化管ストーマの造設法と合
併症

- 209 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

54 大坪毅人 宮前区医師会 200806 今日の急性腹症

55 四万村司　　陣内祐二　○野田顕義
濱谷昌弘　　田中圭一　　田中一郎
◇滝澤謙治　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇放射線医学）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 動脈化学塞栓術にて症状緩和
が得られた食道癌腰椎転移の1
例

56 木村正之　○越宗紀一郎　　小林博通
◇吉川剛司　○前田長生
（○聖ヨゼフ病院　外科）
（◇消化器外科）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 当院における容易で安全なB-
Ｉ法　器械吻合テクニック

57 神尾浩司　　芦川和広　　朝野隆之
○西川徹　　片山真史　　花井彰
住吉賢　　石井将光　◇小島啓夫
小森山広幸
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 当院における幽門側胃切除術
後の再建手技の実際

58 田中圭一　　田中一郎　　西尾乾司
○遠藤仁　　諏訪敏之　　榎本武治
大坪毅人
（○外科学）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 当科における幽門側胃切除後
の再建手技

59 田中一郎　　田中圭一　○冨田祐加
根岸宏行　　伊藤弘昭　　西尾乾司
◇遠藤仁　◇三浦和裕　　畑地慶三
諏訪敏之　　榎本武治　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 腹腔鏡下幽門側胃切除術にお
けるＮｏ.6郭清

60 ○冨田祐加　　諏訪敏之　　西尾乾司
◇遠藤仁　　榎本武治　　朝野隆之
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 肝転移を認めた胃原発神経内
分泌腫瘍

61 諏訪敏之　　田中一郎　○冨田祐加
西尾乾司　◇遠藤仁　　榎本武治
田中圭一　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 抗りん脂質抗体症候群に合併
した胃癌の2例

62 田中一郎 第34回神奈川胃癌
治療研究会

200807 次回当番世話人挨拶

63 朝倉武士 第6回神奈川胆膵
癌研究会

200807 座長：症例報告

64 佐々木貴浩 第6回神奈川胆膵
癌研究会

200807 CA19-9が高値で術前胆道癌と
の鑑別に苦慮した胆石総胆管
結石の1例

65 大坪毅人 第14回臨床消化器
病を考える会

200807 座長：特別講演
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66 榎本武治 第14回臨床消化器
病を考える会

200807 「当科におけるSSI対策の現状
について」～手術部位感染
（SSI）サーベランスを行って
～

67 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第55回学
術集会ならびに平
成20年度評議員
会･総会

200807 開会の辞

68 中野浩 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第55回学
術集会ならびに平
成20年度評議員
会･総会

200807 第3郡：座長

69 ○田中克之　◇箕輪良行　□岡田智幸
△方波見卓行　　月川賢　▽須賀万智
▽吉田勝美
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（□耳鼻咽喉科学）
（△内科学（代謝・内分泌内科））
（▽予防医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第55回学
術集会ならびに平
成20年度評議員
会･総会

200807 本学の卒後臨床研修における
ポートフォリオ評価

70 大坪毅人 第63回日本消化器
外科学会総会

200807 肝　悪性1：座長

71 宮島伸宜 第63回日本消化器
外科学会総会

200807 腹腔鏡下大腸切除術の技術継
承の工夫：司会

72 櫻井丈　　榎本武治　○野田顕義
片山真史　　諏訪敏之　　小林慎二郎
四万村司　　牧角良二　　田中一郎
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 胃癌術後1日目のCRPとプレア
ルブミンでの術後SSI発生は予
測可能である

73 中野浩　　大坪毅人
○Daniel Jaeck
（○ルイ・パスツール・ストラスブール大
学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 術前化学療法によるBlue
Lover症候群を考慮した大腸癌
肝転移摘除のタイミングと術
式選択

74 須田直史　　片桐秀元　　小林慎二郎
櫻井丈　　牧角良二　　四万村司
月川賢　　大坪毅人　　民上真也
宮島伸宜

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 腹腔鏡下横行結腸切除術にお
ける技術継承の工夫～膜解剖
の把握の重要性～

75 小森山広幸　　芦川和広　　民上真也
○林宏行　○岩堀健人　○宮下実
○川嶋由起子　○奥野由起子
○川瀬みさこ
（○横浜市西部病院ＮＳＴ）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 短腸症候群におけるNSTの役割
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76 小野田恵一郎　　山田恭司　○京井玲奈
大島隆一　　奈良橋喜芳　　野田真一郎
岡本紀彦　　金子英彰　　大坪毅人
（○外科学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 虫垂周囲膿瘍に対する保存的
療法の功罪

77 四万村司　　陣内祐二　○野田顕義
榎本武治　　櫻井丈　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 緩和医療における外科医のか
かわり

78 朝倉武士　　佐々木貴浩　　川嶋八也
榎本武治　　戸部直孝　　小泉哲
渡邉泰治　　中野浩　　大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 PPPD時の再建法･吻合法の現状
と課題(特に、DGE・膵空腸縫
合不全について）

79 渡邉泰治　　小林博通　　畑地慶三
小泉哲　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 肝虚血再灌流障害におけるＮ
Ｏ動態の観察

80 牧角良二　　櫻井丈　○嶋田仁
須田直史　　片桐秀元　　四万村司
小林慎二郎　　月川賢　　大坪毅人
宮島伸宜
（○外科学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 直腸脱に対する鏡視下手術の
現状と将来の展望

81 花井彰　　佐治攻　　青木一浩　　住吉賢
民上真也　　小森山広幸　　大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 腹腔鏡下前方切除術の骨盤内
操作をより容易にする方法－
Tape Twist method

82 田中一郎　　田中圭一　　畑地慶三
陣内祐二　　濱谷昌弘　　亀井奈津子
伊藤弘昭　　根岸宏行　　大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 胃上部早期癌に対する
EEATMOrVilTMを用いた腹腔鏡
補助下噴門側胃切除術

83 田中圭一　　田中一郎　　亀井奈津子
畑地慶三　　陣内祐二　　濱谷昌弘
大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 胃癌手術症例における小野寺
らの栄養指数の検討

84 小泉哲　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 MDCTより作成したMPR画像によ
る肝細胞癌の術前腫瘍肉眼分
類診断

85 亀井奈津子　　陣内祐二　　畑地慶三
濱谷昌弘　　田中圭一　　田中一郎
大坪毅人　○小田中美恵子　○高木正之
（○診断病理学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 小腸異所膵による腸重積の1例

86 山田恭司　○京井玲奈　　大島隆一
奈良橋喜芳　　小野田恵一郎
野田真一郎　　岡本紀彦　　金子英彰
大坪毅人
（○外科学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 TEM用肛門鏡を用いた経肛門的
直腸腫瘍切除術における手術
手技の工夫

87 畑地慶三　　田中一郎　　亀井奈津子
陣内祐二　　濱谷昌弘　　田中圭一
大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 小腸潰瘍の穿孔による腹膜炎
を呈した悪性リンパ腫の1例
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88 陣内祐二　　田中一郎　　亀井奈津子
畑地慶三　　諏訪敏之　　濱谷昌弘
田中圭一　　大坪毅人　○小池淳樹
○田所衛
（○診断病理学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 胃切除既往のないgastritis
cystica profunda（GCP）に胃
癌が併存した2例

89 民上真也　　小林博通　　青木一浩
木村正之　　花井彰　　小森山広幸
○高野俊史　　大坪毅人
（○診断病理学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 特異な発育形態を示した膵頭
部低分化型腺癌の1切除例

90 宮崎賢澄　　小林慎二郎　　四万村司
須田直史　　牧角良二　　月川賢
宮島伸宜　　大坪毅人　○小池淳樹
○高木正之
（○診断病理学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 大腸憩室炎によるＳ状結腸膣
痩の1例

91 佐々木貴浩　○三井寛之　◇遠藤仁
◇三浦和裕　　小泉哲　　渡邉泰治
中野浩　　大坪毅人　□小池淳樹
□高木正之
（○臨床研修センター）
（◇外科学）
（□診断病理学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 脾破裂を契機に発見された
malignnt solitary fibrous
tumor（MAFT）の1例

92 片山真史　○吉田和彦　◇嶋田仁
○湊栄治　　櫻井丈　○嶋田久
大坪毅人
（○島田総合病院　外科）
（◇外科学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 地域一般病院での腹腔鏡下胆
嚢摘出術の経験

93 ○嶋田仁　　櫻井丈　　大島隆一
片桐秀元　　小林慎二郎　　四万村司
牧角良二　　須田直史　　宮島伸宜
大坪毅人
（○外科学）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 腹腔鏡下手術を施行した術後
癒着性イレウスの一例

94 濱谷昌弘　　須田直史　　櫻井丈
牧角良二　　四万村司　　片桐秀元
小林慎二郎　　榎本武治　　月川賢
大坪毅人

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 当科における虚血性大腸炎に
関する検討

95 小林慎二郎　　小泉哲　○有泉俊一
○片桐聡　○小寺由人　○高橋豊
大坪毅人　○山本雅一
（○東京女子医科大学　消化器外科）

第63回日本消化器
外科学会総会

200807 肝動脈分岐形態に関する腹部
血管造影検査1035例の検討

96 榎本武治 第14回臨床消化器
病を考える会

200807 当科におけるSSI対策の現状に
ついて～手術部位感染（SSI）
サーベイランスを行って～

97 大坪毅人 第14回臨床消化器
病を考える会

200807 特別講演　座長

98 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
市民ﾌｫｰﾗﾑ

200807 大腸癌について 第1回 7月26
日 第2回 8月2日
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99 小林慎二郎　　朝倉武士　　川嶋八也
佐々木貴浩　　榎本武治　　戸部直孝
小泉哲　　渡邉泰治　　中野浩　○有泉泰
○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

第39回日本膵臓学
会大会

200807 術前診断に苦慮した主膵管浸
潤を伴った非機能性膵内分泌
腫瘍の1例

100 宮島伸宜 第48回日本産科婦
人科内視鏡学会学
術講演会

200808 内視鏡外科手術集約化施設の
展望

101 大坪毅人 第12回よこはま外
科癌ﾌｫｰﾗﾑ

200808 世話人

102 宮島伸宜 市民公開講座 か
ながわ健康ｾﾐﾅｰ
2008｢大腸がんを
早くみつけて治
す｣

200808 大腸がんとは

103 小泉哲　　中野浩　　朝倉武士
渡邉泰治　　小林慎二郎　　佐々木貴浩
○嶋田仁　　大坪毅人
（○外科学）

第2回肝臓内視鏡
外科研究会

200809 当院で行っている小切開･内視
鏡補助下肝切除

104 宮島伸宜 第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 司会：ビデオセッション40
大腸8　肛門（悪性6）

105 須田直史 第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 司会：ポスターセッション53
大腸21：良性（3）

106 宮島伸宜　　須田直史　　牧角良二
四万村司　　民上真也　　櫻井丈
片桐秀元　　月川賢　　大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 デジタル制御機器を用いた腹
腔鏡下大腸切除、吻合の経験

107 ○福永正氣　　宮島伸宜　◇田中淳一
□奥田準二　△渡邊昌彦
（○順天堂大学浦安病院）
（◇昭和大学横浜市北部病院）
（□大阪医科大学）
（△北里大学）

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 直腸癌に対する腹腔鏡下手術
の成績－多施設共同研究によ
る－

108 小森山広幸　　芦川和広　　花井彰
住吉賢　○西川徹　　民上真也
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 幽門側胃切除における完全鏡
視下と鏡補助下手術の比較検
討

109 田中圭一　　田中一郎　　亀井奈津子
畑地慶三　　陣内祐二　　濱谷昌弘
大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 Hemi-double stapling
techniqueによるLADG症例の検
討
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110 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
伊藤弘昭　　亀井奈津子　　瀬上航平
畑地慶三　○三浦和裕　　諏訪敏之
陣内祐二　　濱谷昌弘　　大坪毅人
（○外科学）

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 腹腔鏡補助下噴門側胃切除術
における経口用アルビン
（EEAOrVil）を用いた食道胃
吻合

111 須田直史　　片桐秀元　　民上真也
宮島伸宜　　櫻井丈　　四万村司
牧角良二　　月川賢　　小林慎二郎
大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 腹腔鏡下大腸切除術における
最新の画像診断の有用性

112 牧角良二　　宮島伸宜　○嶋田仁
片桐秀元　　小林慎二郎　　櫻井丈
四万村司　　須田直史　　月川賢
中野浩　　大坪毅人
（○外科学）

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 左側結腸･直腸癌に対する左結
腸動脈温存Ｄ３郭清手技のポ
イントと術前CT-Angiography
の有用性

113 花井彰　　佐治攻　　青木一浩　　住吉賢
民上真也　　小森山広幸　　大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 直腸間膜切離から直腸切離ま
での工程を速く確実にする方
法：Tape twist method

114 櫻井丈　　宮島伸宜　　片桐秀元
小林慎二郎　　四万村司　　牧角良二
須田直史　　月川賢　　大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 安全な腹腔鏡下右側結腸切除
のためのランドマークの設定

115 四万村司　　小林慎二郎　　片桐秀元
櫻井丈　　牧角良二　　須田直史
中野浩　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 当院における腹腔鏡下虫垂切
除術の現状と課題

116 片桐秀元　　宮島伸宜　○嶋田仁
小林慎二郎　　櫻井丈　　四万村司
牧角良二　　須田直史　　月川賢
大坪毅人
（○外科学）

第21回日本内視鏡
外科学会総会(共
催 第11回世界内
視鏡外科学会)

200809 家族性ポリポーシスに対する
腹腔鏡下大腸全摘術と回腸嚢
肛門吻合の工夫

117 ○Nobuyoshi Miyajima
（○St.Marianna University）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 Chairpersons：How I Do it？
-Acute Inflammatory Bowel
Disease

118 ○Nobuyoshi Miyajima　○Tadashi Suda
◇Rouji Makidzumi
◇Tsukasa Simamura
○Shinya Mikami
◇Jou Sakurai　○Hideyuki Katagiri
◇Takeshi Tsukikawa
◇Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St.Marianna University Toyoko
Hospital）
（◇Surgery，St.Marianna University of
Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 SAFE AND SECURE TRANSECTION
AND ANASTOMOSIS OF THE
RECTUM USING DOUBLE TA
TECHNIQUE
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119 ○Ichiro Tanaka
○Keichi Tanaka
○Hiroyuki Negishi
○Hiroaki Ito
○Natuko Kamei
○Kouhei Segami
○Keizo Hataji
○Kazuhiro Miura
○Toshiyuki Suwa
○Yuuji Jinnouchi
○Masahiro Hamaya
○Takehito Otsubo
（○Surgery，St.Marianna University of
Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 ESOPHAGOGASTRIC ANASTOMASIS
USING AN ORAL ANVIL
（EEAOrBIL） IN
LAPAROSCOPIC PROXIMAL
GASTRECTOMY

120 ○Jou Sakurai　◇Nobuyoshi Miyajima
◇Hideyuki Katagiri
○Sinjirou Kobayasjo
○Tsukasa Simamura
○Rouji Makidzumi
◇Tadashi Suda
○Satoshi Tsukikawa
○Takehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 LANDMARKS FOR A SECURE
LAPAROSCOPICASSISTED RIGHT
COLECTOMY

121 ○Tadashi Suda　○Hideyuki Katagiri
○Shinya Mikami
○Nobuyoshi Miyajima　◇Jou Sakurai
◇Tsukasa Simamura
◇Rouji Makidzumi
◇Satoshi Tsukikawa
◇Shinjirou Kobayashi
◇Talehito Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital）
（◇St Marianna University
Gastroenterogical Surgery）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 Ａ ＮＥＷ３－Ｄ ＤＩＡＧＮ
ＯＳＩＳ ＳＴＲＡＴＥＧＹ
ＦＯＲ ＬＡＰＡＲＯＳＣＯＰ
ＩＣ ＣＯＬＯＲＥＣＴＡＬ
ＳＵＲＧＥＲＹ ＵＳＩＮＧ
ＭＵＬＴＩＤＥＴＥＣＴＯＲ
ＲＯＷ ＣＴ，ＶＩＲＴＵＡＬ
ＣＯＬＯＮＳＣＯＰＹ，ＣＯ
ＬＯＮＯＧ－ＲＡＰＨＹ ＡＮ
Ｄ 3－Ｄ ＡＮＧＩＯＧＲＡＰ
ＨＹ

122 中野浩 第810回外科集談
会

200809 座長：肝臓1

123 ○新谷亮　　櫻井丈　　根岸宏行
亀井奈津子　◇野田顕義　□三浦和裕
陣内祐二　　戸部直孝　　四万村司
牧角良二　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□外科学）

第810回外科集談
会

200809 白線ヘルニアの1例

124 伊藤弘昭　　佐々木貴浩　○嶋田仁
小林慎二郎　　小泉哲　　渡邉泰治
朝倉武士　　中野浩　　大坪毅人
（○外科学）

第810回外科集談
会

200809 巨大腹膜偽粘液腫の1例

- 216 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

125 ○Kyouji Yamada
○Keiichirou Onoda　○Sinichirou Noda
○Norihiko Okamoto　○Reina Kyoui
○Ryuiichi Ohshima
○Kiyoshi Narahashi　○Hdeaki Kaneko
◇Takehito Otsubo
（○G.I.Surg and General Surg.Kawasaki
Tama Hospital）
（◇St.Marianna University
Gastroenterological Surgery）

XXII BIENNIAL
CONGRESS of the
INTERNATIONAL
SOCIETY OF
UNIVERSITY COLON
& RECTAL
SURGEONS

200809 LAPAROSCOPIC COLECTOMY
COMBINED WITH
MINILAPAROTOMY APPROACH FOR
SAFETY OPERATION IN
PATIENTS WITH COLORCTAL
CANCER

126 田中一郎 第3回神奈川腹腔
鏡下胃切除術研究
会学術集会

200809 閉会の辞

127 瀬上航平　　櫻井丈　○野田顕義
◇吉田有徳　　片桐秀元　　榎本武治
小林慎二郎　　陣内祐二　　戸部直孝
四万村司　　牧角良二　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学（小児外科））

第10回神奈川臨床
外科代謝栄養研究
会

200809 大腸癌術後経口摂取開始時の
食事種類の検討

128 ○田口　篤　　花井彰　◇小島啓夫
片山真史　　神尾浩司　　石井将光
朝野隆之　□西川徹　　住吉賢
芦川和広　　小森山広幸　△小田中美恵子
△小泉宏隆
（○臨床研修センター）
（◇外科学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））
（△診断病理学）

第122回神奈川県
臨床外科医学

200809 若年女性に発症した膵solid-
pseudopapillary tumorの一例

129 大坪毅人 第13回日本外科病
理学会学術集会

200809 座長：一般演題　肝

130 小林慎二郎　　小泉哲　　佐々木貴浩
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
○有泉泰　○小池淳樹　　大坪毅人
（○診断病理学）

第13回日本外科病
理学会学術集会

200809 硬化性胆管炎の4手術例

131 ○Ｋｅｉｚｏ　Ｈａｔａｊｉ
（○St.Marianna School of Medicine）

Biomedical Redox
Navigation

200809 Ｔｈｅ Ｒｏｌｅ ａｎｄ Ｅｆ
ｆｅｃｔ ｏｆ ＣＶ159－Ｃａ
２+/Ｃａｌｍｏｄｕｌｉｎ Ｂ
ｌｏｃｋａｄｅ ｏｎ Ｒｅｄ
ｏｘ Ｓｔａｔｕｓ Ｈｅｐａ
ｔｉｃ Ｉｓｃｈｅｍｉａ－Ｒ
ｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｊ
ｕｒｙ ｉｎ Ｒｏｄｅｎｔｉ
ａ（Ｒａｔｓ＆Ｍｉｃｅ） ｕ
ｓｉｎｇ　ｉｎ ｖｉｖｏ Ｅ
ＰＲ ｌｍａｇｉｎｇ ａｎｄ
Ｅｘ Ｖｉｖｏ ＥＰＲ
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132 ○Ryouji Makizumi
◇Nobuyoshi Miyajima
○Jin Simada
○Hideuki Katagiri
○Shinjirou Kobayashi
○Joe Sakurａｉ
○Tsukasa Shimamura
○Tadashi Suda
○Satoshi Tukikawa
○Hiroshi Nakano
○Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 ＬＡＰＡＲＯＳＣＯＰＩＣ Ｄ
3 ＬＹＭＰＨ ＮＯＤＥ ＤＩ
ＳＳＥＣＴＩＯＮ ＷＩＴＨ
ＰＲＥＳＥＲＶＩＮＧ ＬＥＦ
Ｔ ＣＯＬＩＣ ＡＲＴＥＲＹ
ＷＡＳ ＭＯＲＥ ＴＥＣＨＮ
ＩＣＡＬＬＹ ＦＥＡＳＩＢＬ
Ｅ ＵＳＩＮＧ ＰＲＥＯＰＥ
ＲＡＴＩＶＥ ＣＴＡＮＧＩＯ
ＧＲＡＰＨＹ ＡＮＤ ＩＮＤ
ＩＶＩＤＵＡＬ ＬＹＭＰＨＡ
ＤＥＮＥＣＴＯＭＹ

133 ○Akira Hanai　○Osamu Saji
○Kazuhiro Aoki　○Ken Sumiyoahi
○Shinya Mikami　○Hiroyuki Komoriyama
◇Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine Yokohama City Seibu
Hospital）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 THE TAPE TWIST METHOD: A
METHOD TO FACILITATE
MANIPULATION THROUGH
MESORECTUM AND RECTUM
DISSECTION DURING
LAPAROSCOPIC ANTERIOR
RESECTION

134 ○Hiroyuki Komoriyama
○Kazuhiro Ashikawa　○Akira Hanai
○Ken Sumiyoahi　○Tohru Nishikawa
○Shinya Mikami
◇Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine Yokohama City Seibu
Hospital）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 COMPARATIVE STUDY OF
LAPAROSCOPIC AND
LAPAROSCOPIC ASSISTED
DISTAL GASTRECTOMY

135 ○Tsukasa Shimamura
○Shinjirou Kobayashi
○Hideuki Katagiri
○Joe Sakurａｉ
○Ryouji Makizumi
○Tadashi Suda
○Hiroshi Nakano
○Satoshi Tukikawa
◇Nobuyoshi Miyajima
○Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 CURRENT STATE OF
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY
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136 ○Hideuki Katagiri
○Nobuyoshi Miyajima
◇Jin Simada
◇Shinjirou Kobayashi
◇Joe Sakurａｉ
◇Tsukasa Shimamura
◇Ryouji Makizumi
○Tadashi Suda
◇Satoshi Tukikawa
◇Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University Toyoko
Hospital）
（◇Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 TIPS OF LAPAROSCOPIC TOTAL
PROCTOCOLECTOMY FOR
FAMILIAL ADENOMATOUS
POLYPOSIS

137 ○Keiichi Tanaka　○Ichirou Tanaka
○Natuko Kamei　○Keizo Haraji
○Yuji Jinnouchi　○Masahiro Hamaya
○Takehiro Otsubo
（○Gastroenterogical and General
Surgery，St Marianna University School
of Medicine）

11th World
Congress of
Endoscopic
Surgery(共催 第
21回日本内視鏡外
科学会総会)

200809 EXAMINATION OF A LADG CASE
BY HEMI-DOUBLE STAPLING
TECHNIQUE

138 田中圭一　　田中一郎　　亀井奈津子
畑地慶三　　陣内祐二　　濱谷昌弘
大坪毅人　○土屋恭子　◇高野俊史
◇小池淳樹
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

第50回日本消化器
病学会大会

200810 胃リンパ上皮腫様癌の2例

139 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
伊藤弘昭　　畑地慶三　○三浦和裕
陣内祐二　　瀬上航平　　亀井奈津子
諏訪敏之　　大坪毅人
（○外科学）

第76回消化器内視
鏡学会総会

200810 経口用アンビンを用いた腹腔
鏡下噴門側胃切除術

140 ○Hiroshi Nakano
（○Gastroenterogical Surgery，St
Marianna University Hospital）

18th World
Congress of the
International
Association of
Surgeons,Gastroe
ologists and
Oncologists

200810 Ｃｈａｉｒｍａｎ：Ｖｉｄｅ
ｏ ｆｅｓｔｉｖａｌ：ｅｎｄ
ｏｓｃｏｐｉｃ ａｎｄ ｓｕ
ｒｇｉｃａｌ ｍｏｄａｌｉｔ
ｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｌｏ
ｎ

141 ○Hiroshi Nakano
○Takehito Otsubo　◇Yasuo Ishida
（○Gastroenterogical Surgery，St
Marianna University Hospital）
（◇Surgery,Yokohama Asahi-chuo General
Hostital）

18th World
Congress of the
International
Association of
Surgeons,Gastroe
ologists and
Oncologists

200810 Contrast-enhanced
intraoperative
ultrasongography in
patients with colorectal
liver metatsases A novel
approach
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142 ○Hiroshi Nakano
◇Elie Oussoultzoglou　◇Edoard Rosso
◇Philippe Bachellier　◇Daniel Jaeck
（○Gastroenterogical Surgery，St
Marianna University Hospital）
（◇Centre De Chirurgie Viscerale Et De
Transplantation,Hopital De
Hautepierre,Strasbourg,France）

18th World
Congress of the
International
Association of
Surgeons,Gastroe
ologists and
Oncologists

200810 Right hepatectomy after
Preoperative chemotherapy
in Patient with colorectal
liver metastases

143 宮島伸宜 第63回日本大腸肛
門病学会学術集会

200810 座長：腹腔鏡手術2

144 四万村司　　須田直史　○三浦和裕
陣内祐二　　櫻井丈　　戸部直孝
牧角良二　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○外科学）

第63回日本大腸肛
門病学会学術集会

200810 最新の画像診断を用いた腹腔
鏡下左結腸動脈温存Ｄ3郭清の
手術手技

145 櫻井丈　　牧角良二　　亀井奈津子
○野田顕義　　諏訪敏之　　榎本武治
陣内祐二　　戸部直孝　　四万村司
須田直史　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第63回日本大腸肛
門病学会学術集会

200810 大腸癌術後の血清蛋白濃度に
よる簡便な手術侵襲評価

146 濱谷昌弘　○梶ヶ谷真理　○土田興生
本庄広大　　川嶋八也　　野田真一郎
岡本紀彦　　金子英彰　　山田恭司
大坪毅人
（○臨床研修センター）

第63回日本大腸肛
門病学会学術集会

200810 盲腸軸捻転症の1例

147 片桐秀元　　須田直史　○中津智子
◇嶋田仁　　小林慎二郎　　櫻井丈
民上真也　　四万村司　　牧角良二
月川賢　□平泰彦　　宮島伸宜
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）
（□救急医学）

第63回日本大腸肛
門病学会学術集会

200810 腸管壊死を発症した高浸透性
非ケトン性昏睡の1救命例

148 木村正之　　小林博通　○前田長生
◇吉川剛司　　大坪毅人
（○聖ヨゼフ病院　外科）
（◇消化器外科）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 胃癌患者に対する術前術後説
明書の工夫と実際

149 花井彰　○小島啓夫　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
芦川和広　　小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 ＦＯＬＦＯＸが奉功し著明な
腫瘍縮小と全身状態の改善を
みた腸管皮膚痩，膀胱浸潤を
ともなった盲腸癌の１例

150 小林慎二郎　　四万村司　　須田直史
片桐秀元　　新井達広　　櫻井丈
牧角良二　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人

第46回日本癌治療
学会総会

200810 貧血を契機に発見されたＳ状
結腸への穿孔を伴った小腸悪
性リンパ腫の1例
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151 ○三浦和裕　　櫻井丈　　西尾乾司
宮崎賢澄　　片桐秀元　　小林慎二郎
四万村司　　牧角良二　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
◇有泉泰
（○外科学）
（◇診断病理学）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 化学療法が効果的であった原
発性不明癌の1例

152 瀬上航平　　櫻井丈　　根岸宏行
諏訪敏之　　榎本武治　　田中圭一
田中一郎　　大坪毅人

第46回日本癌治療
学会総会

200810 進行食道癌で5年9ヶ月の長期
生存を得られ、経過中に大腸
癌を併発した異時性重複癌の1
例

153 亀井奈津子　　田中一郎　　畑地慶三
陣内祐二　　濱谷昌弘　　田中圭一
大坪毅人　○有泉泰　○高木正之
（○診断病理学）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 進行胃癌と胃GISTの当時合併
の一例

154 ○櫻庭一馬　　中野浩　○櫻井修
○畑山年之　○佐藤純人　○幡谷潔
（○横浜旭中央総合病院　外科）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 肝動注化学療法が奉効し，
Two-Stage Hepatectomyにより
切除し得た切除不能大腸癌多
発両葉肝転移の1例

155 大坪毅人 沼津外科医会 200810 急性腹症について

156 須田直史 川崎市市民講座 200810 最新の画像診断を利用した当
院における腹腔鏡手術の術前
検査と園手技～苦痛のない術
前検査～

157 ○Nobuyoshi Miyajima
（○St.Marianna University Hospital）

2008 INJE
UNIVERSITY BUSAN
PAIK HOSPITAL
LAPAROSCOPIC
COLORECTAL
SYMPOSIUM

200810 Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｓｔａｔｕｓ
ｏｆ Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉ
ｃ Ｃｏｌｏｒｅｃｔａｌ Ｓ
ｕｒｇｅｒｙ ｉｎ Ｊａｐａ
ｎ

158 ○Nobuyoshi Miyajima
（○St.Marianna University Hospital）

2008 INJE
UNIVERSITY BUSAN
PAIK HOSPITAL
LAPAROSCOPIC
COLORECTAL
SYMPOSIUM

200810 Ｏｐｅｒａｔｏｒ：Ｒｏｏｍ
1.Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ
Ｒｔ.ｈｅｍｉｃｏｌｅｃｔｏ
ｍｙ

159 朝倉武士　○吉田有徳　　瀬上航平
◇嶋田仁　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
榎本武治　　櫻井丈　　小泉哲
渡邉泰治　　中野浩　　大坪毅人
（○外科学（小児外科））
（◇外科学）

第21回外科感染症
学会総会

200811 膵頭十二指腸切除（PD）にお
ける手術部位感染（SSI）の検
討

160 諏訪敏之　　四万村司　　櫻井丈
榎本武治　○高崎晴子　◇竹村弘
大坪毅人
（○感染制御部）
（◇微生物学）

第21回外科感染症
学会総会

200811 2008年における手術部位感染
（Surgical site infection；
SSI）サーベイランスの結果に
ついて
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161 ○伊藤龍登　　田中一郎　　田中圭一
伊藤弘昭　○内田貞輔　　畑地慶三
諏訪敏之　　榎本武治　　大坪毅人
◇小池淳樹
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第38回胃外科･術
後障害研究会

200811 皮膚筋炎に合併したEbvirus関
連胃癌の一例

162 月川賢 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 座長：特別講演（当番世話
人）

163 大坪毅人 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 代表世話人

164 田中一郎 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 世話人

165 小森山広幸 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 世話人

166 山田恭司 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 世話人

167 木村正之 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 世話人

168 宮島伸宜 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 世話人

169 四万村司 5th
Gastrointestinal
Chemotherapy
Seminar(GCS)

200811 事務局

170 宮島伸宜 第13回神奈川消化
器内視鏡外科研究
会

200811 座長：講演Ⅱ

171 櫻井丈 神奈川県専門薬剤
師研修ｾﾐﾅｰ NSTｾﾐ
ﾅｰ

200811 症例検討会（SGD）
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172 大坪毅人 第70回日本臨床外
科学会総会

200811 座長：肝-17

173 宮島伸宜 第70回日本臨床外
科学会総会

200811 司会：助手の役割（LAC）

174 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
伊藤弘昭　　畑地慶三　　諏訪敏之
西尾乾司　○冨田裕加　　榎本武治
大坪毅人
（○臨床研修センター）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 腹腔鏡下幽門側胃切除術後の
Ｂ－Ｉ再建を安全に行うため
の工夫

175 田中圭一　　田中一郎　○伊藤龍登
西尾乾司　◇遠藤仁　　諏訪敏之
榎本武治　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 当科における術前の肥満度
（BMI）からみた胃癌手術症例
の検討

176 朝倉武士　○嶋田仁　　佐々木貴浩
小林慎二郎　　小泉哲　　渡邉泰治
中野浩
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 膵癌における標準的門脈合併
膵頭十二指腸切除術

177 四万村司　　新井達広　○二宮正人
◇今井陽子　◇有木宏宗　□西木戸修
△鈴木直　▽峯下昌道　□舘田武志
大坪毅人
（○神経精神科学）
（◇緩和医療部会）
（□麻酔学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽内科学（呼吸器・感染症内科））

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 当院における緩和ケアチーム
の役割と現状

178 櫻井丈　　四万村司　　牧角良二
亀井奈津子　　瀬上航平　○野田顕義
◇三浦和裕　　諏訪敏之　　小林慎二郎
陣内祐二　　戸部直孝　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 直腸癌同時性肝転移に対する
１期的肝切除～肝切除創から
の低位前方切除術～

179 櫻井丈　　牧角良二　　亀井奈津子
瀬上航平　○野田顕義　◇三浦和裕
片桐秀元　　小林慎二郎　　陣内祐二
戸部直孝　　四万村司　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 人工肛門閉鎖術における創感
染のリスク因子

180 小林慎二郎　　四万村司　　須田直史
○遠藤仁　　片桐秀元　　櫻井丈
牧角良二　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 Laparoscopic interval
appejdectomyによって拡大手
術を回避できた膿瘍形成を伴
う虫垂炎の2例
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181 諏訪敏之　　田中一郎　○冨田祐加
西尾乾司　◇遠藤仁　　榎本武治
田中圭一　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 抗りん脂質抗体症候群に合併
した胃癌の2例

182 諏訪敏之　　櫻井丈　○吉田和彦
○嶋田久　　大坪毅人
（○島田総合病院　外科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 遺伝性球状赤血球症に対して
腹腔鏡下胆摘・脾臓摘出術を
施行した1例

183 佐々木貴浩　　小林慎二郎　　伊藤弘昭
○吉田有徳　◇嶋田仁　　小泉哲
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○外科学（小児外科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 CA19-9異常高値を認めた総胆
管結石の1例

184 ○嶋田仁　　片桐秀元　　櫻井丈
牧角良二　◇中津智子　　月川賢
宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学）
（◇臨床研修センター）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 結腸膀胱瘻をきたした壁外発
育型Ｓ状結腸癌の1例

185 ○三浦和裕　　櫻井丈　　西尾乾司
宮崎眞澄　　片桐秀元　　小林慎二郎
四万村司　　牧角良二　　須田直史
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 Ｓ状結腸憩室に起因した結腸
膀胱瘻の1例

186 ○園部智子　◇川崎成郎　◇和田崇文
大坪毅人　◇平泰彦
（○外科学）
（◇救急医学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 気腫性腎盂腎炎の1例

187 ○野田顕義　　櫻井丈　　根岸宏行
亀井奈津子　◇嶋田仁　◇三浦和裕
諏訪敏之　　榎本武治　　小林慎二郎
牧角良二　　中野浩　　月川賢
田中一郎　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 消化器手術症例における手術
侵襲評価法に術直後のアルブ
ミン値は有用か？

188 畑地慶三　　渡邉泰治　　根岸宏行
伊藤弘昭　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
月川賢　　大坪毅人

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 遊離盲腸に盲腸癌を発症し、
腸重積をきたした1例

189 瀬上航平　　朝倉武士　○吉田有徳
伊藤弘昭　◇嶋田仁　　佐々木貴浩
小林慎二郎　　小泉哲　　渡邉泰治
中野浩　□小田中美恵子　　大坪毅人
（○外科学（小児外科））
（◇外科学）
（□診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 膵管出血を認めた破骨細胞型
退形成性膵管癌の1例
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190 根岸宏行　　牧角良二　　亀井奈津子
○野田顕義　◇三浦和裕　　陣内祐二
櫻井丈　　戸部直孝　　四万村司
月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 腹痛で発症した成人大網嚢腫
の1例

191 西尾乾司　　田中一郎　○遠藤仁
諏訪敏之　　榎本武治　　田中圭一
大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 大量吐血で見つかったGIST
（gastrointestinal stromal
tumore）の1例

192 亀井奈津子　　小林慎二郎　　伊藤弘昭
諏訪敏之　　佐々木貴浩　　渡邉泰治
大坪毅人

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 移動盲腸に伴う腸間膜の捻転
によって発症した急性虫垂炎
の1例

193 亀井奈津子　　櫻井丈　　根岸宏行
○三浦和裕　◇野田顕義　　陣内祐二
戸部直孝　　牧角良二　　四万村司
月川賢　　宮島伸宜　　大坪毅人
□千川昌弘　□小池淳樹
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 直腸癌に併存した小腸GISTの1
例

194 山田恭司　○本田朱麗　　本庄広大
川嶋八也　　濱谷昌弘　　野田真一郎
岡本紀彦　　金子英彰　◇横手薫美夫
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇呼吸器外科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 結腸癌手術における腹腔鏡手
術と開腹手術の費用対便益分
析

195 野田真一郎　○京井玲奈　◇本田朱麗
本庄広大　　川嶋八也　　濱谷昌弘
岡本紀彦　　金子英彰　　山田恭司
大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 鼠径ヘルニアプラグによると
考えられたＳ状結腸穿孔の1例

196 川嶋八也　　山田恭司　○本田朱麗
本庄広大　　濱谷昌弘　　野田真一郎
岡本紀彦　　金子英彰　◇横手薫美夫
大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇呼吸器外科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 ミニマム創大腸手術の試み

197 小森山広幸　○林宏行　◇中澤暁雄
○川瀬みさ子　○宮下実　○川島由起子
○鈴木博　　芦川和広　　花井彰
（○西部病院ＮＳＴ）
（◇救急医学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 高齢者短腸症候群における栄
養管理

198 花井彰　○小島啓夫　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
住吉賢　　芦川和広　　小森山広幸
大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 腹腔鏡（補助）下前方切除術
の際のTape twist methodによ
る安全な直腸切除
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199 朝野隆之　　亀井奈津子　○小島啓夫
片山真史　　神尾浩司　　陣内祐二
石井将光　　住吉賢　　芦川和広
花井彰　　小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 鼠径ヘルニアにおける術前CT
の有用性に関する検討

200 石井将光　　亀井奈津子　○小島啓夫
片山真史　　神尾浩司　　陣内祐二
朝野隆之　　住吉賢　　芦川和広
花井彰　　小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 鼠径ヘルニア術前CTにおける
不顕性ヘルニア診断の有用性
の検討

201 ○小島啓夫　　片山真史　　神尾浩司
石井将光　　朝野隆之　　住吉賢
◇西川徹　　芦川和広　　花井彰
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 成人臍ヘルニア17例の検討

202 神尾浩司　　芦川和広　　朝野隆之
○西川徹　　片山真史　　花井彰
住吉賢　　石井将光　◇小島啓夫
小森山広幸　　大坪毅人
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 意識消失により発見されたイ
ンスリノーマの一例

203 片山真史　　芦川和広　○小島啓夫
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
◇西川徹　　住吉賢　　花井彰
小森山広幸　□小田中美恵子　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 直腸Ｓ状結腸部原発endocrine
cell carcinomaの1例

204 ○西川徹　○本田朱麗　◇小島啓夫
片山真史　　神尾浩司　　佐治攻
○藤田圭子　　石井将光　　住吉賢
朝野隆之　　芦川和広　　小森山広幸
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 乳腺に発症したpleomorphic
carcinomaの1症例

205 堀越邦康　○貝塚真知子　○下島礼子
○山田武男　○浜口実　　大坪毅人
（○諏訪中央病院　外科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 CA19-9産性胃癌の1例

206 三原良孝　○小林義典　○貝塚真知子
○山田武男　○浜口実　◇西元史哉
◇谷内法秀
（○諏訪中央病院　外科）
（◇諏訪中央病院　内科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 早期胃神経内分泌細胞癌の一
例

207 ○遠藤仁　　小林慎二郎　　須田直史
四万村司　　渡邉泰治　　小泉哲
佐々木貴浩　○三浦和裕　◇土田知也
中野浩　　大坪毅人
（○外科学）
（◇臨床研修センター）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 急性胆嚢炎が原因となり肝右
葉表面に形成された
spontaneous bilomaの1例
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208 ○冨田祐加　　諏訪敏之　　西尾乾司
◇遠藤仁　　榎本武治　　朝野隆之
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人
□有泉泰
（○臨床研修センター）
（◇外科学）
（□診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 肝臓に転移した胃原発神経内
分泌癌の1例

209 ○新谷亮　　四万村司　　根岸宏行
亀井奈津子　◇野田顕義　□三浦和裕
陣内祐二　　櫻井丈　　戸部直孝
牧角良二　　月川賢　　宮島伸宜
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□外科学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 直腸内巨大糞石の1例

210 ○石田康男　○大賀純一　○櫻庭一馬
○佐藤純人　○長山裕之　○櫻井修
○幡谷潔　　中野浩
（○横浜旭中央総合病院　外科）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 手前で行うPPH

211 大坪毅人 東京女子医科大学
神奈川当門会

200811 今日の急性腹症

212 牧角良二 神奈川創傷治療懇
話会

200811 討論者：周術期管理における
血液凝固第ＸＩＩＩ因子製剤
の有用性

213 田中一郎 第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 当番世話人　開会の挨拶

214 田中圭一 第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 座長：Session Ⅳ

215 石井将光　　花井彰　　住吉賢
○小島啓夫　　片山真史　　神尾浩司
◇西川徹　　芦川和広　　小森山広幸
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 腹腔鏡下胃切除における体外
標本摘出法の工夫－臍縦切開
法

216 田中一郎　　田中圭一　　諏訪敏之
○嶋田仁　◇吉田有徳　□八木香
根岸宏行　　伊藤弘昭　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））
（□臨床研修センター）

第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 術中内視鏡を併用した反転法
による腹腔鏡下胃部分切除術

217 諏訪敏之　○吉田有徳　◇嶋田仁
榎本武治　　櫻井丈　　四万村司
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人
（○外科学（小児外科））
（◇外科学）

第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 2008年における手術部位感染
（Surgical site infection；
SSI）サーベイランスの結果に
ついて
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218 ○嶋田仁　　田中圭一　◇八木香
□吉田有徳　　諏訪敏之　△小池淳樹
田中一郎　　大坪毅人
（○外科学）
（◇臨床研修センター）
（□外科学（小児外科））
（△診断病理学）

第35回神奈川胃癌
治療研究会

200812 粘膜下腫瘍形態をとった
Epstein-Barr virus関連胃癌
の1例

219 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学会第
56回学術集会なら
びに平成20年度評
議員会･総会

200812 開会の辞　閉会の辞

220 月川賢 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学会第
56回学術集会なら
びに平成20年度評
議員会･総会

200812 座長：第Ⅰ郡

221 大坪毅人 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学会第
56回学術集会なら
びに平成20年度評
議員会･総会

200812 海外出張講演Ⅰ，海外出張講
演Ⅱ

222 ○天神和美　　櫻井丈　◇野田顕義
伊藤弘昭　　亀井奈津子　　瀬上航平
□嶋田仁　　佐々木貴浩　　諏訪敏之
榎本武治　　小林慎二郎　　陣内祐二
小泉哲　　戸部直孝　　四万村司
牧角良二　　渡邉泰治　　朝倉武士
田中圭一　　中野浩　　田中一郎
大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□外科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学会第
56回学術集会なら
びに平成20年度評
議員会･総会

200812 術前アルブミン値は消化管穿
孔術後のSSI発生予測に有用で
ある

223 新井達広 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医学会第
56回学術集会なら
びに平成20年度評
議員会･総会

200812 2008米国臨床腫瘍学会ASCO
annual meetingへの参加より

224 櫻井丈 第31回神奈川ｽﾄｰﾏ
研究会

200812 座長：セッションⅣ

225 ○T.Otsubo
（○Japan）

XXXⅥ Biennial
World Congress
of the
Internationaml
Collllege Of
Surgenos

200812 Vascular Occlution During
Live Resection

226 須田直史 第11回大阪腹腔鏡
下ｾﾝﾅｰ

200812 腹腔鏡下大腸癌手術における
最高の手技と最強に手術チー
ムを目指して

227 大坪毅人 (財)防府消化器病
ｾﾝﾀｰ 第63回健康
公開講座

200901 大腸がんの治療
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228 牧角良二 第18回神奈川外科
手術手技研究会

200901 下部直腸癌に対する腹腔鏡下
ＴＭＥによる低位前方切除術

229 民上真也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
東横病院公開講座

200901 胃癌の内視鏡診断と最新治療
（内視鏡治療・腹腔鏡下手
術）

230 大坪毅人 ﾏﾘｱﾝﾅ臨床腫瘍ﾌｫｰ
ﾗﾑ-大学病院腫瘍ｾ
ﾝﾀｰCancer Board-

200901 座長：特別講演

231 ○奥野由紀子　　小森山広幸　◇林宏行
◇川井政宏　◇澤藤園子　◇岩堀健人
◇松崎貴志　◇宮下実　◇川瀬みさ子
◇戸田哲子　□中澤暁雄
（○西部病院看護部）
（◇西部病院ＮＳＴ）
（□救急医学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 NST看護師から見た消化器がん
待機手術患者の在院日数につ
いて

232 ○中澤暁雄　　小森山広幸　◇林宏行
◇宮下実　◇高橋淑　◇秋本貴子
◇宗鈴美　◇川島由起子　□鈴木博
□中村丁次　◇曽根あずさ　◇佐々木昌子
◇山本亜紀　◇奥野由紀子　○藤縄宜也
◇岩木喜久美
（○救急医学）
（◇西部病院ＮＳＴ）
（□神奈川県保健福祉大学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 ダウン症で減量を必要とした
NST依頼症例

233 ○林宏行　　小森山広幸　◇中澤暁雄
□阿部裕之　△宮下実　△川島由起子
△澤藤園子　△松崎貴志　△川井正宏
○斎藤秋雄　▽鈴木博
（○西部病院薬剤部）
（◇救急医学）
（□外科学（心臓血管外科））
（△西部病院ＮＳＴ）
（▽神奈川県保健福祉大学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 血糖管理は抗ＭＲＳＡ剤の治
療効果に関連するか？

234 ○高橋淑　◇小野寺英孝　○山崎美鈴
□林宏行　　小森山広幸
（○西部病院救命救急センター）
（◇脳神経外科学）
（□西部病院ＮＳＴ）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 救命センターにおける脳神経
外科患者の栄養状態の実際

235 ○宮下実　○宗鈴美　○川島由起子
○川瀬みさ子　○廣瀬京子　○林宏行
小森山広幸　◇鈴木博　◇中村丁次
□鶴谷早苗
（○西部病院ＮＳＴ）
（◇神奈川県保健福祉大学）
（□株式会社メフォス）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 栄養剤用バックディズポ化の
効果について　第1報；栄養部
における栄養剤調整業務につ
いて
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236 ○川瀬みさ子　◇廣瀬京子　◇吉本清美
○高橋淑　○山本亜紀　○佐々木晶子
○宮下実　○林宏行　　小森山広幸
○川島由起子　□鈴木博
（○西部病院ＮＳＴ）
（◇医療安全対策室）
（□神奈川県保健福祉大学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 栄養剤用バックディズポ化の
効果について　第2報-シング
ルユースにおける業務の検討
－

237 ○廣瀬京子　○川瀬みさ子　◇吉本清美
○宮下実　○林宏行　　小森山広幸
○川島由起子　□鈴木博
（○西部病院ＮＳＴ）
（◇医療安全対策室）
（□神奈川県保健福祉大学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 栄養剤用バックディズポ化の
効果について　第3報-栄養
バック内の細菌混入の検証－

238 畑地慶三 外科 Grand Round 200902 ＮＡＳＨモデルラットにおけ
る肝虚血性再還流障害とＣａ
ブロッカー（ＣＶ）の投与効
果～ＥＲＳによる検討～

239 田中圭一　　田中一郎　○内田貞輔
伊藤弘昭　　諏訪敏之　　榎本武治
大坪毅人
（○臨床研修センター）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 術前にＭＤＣＴで、左胃動脈
から左肝動脈への分枝異常を
認めた胃癌の1例

240 伊藤弘昭　　田中一郎　　田中圭一
○伊藤龍　○内田貞輔　　畑地慶三
諏訪敏之　　榎本武治　　大坪毅人
◇小田中美恵子
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 胃癌の壁内転移を認めた1例

241 ○内田貞輔　　田中一郎　　田中圭一
榎本武治　　諏訪敏之　　伊藤弘昭
◇小池淳樹　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 胃癌術後の抗癌剤治療中に認
めた上行結腸穿孔の1手術例

242 ○小澤俊一郎　　片桐秀元　○安彦隆一
民上真也　　須田直史　○宮脇誠
宮島伸宜　○中嶋孝司　○伊東文生
大坪毅人　◇相田芳夫
（○内科学（消化器・肝臓内科））
（◇診断病理学）

第5回日本消化管
学会総会学術集会

200902 3郡リンパ節転移を認めた腫瘍
径10ｍｍのＳ状結腸Ｓｍ癌の1
例

243 朝倉武士 第10回膵外科ｸﾗﾌﾞ 200902 標準的門脈合併膵頭十二指腸
切除術

244 朝倉武士 第12回神奈川肝胆
膵外科研究会

200902 企画委員

245 大坪毅人 第32回神奈川県癌
治療懇話会

200902 座長：一般演題Ⅱ
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246 新井達広　○嶋田仁　　根岸宏行
◇吉田有徳　　小泉哲　　朝倉武士
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））

第32回神奈川県癌
治療懇話会

200902 広範骨転移によるDICに対し
Best available5-FUが奏効し
た再発胃癌症例

247 花井彰　○小島啓夫　　片山真史
神尾浩司　　石井将光　　朝野隆之
◇西川徹　　住吉賢　　芦川和広
小森山広幸
（○外科学）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））

第32回神奈川県癌
治療懇話会

200902 ＦＯＬＦＯＸ4が奏功し治癒切
除できた、腸管皮膚瘻、膀胱
浸潤を伴った巨大な壁外発育
型盲腸癌の1例

248 中野浩 第2回大腸癌肝転
移治療FORUM

200902 多発両葉大腸癌肝転移の治
療：～肝切前化学療法と肝機
能障害～

249 大坪毅人 第12回21世紀外科
ﾌﾛﾝﾃｨｱ

200902 座長：特別講演

250 民上真也 第12回21世紀外科
ﾌﾛﾝﾃｨｱ

200902 Force Triadを用いた手術手技

251 田中圭一　　田中一郎　○内田貞輔
伊藤弘昭　　諏訪敏之　　榎本武治
大坪毅人
（○臨床研修センター）

第81回胃癌学会総
会

200903 胃癌手術症例における小野寺
らの栄養指数の臨床的検討

252 田中一郎　　田中圭一　　根岸宏行
伊藤弘昭　　畑地慶三　　諏訪敏之
○嶋田仁　　大坪毅人
（○外科学）

第81回胃癌学会総
会

200903 腹腔鏡下胃局所切除における
術中内視鏡の有用性（Ttans-
illumination technique）

253 ○嶋田仁　　田中一郎　　田中圭一
◇吉田有徳　　諏訪敏之　□小池淳樹
大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））
（□診断病理学）

第81回胃癌学会総
会

200903 粘膜下腫瘍様形態をとった
Epstein-Barr virus関連胃癌
の1例

254 ○田村知大　◇三浦和裕　　伊藤弘昭
新井達広　　小泉哲　　朝倉武士
中野浩　　大坪毅人
（○臨床研修センター）
（◇外科学）

第812回外科集談
会

200903 スニチニブ投与により多彩な
薬物有害反応を発症したイマ
チニブ耐性GISTの1例

255 ○岡野美紀　　小林慎二郎　　根岸宏行
佐々木貴浩　　櫻井丈　　渡邉泰治
中野浩　　大坪毅人
（○臨床研修センター）

第812回外科集談
会

200903 食餌性イレウスの1例

256 大坪毅人 第1回川崎北部地
域連携緩和ｹｱの会

200903 座長：特別講演

257 大坪毅人 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 座長：診療と研究のトピック
ス5
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258 宮島伸宜 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 座長：一般口演　大腸②

259 田中一郎 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 座長：一般口演　胃①

260 ○齊藤亜沙子
（○臨床研修センター）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 パネラー：ラウンドテーブル
ディスカッション1　この症例
をどうする？

261 西尾乾司　　小林慎二郎　　佐々木貴浩
根岸宏行　○嶋田仁　　櫻井丈　　小泉哲
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○外科学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 胆嚢仮性静脈瘤破裂が原因と
考えられた出血性胆嚢炎の1例

262 小泉哲　　佐々木貴浩　　小林慎二郎
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 当院の消化器外科領域におけ
るoncologic emergencyの現況

263 櫻井丈　○野田顕義　　榎本武治
亀井奈津子　　瀬上航平　◇嶋田仁
佐々木貴浩　　諏訪敏之　　小林慎二郎
陣内祐二　　小泉哲　　戸部直孝
四万村司　　牧角良二　　渡邉泰治
朝倉武士　　田中圭一　　中野浩
月川賢　　大坪毅人
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇外科学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 術前アルブミン値による消化
管穿孔術後SSIの発生予測

264 櫻井丈 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 座長：一般口演　小腸②

265 諏訪敏之　　櫻井丈　○吉川剛司
◇前田長生　　大坪毅人
（○消化器外科）
（◇聖ヨゼフ病院　外科）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 閉塞性黄疸をきたし、エタ
ノール注入療法が有効であっ
た肝嚢胞の1例

266 佐々木貴浩　　小林慎二郎　　西尾乾司
根岸宏行　○嶋田仁　　櫻井丈　　小泉哲
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
大坪毅人
（○外科学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 経過中に門脈血栓が発症し多
発性肝膿瘍と高度黄疸を来し
た総胆管結石の1救命例

267 ○吉田有徳
（○外科学（小児外科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 大網劣孔ヘルニア嵌頓の1例

268 ○嶋田仁　　櫻井丈　　伊藤弘昭
西尾乾司　　根岸宏行　◇吉田有徳
○上原悠也　　亀井奈津子　○京井玲奈
瀬上航平　○園部智子　　諏訪敏之
田中圭一　　田中一郎　　大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（小児外科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 当院での妊娠中の急性虫垂炎
の経験～過去10年13症例～
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269 瀬上航平　　櫻井丈　　根岸宏行
伊藤弘昭　○吉田有徳　　西尾乾司
亀井奈津子　◇上原悠也　◇京井玲奈
◇園部智子　◇嶋田仁　□野田顕義
諏訪敏之　　佐々木貴浩　　榎本武治
牧角良二　　朝倉武士　　田中圭一
田中一郎　　大坪毅人
（○外科学（小児外科））
（◇外科学）
（□内科学（血液・腫瘍内科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 巨大な腸間膜血腫を伴った回
腸穿孔の1例

270 亀井奈津子　　櫻井丈　　伊藤弘昭
瀬上航平　○上原悠也　○園部智子
○京井玲奈　◇野田顕義　○嶋田仁
○三浦和裕　　諏訪敏之　　佐々木貴浩
小林慎二郎　　陣内祐二　　戸部直孝
渡邉泰治　　朝倉武士　　中野浩
月川賢　　大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 当院における閉鎖孔ヘルニア
12例の臨床的検討

271 ○京井玲奈　　櫻井丈　　根岸宏行
亀井奈津子　◇野田顕義　○三浦和裕
諏訪敏之　　榎本武治　　小林慎二郎
陣内祐二　　戸部直孝　　濱谷昌弘
四万村司　　牧角良二　　月川賢
大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 白線ヘルニアの4例

272 ○三浦和裕　　櫻井丈　○上原悠也
○京井玲奈　　瀬上航平　○園部智子
○嶋田仁　◇野田顕義　　佐々木貴浩
諏訪敏之　　小林慎二郎　　陣内祐二
戸部直孝　　小泉哲　　四万村司
牧角良二　□平泰彦　　大坪毅人
（○外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））
（□救急医学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 腹部刺創の検討

273 宮島伸宜 第10回神奈川大腸
疾患腹腔鏡下手術
ｾﾐﾅｰ

200903 司会　当番運営委員

274 瀬上航平 第16回B･Pｸﾗﾌﾞ 200903 膵の腫瘍病変

275 田中一郎 第4回神奈川腹腔
鏡胃切除術研究会
学術集会

200903 座長 開会の辞

276 田中圭一 第4回神奈川腹腔
鏡胃切除術研究会
学術集会

200903 当科におけるLADGのNO．１,3
リンパ節郭清
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1 Masahide Chikada, MD
○Arata Murakami, MD
○Kou Takeuchi, MD
○Shinnichi Takamoto, MD
（○Department of Cardiac Surgery, The
University of Tokyo）

General Thoracic
and
Cardiovascular
Surgery

Vol.56
No.4
pp177-
179

200804 Communication between the
right pulmonary artery and
left atrium with aneurysm
formation

2 ○柴田講　　幕内晴朗　　小林俊也
村上浩　　鈴木敬麿　　永田徳一郎
（○北里大学医学部心臓血管外科）

日本血管外科学会
雑誌

Vol.17
No.5
p593-596

200805 腹部大動脈瘤術後左内腸骨動
脈瘤破裂の1救命例

3 永田徳一郎　　幕内晴朗　　村上浩 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

第36巻第
4号
p323-333

200808 選択的脳灌流法における至適
脳灌流量の検討

4 大野真　　村上浩　　幕内晴朗
小林俊也　　近田正英　　千葉清
永田徳一郎

胸部外科 第61巻第
10号
p895-898

200809 重症肝機能障害を呈した
Valsalva洞動脈瘤破裂の1例

5 Masahde Chikada ,MD,
Haruo Makuuchi,MD,
Toshiya Kobayashi,MD,
Hiroshi Murakami,MD,
Hirokuni Ono,MD,
Tokuichiro Nagata,MD,

Annals of
Thoracic and
Cardiovascular
Surgery

Vol.14
No6 p405
～407

200812 Recurrent Coarctation of
Aorta: A Patient with
Bilateral Persistent
Sciatic Arteries

6 村上浩　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　大野真　　千葉清

神奈川県病院学会
誌

第27号
p62-63

200903 離れ島からのヘリコプター搬
送により救命し得た胸部大動
脈瘤破裂の一例

1 Masahide Chikada　　Haruo Makuuchi
Toshiya Kobayashii　　Hiroshi Murakami
Takashi Ando　　Hirokuni Ono
Kiyoshi Chiba　　Tokuichirou Nagata

The 2nd Asia-
Pacific Congress
of Pediatric
Cardiology and
Cardiac Surgery

200805 Initial Experience with
Stentless Valves for Re-do
of Right Ventricular
Outflow Tract
Reconstruction

2 村上浩　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　安藤敬　　大野真
永田徳一郎

第17回神奈川心臓
血管外科ﾌｫｰﾗﾑ

200805 癒着剥離中に右室破裂を来し
たRedo CABGの1例

3 ○藤田禎規　○原田智雄　○脇本博文
○田中修　○中野恵美　○佐々木俊雄
○水野幸一　　大野真　　村上浩
幕内晴朗　◇三宅良彦
（○川崎市立多摩病院）
（◇内科学（循環器内科））

第208回日本循環
器学会関東甲信越
地方会

200806 腹痛、重症肝機能障害を初発
症状としたValsalva洞動脈瘤
破裂の1例

4 大野真　　村上浩　　幕内晴朗
小林俊也　　近田正英　　柴田講
安藤敬　　千葉清　　永田徳一郎

第146回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200806 重症肝機能障害を伴った
Valsalva 洞動脈瘤破裂の1手
術例

外科学（心臓血管外科）　誌上発表

外科学（心臓血管外科）　学会発表
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5 安藤敬　　幕内晴朗　　小林俊也
近田正英　　村上浩　　大野真
小野裕國　○速水亮介
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第17回川崎血栓止
血懇話会

200806 人工心肺作動中にHITを疑った
症例

6 小山照幸　○松本順子　○八木麻衣子
○池田登志美　○渡邊陽介
（○東横病院リハビリテーション室）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会

200807 神奈川県におけるリハビリ
テーション届出医療機関の現
状

7 小山照幸　○松本順子　○八木麻衣子
○池田登志美　○渡邊陽介
（○リハビリテーション室）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会

200807 神奈川県におけるリハビリ
テーション届出医療機関の現
状

8 安藤敬　　小林俊也　　近田正英
村上浩　　大野真　　小野裕國
永田徳一郎　　幕内晴朗

第26回東京胸部外
科懇話会

200807 1日あけて2期的に胸部大動脈
全置換術を行った一例

9 小野裕國　　幕内晴朗　　近田正英
小林俊也　　村上浩　　安藤敬　　大野真
永田徳一郎

第147回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200809 先天性僧帽弁閉鎖不全症の2症
例

10 小野裕國　　幕内晴朗　　永田徳一郎
向後美沙　　大野真　　安藤敬　　村上浩
小林俊也　　近田正英

第16回日本血管外
科学会関東甲信越
地方会

200811 肺内穿破した胸部大動脈瘤破
裂に対して弓部大動脈置換
術・大網充填術を施行した1例

11 小林俊也　　村上浩　　安藤敬
小野裕國　　永田徳一郎　　近田正英
幕内晴朗

第17回神奈川心臓
血管外科研究会

200811 大動脈弁手術における上行大
動脈石灰化への対処法

12 村上浩 第27回神奈川県病
院学会

200811 離れ島からのヘリコプター搬
送により救命し得た胸部大動
脈瘤破裂の一例

13 千葉清　　阿部裕之　　北中陽介 第148回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200812 悪性リンパ腫による右房腫瘍
の一例

14 近田正英　　小林俊也　　村上浩
安藤敬　　小野裕國　　永田徳一郎
向後美沙　　幕内晴朗

第23回心臓血管外
科ｳｲﾝﾀｰｾﾐﾅｰ

200901 カテーテルアブレーション時
発見された成人大動脈縮窄の1
手術例

15 北中陽介　　千葉清　　阿部裕之 第23回心臓血管外
科ｳｲﾝﾀｰｾﾐﾅｰ

200901 下大静脈に穿破し、動静脈瘻
を形成した巨大腹部大動脈瘤
の1例

16 阿部裕之　　北中陽介　　千葉清
小野裕國　　幕内晴朗

第18回東京血管外
科画像診断治療研
究会

200902 巨大上腸管膜動脈瘤の1治験例

17 永田徳一郎　　近田正英　　小林俊也
幕内晴朗　○川田忠典
（○鹿島田病院）

第149回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200903 完全房室中隔欠損症術後27年
目に僧帽弁置換術を施行した
症例

- 235 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

1 Hisashi Tsukada　○Hjime Inoue
Hiroaki Osada
（○Department of Frontier Medicine）

Surgery Today Vol.38
P.672-
674

200804 Re-epitelialization After
Laser Therapy of a Stenotic
Artificial Tracheal Graft:
A Pilot Experimental Study

2 栗本典昭　　長田博昭 日本気管食道科学
会会報

第59巻
第2号
P.140-
146

200804 気管支腔内超音波断層法
�(Endobronchial
Ultrasonography;EBUS)の有用
性

3 ○田村友秀　　中村治彦
（○国立がんセンター）

厚生労働省がん研
究助成金による研
究報告集平成19年
度

P.443-
447

200806 18指-1難治がんの総合的な対
策に関する研究

4 中村治彦　　栗本典昭 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.33-42 200806 第Ⅳ章　基本手技

5 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.43-48 200806 第Ⅴ章　気管支鏡検査に使用
される薬物の動態

6 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.94-97 200806 第Ⅷ章　3　蛍光気管支鏡

7 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.136-
139

200806 第Ⅸ章　3　光線力学的治療

8 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.158-
161

200806 第Ⅸ章　7　喀血と気道分泌物
の処置

9 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.169-
172

200806 第Ⅸ章　10　気管支瘻の閉鎖

10 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.173-
181

200806 第X章　気管支鏡検査のリスク
マネジメント

11 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.211-
217

200806 第XI章　各種疾患の気管支鏡
所見　7　その他の肺悪性腫瘍

12 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.233-
235

200806 第XI章　各種疾患の気管支鏡
所見　14　喉頭・声帯の非結
核性病変

外科学（呼吸器外科）　誌上発表
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13 中村治彦 気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断第2版

P.238-
239

200806 第XI章　各種疾患の気管支鏡
所見　16　気管支動脈瘤

14 Noriaki Kurimoto　　Hiroaki Osada
○Teruomi  Miyazawa
◇Takashi Nishisaka　◇Masaki Murayama
（○Department of Pulmonology）
（◇Department of Pathology）

J Bronchol Vol.15
No.3
P.134-
138

200807 Targeting Area in
Metastatic Lymph Nodes in
Lung Cancer for
Endobronchial
Ultrasonography-guided
Transbronchial Needle
Aspiration

15 ○緒方昭彦　　中村治彦　○保坂誠
○佐治久　○萩原優　○川崎徳仁
◇池田徳彦　○加藤冶文
（○東京医科大学外科学第一講座）
（◇国際医療福祉大学三田病院呼吸器セン
ター）

東京医科大学雑誌 66(3)
P.389-
399

200807 Comparative genomic
hybridization法とgenomic
DNA microarray法による肺癌
細胞株遺伝子異常の比較解析

16 新明卓夫　　森田克彦　　望月篤
栗本典昭　○長田博昭　　中村治彦
（○湘南中央病院外科）

日本臨床外科学会
雑誌

第69巻 7
号
P.1643-
1646

200807 後側方開胸・肋間筋弁使用術
後１１年目に生じた胸壁膿瘍
の１例

17 栗本典昭　○長田博昭
（○湘南中央病院外科）

肺癌 第48巻
第4号
P.318-
326

200808 肺癌診断における気管支腔内
�超音波断層法 （endobronchial

ultrasonography : EBUS)の役
割

18 中村治彦　　栗本典昭　　望月篤
森田克彦　　安藤幸二　　新明卓夫
多賀谷理恵

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

第36巻
第4号
P.361-
369

200808 呼吸器外科からみた肺癌診療
最前線

19 安藤幸二　○平泰彦
（○救急医学）

救急医学 第32巻
第8号

200808 ERにおける胸部外傷への対応

20 Haruhiko Nakamura　○Takeshi Hirata
○Masahiko Taguchi　◇Hajime Kitamura
（○Department of Chest Surgery Atami
Hospital International University of
Health and Welfare

��Shizuoka International University of
Health and Welfare Shizuoka）
（◇Department of Pathology Atami
Hospital）

General Thoracic
and
Cardiovascular
Surgery

Vol.56
No.8
P.421-
423

200808 Ground-glass opacities
showing an adenoma-to-
carcinoma sequence in the
lung

21 Haruhiko Nakamura　○Masahiko Taguchi
（○Department of Chest Surgery Atami
Hospital International University of

�Health and Welfare Shizuoka Hajime
�Kitamura,MD** Department of Pathology

Atami Hospital International University
of Health and Welfare Shizuoka）

General Thoracic
and
Cardiovascular
Surgery

Vol.56
No.8
P.404-
409

200808 Fluorodeoxyglucose positron
emission tomography
integrated with computed
tomography to determine
resectability of primary
lung cancer
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22 栗本典昭　○長田博昭　◇宮澤輝臣
□西坂隆　◇村山正毅
（○湘南中央病院外科）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□県立広島病院病理部）

日本臨床 66巻 増
刊号6
P.293-
297

200808 肺癌ー基礎・臨床研究のアッ
�プデートー 臨床研究　Ⅲ.　診

� �断 　　　　内視鏡・生検
超音波気管支鏡

23 ○平田剛史　○田口雅彦　○北村創
中村治彦
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）

日本気管食堂科学
会会報

59(5):P.
506-511

200809 肺癌との鑑別を要した好酸球
性肺炎の1例

24 ○河岡徹　○深光岳　　森田克彦
（○宇部興産中央病院）

日本呼吸器外科学
会雑誌

22巻 7号
P.1022-
1026

200811 FDG-PETで集積を認めた肺MALT
リンパ腫の1例：国内外28報告
例を加えて

25 栗本典昭　　中村治彦　○宮澤輝臣
◇村山正毅　□西坂隆
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇岩国みなみ病院外科）
（□県立広島病院病理部）

呼吸器科 第14巻
第5号
P.433-
440

200811 気管支腔内超音波断層法
(endobronchial
ultrasonography;EBUS)による
肺末梢病変の良悪性診断

26 栗本典昭　　中村治彦 呼吸器科 第14巻 6
号
P.467-
474

200812 診断2）ガイドシースを併用し
た気管支腔内超音波断層法の
有用性

27 Noriaki Kurimoto　　Haruhiko Nakamura
○Teruomi Miyazawa
（○Department of Pulmonary and
Infectious Disease）

J Med Ultrasound Vol.17
No.1
P.31-43

200901 Overview of Endobronchial
Ultrasonography in Chest
Medicine

28 Noriaki Kurimoto　　Hiroaki Osada
○Teruomi Miyazawa
（○Department of Pulmonary and
Infectious Disease）

Karger Vol.137
P.140-
146

200901 State-of-the-Art Equipment
and Procedures

29 Noriaki Kurimoto　　Hiroaki Osada
○Teruomi Miyazawa
（○Department of Pulmonary and
Infectious Disease）

Karger Vol.137
P.160-
165

200901 Endobronchial
Uitrasonography for
Peripheral Pulmonary
Lesions

1 Morita Katsuhiko　　Tagaya Rie
Shinmmyo Takuo　　Ando Koji
Mochizuki Atsushi　　Krimoto Noriaki
Osada Hiroaki

18th World
Congress Wold
Society of
Cardio-Thoracic
Surgeons

200805 SINGLE-STAGED COMPLETE
RESECTION OF A DUMBBELL
NEUROGENIC TUMOR VIA
POSTERIOR APPROACH WITHOUT
THORACOTOMY

2 森田克彦　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
長田博昭　○井上肇
（○形成外科学）

第108回日本外科
学会

200805 犬無細胞化気管の移植による
組織再生の検討

外科学（呼吸器外科）　学会発表
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3 望月篤　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　栗本典昭
○長田博昭
（○外科学（呼吸器外科））

第25回日本呼吸器
外科学会

200805 難治性気胸に対する治療の現
状と展望

4 森田克彦　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
○長田博昭
（○外科学（呼吸器外科））

第25回日本呼吸器
外科学会

200805 EBUS-TBNA検体の実体顕微鏡観
察の有用性

5 新明卓夫　　森田克彦　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
○峯下昌道　○宮澤輝臣　◇長田博昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第25回日本呼吸器
外科学会

200805 難治性乳糜に対し胸腔・腹腔
シャントを留置した２例

6 ○山田恭二　　横手薫美夫　◇京井玲奈
○大島隆一　○奈良橋善芳
○小野田恵一郎　○野田真一郎
○岡本紀彦　○金子英彰　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

第33回日本外科系
連合学会

200806 大腸外科領域における小切開
手術の現状と将来展望

7 望月篤　　栗本典昭　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　森田克彦

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 Dumon ステント気道内長期留
置例の検討

8 多賀谷理恵　　栗本典昭　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
横手薫美夫　○長田博昭　◇井上健男
◇宮澤輝臣　□八木橋国博
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□放射線医学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 Convex型超音波気管支鏡の挿
入可能であった気管支径の検
討

9 ○延山誠一　○大重雅寛　○木田博隆
○石川文月　○西根広樹　○中村美保
○石田敦子　○佐治淳子　○井上健男
○星野誠　○峰下昌道　○白川妙子
○宮澤輝臣　　栗本典昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 Convex型超音波気管支鏡の挿
入可能であった気管支径の検
討

10 新明卓夫　　栗本典昭　　多賀谷理恵
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
○宮澤輝臣　◇長田博昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 EBUS(Endobronchial
Ultrasonography)により腫瘍
内に拡張した気管支を描出し
得た症例の検討

11 栗本典昭　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
○長田博昭　◇井上健男　◇宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 Power Doppler による縦隔肺
門リンパ節内血流解析の有用
性について

12 ○平田剛史　　中村治彦　○田口雅彦
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 肺癌との鑑別を要した好酸球
性肺炎の1例
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13 ○平田剛史　　中村治彦　○田口雅彦
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 肺癌と鑑別を要した好酸球性
肺炎の1例

14 森田克彦　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　望月篤　　栗本典昭
○長田博昭
（○外科学（呼吸器外科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 組織親和性人工気管における
超音波気管支鏡検査の試行

15 栗本典昭　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
○長田博昭　◇宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 肺末梢病変における気管支腔
内超音波断層法併用ガイドー
シス法(EBUS-GS)のコツ

16 栗本典昭　○長田博昭　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　森田克彦
望月篤　◇石田敦子　◇大重雅寛
◇宮津由香　◇藤田佳嗣　◇中村美保
◇佐治淳子　◇延山誠一　◇井上健男
◇白川妙子　◇峰下昌道　◇宮澤輝臣
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 肺末梢病変に対するガイドー
シス併用気管支腔内超音波断
層法の変遷と成績

17 ○佐治淳子　　森田克彦　　栗本典昭
◇西坂隆　　多賀谷理恵　　新明卓夫
○木田博隆　○西根広樹　○石川文月
○中村美保　○大重雅寛　○石田敦子
○延山誠一　○白川妙子　○星野誠
○峰下昌道　　安藤幸二　　望月篤
長田博昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇県立広島病院病理部）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 EBUS-TBNA穿刺針の太さによる
診断率等の検討

18 ○石田敦子　○中村美保　○石川文月
○木田博隆　○西根広樹　○大重雅寛
○佐治淳子　○延山誠一　○井上健男
○峰下昌道　○白川妙子　○宮澤輝臣
多賀谷理恵　　新明卓夫　　安藤幸二
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
長田博昭　◇赤坂徳子　◇坂本三樹
◇舘田武志
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇麻酔学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 当院での気管支鏡検査法

19 中村治彦 厚生労働省 がん
研究助成 田村班｢
難治がんの総合的
な対策に関する研
究｣平成20年度第2
回小班会議

200806 より良い医療情報の発信のあ
り方に関する研究

20 安藤幸二　　多賀谷理恵　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第14回川崎呼吸器
ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ

200806 胸壁に発生した
myxofibrosarcomaの1例

21 新明卓夫　　多賀谷理恵　　安藤幸二
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
横手薫美夫　　長田博昭　　中村治彦

第152回日本肺癌
学会関東部会

200807 肺野発生腺様嚢胞癌の1切除例
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22 中村治彦 第1回川崎市北部
病診連携講演会

200807 肺癌の診断と治療

23 ○小野田恵一郎　○山田恭二　◇京井玲奈
○大島隆一　○奈良橋善芳　○野田真一郎
○岡本紀彦　○金子英彰　　横手薫美夫
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

第63回日本消化器
外科学会

200807 虫垂周囲膿瘍に対する保存的
療法の功罪

24 ○山田恭二　◇京井玲奈　○大島隆一
○奈良橋善芳　○小野田恵一郎
○野田真一郎　○岡本紀彦　○金子英彰
横手薫美夫　○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇外科学）

第63回日本消化器
外科学会

200807 TEM用肛門鏡を用いた経肛門的
直腸腫瘍切除術における手術
手技の工夫

25 多賀谷理恵　　栗本典昭　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
○中村美保　○石田敦子　○宮澤輝臣
◇青葉剛史　□小池淳樹　□高木正之
中村治彦
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（小児外科））
（□診断病理学）

第125回日本呼吸
器内視鏡学会関東
部会

200807 気管支発生血管腫の1切除例

26 望月篤　　塚田久嗣　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　森田克彦
栗本典昭　　横手薫美夫　　長田博昭
中村治彦

第12回日本気胸･
嚢胞性肺疾患学会
総会

200809 人工被覆材料による臓側胸膜
補強の実験的検討

27 安藤幸二　○志茂新　　多賀谷理恵
新明卓夫　　森田克彦　　望月篤
栗本典昭　◇平泰彦　　中村治彦
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇救急医学）

第147回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200809 外傷性気管支損傷の1手術例

28 多賀谷理恵　　栗本典昭　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
○千川昌弘　◇小池淳樹　　長田博昭
中村治彦
（○病理学教室）
（◇診断病理学）

第126回日本呼吸
器内視鏡学会関東
部会

200809 胸部異常影で発見された気管
支随伴リンパ組織由来リンパ
腫(BAL Toma)の1例

29 中村治彦 三浦市医師会学術
講演会

200809 特別講演　肺がんの予防・診
断・治療

30 中村治彦 厚生労働科学研究
費補助金 医療機
器開発推進研究事
業:活動領域拡張
医療機器開発研究
事業 高度医療技
術の効率化及び標
準化の開発に関す
る研究 平成20年
度第1回班会議

200810 医療技術教育制度の構築に関
する研究（医療側）
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31 Noriaki Kurimoto CHEST2008 200810 Analysis of Internal
Structures of Mediastinal
and Hilar Lymph Nodes by
Endobronchial
Ultrasonography

32 中村治彦　　安藤幸二　　多賀谷理恵
京井玲奈　　新明卓夫　　森田克彦
望月篤　　横手薫美夫　　栗本典昭
長田博昭

第46回日本癌治療
学会総会

200811 当院肺癌切除例における予後
因子の検討ー全国調査結果と
の比較ー

33 安藤幸二　　多賀谷理恵　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
横手薫美夫　○平田剛史　◇北村創
◇西川潤一　　長田博昭　　中村治彦
（○国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外
科）
（◇国際医療福祉大学熱海病院）

第49回日本肺癌学
会総会

200811 肺癌FDG-PETにおけるSUVと細
胞増殖関連蛋白発現との関係

34 栗本典昭　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　望月篤
中村治彦　○中村美保　○佐治淳子
○井上健男　○峰下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第49回日本肺癌学
会総会

200811 Power Doppler による縦隔肺
門リンパ節内血管走行パター
ンの評価について

35 望月篤　　多賀谷理恵　　新明卓夫
安藤幸二　　森田克彦　　栗本典昭
中村治彦

第13回呼吸器腫瘍
懇話会

200811 聖マリアンナ医科大学におけ
るタルセバの使用経験

36 望月篤　　長田博昭　　多賀谷理恵
新明卓夫　　安藤幸二　　森田克彦
栗本典昭　　横手薫美夫　　中村治彦

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 後縦隔ダンベル型神経鞘腫に
対する単一背部切開による腫
瘍摘出術

37 新明卓夫 第1回神奈川呼吸
器外科研究会

200812 術前確定診断に至らなかった
空洞性小結節病変の1例

38 安藤幸二　　多賀谷理恵　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第153回日本肺癌
学会関東部会

200812 胸壁に発生したLow-grade
fibromyxoid sarcomaの1手術
例

39 新明卓夫　　森田克彦　　多賀谷理恵
安藤幸二　　望月篤　○大重雅寛
○半田寛　○峯下昌道　　栗本典昭
○宮澤輝臣　　中村治彦
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第127回日本呼吸
器内視鏡学会関東
部会

200812 腫瘍深達度評価にEBUSが有用
であった気管原発腺様嚢胞癌
の１例

40 安藤幸二　　多賀谷理恵　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　栗本典昭
中村治彦

第148回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200812 壁側胸膜発生solitary
fibrous tumorの1切除例

41 多賀谷理恵　　安藤幸二　　新明卓夫
森田克彦　　望月篤　　横手薫美夫
栗本典昭　　中村治彦

第149回日本胸部
外科学会関東甲信
越地方会

200903 緊急手術を行った特発性肺内
血腫の1例
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42 岸龍一　　新明卓夫　　瀬上航平
多賀谷理恵　　安藤幸二　　森田克彦
望月篤　　栗本典昭　　横手薫美夫
○高木正之　　中村治彦
（○診断病理学）

第154回日本肺癌
学会関東部会

200903 異常な間葉系細胞の増生とセ
ミノーマ成分からなる縦隔腫
瘍の1切除例

43 中村治彦 東邦大学呼吸器外
科ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｻｰﾁﾐｰﾃｨ
ﾝｸﾞ

200903 特別講演　肺癌悪性度と外科
治療
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1 ○平泰彦　　脇坂宗親
（○救急医学）

実践 小児外傷初
療学 第1版

p.100-
111

200806 胸部外傷

2 川瀬弘一 小児科臨床ﾋﾟｸｼｽ
小児救急医療 第1
版

p.148-
153

200810 新生児救急　外科的緊急

3 北川博昭　○熊谷憲夫
（○形成外科学）

小児科臨床ﾋﾟｸｼｽ
小児救急医療 第1
版

p.168-
169

200810 外因性救急　熱傷、火傷

4 脇坂宗親　○箕輪良行　○平泰彦
（○救急医学）

小児科臨床ﾋﾟｸｼｽ
小児救急医療 第1
版

p.192-
193

200810 外因性救急　胸部外傷

5 ○北川博昭　◇熊谷憲夫
（○小児外科）
（◇形成外科学）

目でみる小児救急 P.188～
189

200901 3.熱傷

1 北川博昭　　脇坂宗親 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

vol.36
p157-162

200804 臨床医学教育の現状と課題：
外科学（小児外科）

2 北川博昭　　青葉剛史　○関保二
脇坂宗親　◇金義隆　□石川操
△藤岡照裕　▽江並朝猛　☆桑原幹夫
◎川口文夫　※中田幸之介
（○関小児病院）
（◇ソレイユ川崎）
（□アーバンクリニック石川）
（△藤岡クリニック）
（▽江並クリニック）
（☆桑原医院）
（◎栗木台かわぐちクリニック）
（※理事）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

vol.36
no.3
p235-243

200806 当施設における新生児外科の
治療成績－25年間に経験した
643例の分析結果－

3 青葉剛史　○小池淳樹　　北川博昭
◇Kevin C Pringle　　長江秀樹
（○診断病理学）
（◇オタゴ大学）

発達腎研究会誌 vol.16
no.1
p36-38

200807 ヒツジ胎仔の正常および尿路
閉塞モデルにおける尿細管上
皮細胞のCD10発見に関する検
討－Expression of CD10 in
Developmental Kidney in
Fetal Lambs－

4 川瀬弘一　　青葉剛史　　北川博昭
脇坂宗親　　佐藤英章　　古田繁行
長江秀樹　○栗原八千代　○笹本優佳
○瀧正志　◇中田幸之介
（○聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
小児科）
（◇理事）

小児外科 vol.40
no.7
p.768-
774

200807 Down症児の新生児期手術と周
術期管理

外科学（小児外科）　著書

外科学（小児外科）　誌上発表
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5 Aoba T　　Kitagawa H
○Kevin C. Pringle　◇Koike J
Nagae H　○Jane Zuccollo　□Shimada J
△Seki Y
（○オタゴ大学）
（◇診断病理学）
（□外科学（消化器・一般外科））
（△関小児病院）

Journal of
Pediatric
Surgery

vol.43
p2250-
2255

200808 Can a pressure-limited
vesico-amniotic shunt tube
preserve normal bladder
function?

6 北川博昭　　脇坂宗親 保育と保健ﾆｭｰｽ no.43 p5 200808 神経芽腫のマス・スクリーニ
ングの効果

7 北川博昭　　脇坂宗親　○関保二
◇Kevin C. Pringle
（○関小児病院）
（◇Wellington School of Medicine）

産科と婦人科 vol.75
no.9
p1080-
1083

200809 2.　閉塞性尿路疾患

8 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
佐藤英章　　濱野志穂　○長谷川いずみ
◇中田幸之介
（○小児保健教室）
（◇理事）

小児外科 vol.40
no.9
p986-991

200809 マススクリーニング休止後の
動向（川崎市の場合）

9 北川博昭　　脇坂宗親　　島秀樹
古田繁行　　佐藤英章　　青葉剛史
長江秀樹　　川瀬弘一

小児外科 vol.40
no.12
p.1328-
1332

200812 腸回転異常症根治手術時の虫
垂切除

10 北川博昭　　脇坂宗親　　古田繁行
青葉剛史　○曽根田瞬　○三宅哲雄
◇小池淳樹
（○小児科学）
（◇診断病理学）

小児外科 vol.41
no.3
p.298-
303

200903 追加切除を施行した難治性
nesidioblastosis

1 青葉剛史　○小池淳樹　○小泉宏隆
濱野志穂　　島秀樹　◇曽根田瞬
脇坂宗親　　北川博昭　○高木正之
○田所衛
（○診断病理学）
（◇小児科学）

第97回日本病理学
会

200805 新生児期に発症した難治性
Nesidioblastosisの一例

2 Kitagawa H 第15回ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ
周産期学会

200805 Obstructive uropathy model
in fetal lamb: -The
development of a coherent
concept.

3 青葉剛史　　北川博昭　○小池淳樹
◇望月篤　◇安藤幸二　　濵野志穂
古田繁行　　島秀樹　　脇坂宗親
（○診断病理学）
（◇外科学（呼吸器外科））

第45回日本小児外
科学会学術集会

200805 A Case of Lobar Emphysema.
Pathological evidence of
bronchial atresia.

4 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
佐藤英章　　濱野志穂　　青葉剛史

第45回日本小児外
科学会雑誌

200805 重症心身障害児に対する外科
治療の検討

外科学（小児外科）　学会発表
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5 脇坂宗親　○黒田達夫　◇浮山越史
□清水法男　△鶴知光　▽西島栄治
☆上野滋
（○国立成育医療センター）
（◇杏林大学医学部小児外科）
（□鳥取大学医学部小児外科）
（△久留米大学医学部小児外科）
（▽兵庫県立こども病院小児外科）
（☆東海大学医学部小児外科）

第45回日本小児外
科学会雑誌

200805 「小児救急医療に関するアン
ケート」結果報告

6 川瀬弘一　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　佐藤英章　　浜野志穂
長江秀樹　　青葉剛史

第45回日本小児外
科学会雑誌

200805 鼠径ヘルニア手術（15歳未
満）に対する1入院単位支払い
方式導入への影響

7 濱野志穂　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　佐藤英章

第45回日本小児外
科学会雑誌

200805 当院における声門下狭窄症例
の臨床的検討

8 Aoba T　　Kitagawa H
○Kevin C Pringle　◇Koike J
Nagae H　○Jane Zuccollo　□Shimada J
△Seki Y
（○オタゴ大学）
（◇診断病理学）
（□外科学（消化器・一般外科））
（△関小児病院）

Pacific
Association of
Pediatric
Surgeons 41st
Annual Meetng

200806 Can a pressure-limited
visico-amniotic shunt tube
preserve normal bladder
function?

9 Kitagawa H
　○Kevin C Pringle
Aoba T　◇Koike J　○Zuccollo J
Nagae H　□Tsuchiya K　△Seki Y
（○オタゴ大学）
（◇診断病理学）
（□外科学（乳腺内分泌外科））
（△関小児病院）

Pacific
Association of
Pediatric
Surgeons 41st
Annual Meetng

200806 Ontogeny of
Imunohistochemical Staining
of Normal Embryonic
Ampullary Activity in Fetal
Lambs.

10 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
○力石辰也　○吉岡まき　　濱野志穂
（○腎泌尿器外科学）

第17回日本小児泌
尿器科学会総会

200807 外傷性腎梗塞の1小児例

11 北川博昭 第17回日本小児泌
尿器学会総会

200807 羊胎仔モデルをもちいた尿路
閉塞に対する胎児治療の有効
性について

12 北川博昭 第6回日本胎児治
療学会

200810 座長　　一般演題1　外科疾患

13 青葉剛史　　北川博昭
○Pringle KC　◇小池淳樹
長江秀樹　　脇坂宗親　□関保二
（○Wellington School of Medicine,
Obstetrics and Gynecology）
（◇診断病理学）
（□関小児病院）

第6回日本胎児治
療学会

200810 膀胱－羊水腔シャントが発生
過程のヒツジ胎仔膀胱に与え
る影響　～新たなシャント
チューブの可能性と有用性～

14 ○後藤絵里奈　　島秀樹　○渡邉久美子
○勝間忍　○熊木孝代　　佐藤英章
脇坂宗親　　北川博昭
（○聖マリアンナ医科大学6東病棟）

第19回日本小児外
科QOL研究会

200810 在宅中心静脈栄養を施行して
いる患児とその家族のQOL
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15 北川博昭 第43回日本小児外
科学会関東甲信越
地方会

200810 座長　腸閉塞（２）

16 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
青葉剛史　　佐藤英章　　古田繁行

第43回日本小児外
科学会関東甲信越
地方会

200810 結腸閉鎖症の1例

17 長江秀樹　　川瀬弘一　　北川博昭
○斉藤寿一朗　○奥田順子　◇小泉宏隆
（○聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
産婦人科）
（◇診断病理学）

第43回日本小児外
科学会関東甲信越
地方会

200810 小児にまれな卵巣膿瘍の一例

18 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
佐藤英章　　濱野志穂

第24回日本小児外
科学会秋季ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ

200811 診療報酬改正後の腹腔鏡下虫
垂切除の採算性

19 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
濱野志穂　　青葉剛史　○笠原群生
（○国立成育医療センター移植免疫診療
科）

第24回日本小児が
ん学会

200811 胆道閉鎖症術後ALLを併発、そ
の後6年で肝内腫瘤、肝内腫瘍
を認め最終的に生体肝移植を
施行した1例

20 長江秀樹　　北川博昭　　川瀬弘一
脇坂宗親　○小泉宏隆　◇千川昌弘
◇高野俊史　□近藤健介　□木下明俊
（○診断病理学）
（◇聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
病院病理部）
（□小児科学）

第24回日本小児が
ん学会

200811 小児膵腺房細胞癌の1例

21 北川博昭 医療事故の実際に
関するｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200811 ハーバード大学の医療過誤に
関する謝罪マニュアルについ
て

22 北川博昭 第19回日本小児呼
吸器外科研究会

200811 座長　ｾｯｼｮﾝⅣ：小児外傷性呼
吸器疾患の治療

23 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
佐藤英章　　古田繁行　　川瀬弘一
長江秀樹

第19回日本小児呼
吸器外科研究会

200811 重症心身障害児に対する咽頭
気管分離術の検討

24 脇坂宗親　　北川博昭　　島秀樹
佐藤英章　　古田繁行　○平泰彦
（○救急医学）

第19回日本小児呼
吸器外科研究会

200811 小児外傷性呼吸器疾患（胸部
外傷）の検討

25 川瀬弘一　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　古田繁行　　佐藤英章
濱野志穂　　長江秀樹　　青葉剛史

第28回日本小児内
視鏡外科･手術手
技研究会

200811 乳幼児臍ヘルニア・臍突出症
に対する治療

26 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
佐藤英章　　古田繁行　　青葉剛史

第35回日本胆道閉
鎖症研究会

200812 胆道閉鎖症の発見遅延例　－2
週間の病理学的変化を中心に
－
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27 古田繁行　○小島宏司
○Charles A. Vacanti
（○ハーバード大学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会学術集会

200812 マウス副腎浮遊細胞培養と副
腎細胞移植

28 島秀樹　　北川博昭　　脇坂宗親
古田繁行　　濱野志穂　　長江秀樹
川瀬弘一　　佐藤英章

第103回東京小児
外科研究会

200812 長期中心静脈栄養を必要とし
ているヒルシュスプルング氏
病類縁疾患のQOL

29 古田繁行　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　濱野志穂　　長江秀樹
青葉剛史

日本小児肝癌ｽﾀ
ﾃﾞｨｸﾞﾙｰﾌﾟ(JPLT)
研究会

200901 肺転移を伴ったPRETEXT IVの1
例

30 北川博昭 平成20年度 保育
所保育･保健推進ｾ
ﾐﾅｰ

200902 けがの応急手当　－湿潤療法
での治療－

31 ○慶野大　○近藤健介　○大山亮
○森本瑞穂　　古田繁行　　北川博昭
○木下明俊
（○小児科学）

第50回神奈川小児
腫瘍研究会

200903 L-asparaginase(L-asp)による
急性膵炎を発症した小児急性
リンパ性白血病(ALL)の5例

32 濵野志穂　　北川博昭　　脇坂宗親
島秀樹　　古田繁行　　長江秀樹
○木下明俊　○近藤健介
（○小児科学）

関東甲信越地区小
児がん登録研究会

200903 急性腹症で発見された両側性
Wilms腫瘍の1例
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1 竹下卓志　　太田智彦 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36 p71～
82

200804 ユビキチン・プロテアソーム
径路とがん治療

2 岩谷胤夫　　太田智彦 手術 62(6)
p691～
697

200805 乳房・乳腺・胸筋の局所解剖

3 太田智彦 家族性腫瘍 8(2) A48 200805 乳がん　基礎・病理・1次予防
BRCA1カスケードによる遺伝子
恒常性維持と家族性腫瘍

4 福田護　　浅川英輝　　小池彩華
上島知子　　土屋恭子　　本田朱麗
志茂新　　速水亮介　　西川徹　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(3) 200806 乳癌診療の最前線ー整容性の
高い外科治療に対する本学の
取り組みー

5 篠原範充　　森本忠興　　遠藤登喜子
岡崎正敏　　福田護　　木村千明
堀田勝平

日本乳癌検診学会
誌

17(2)
p131～
137

200806 マンモグラフィ認定更新制度
の紹介ー更新制度導入の目的
と具体的な運用方法ー

6 太田智彦 新薬と臨床 57(7)
p1084

200807 BRCA1を介した乳癌発症

7 ○前田一郎　○小田中美恵子　○小池淳樹
○千川昌弘　　緒方晴樹　　太田智彦
福田護　○高木正之
（○診断病理学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(4)
p349～
353

200808 乳房皮下に発生した
superficial angiomyxoma
with epithelial componentの
1例

8 佐藤工 BMC Biochemistry 9.Suppl1
:S2

200810 The UPS:a promising target
for breast cancer treatment

9 ○西川裕之　◇呉文文　◇小池彩華
○小島良子　□五味弘道　◇福田護
◇太田智彦
（○Institute of Advanced Medical
Science）
（◇Division of Breast and Endocrine
Surgery）
（□Department of Radiology）

Cancer Res 69(1)
p111～
119

200901 BRCA1-Associated Protein 1
Interferes with BRCA1/BARD1
RING Heterodimer Activity

10 竹下卓志　　呉文文　　小池彩華
福田護　　太田智彦

Cancer Chemother
Pharmacol.

  200903 Perturbation of DNA repair
Pathways by proteasome
inhibitors corresponds to
enhanced chemosensitivity
of cells to DNA damage-
inducing agents.

11 川本久紀　　小池彩華　　上島知子
土屋恭子　　志茂新　　速水亮介
河原太　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　○前田一郎
○田所衛　◇印牧義英　◇中島康雄
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

乳癌の臨床 24(1)
p148～
149

200903 当科での温存術後断端陽性症
例における局所再発の検討

外科学（乳腺・内分泌外科）　誌上発表
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1 福田護 中日乳房映像品質
提升研修回

200804 乳癌的臨床

2 福田護 神奈川乳がん学術
講演会2008

200804 総合司会

3 福田護 第51回日本形成外
科学会共済ｾﾐﾅｰ

200804 乳房再建の必要性ー乳腺外科
医の立場から

4 ○大島隆一　　太田智彦　　呉文文
○大坪毅人
（○外科学（消化器・一般外科））

第108回日本外科
学会学術集会

200805 新規大腸癌抑制遺伝子の候
補、EDDの同定

5 福田護 第108回日本外科
学会

200805 司会：乳腺（ホルモン・内分
泌）

6 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　○太田智行
○印牧義英　○岡本恭子　○中島康雄
矢吹由香里　　川本久紀　　河原太
土屋恭子
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）

第23回神奈川乳腺
疾患症例検討会

200805 マンモグラフィ（MMG）で石灰
化の所見なく、超音波（US）
で点状高エコーを認めた非浸
潤性乳管癌（DCIS）の2症例

7 太田智彦 第14回日本家族性
腫瘍学会学術総会

200806 BRCA1　カスケードによる遺伝
子恒常性維持と家族性腫瘍ー
シンポジウム「乳がん　基
礎・病理・一次予防」

8 福田護 第20回日本内分泌
外科学会総会

200806 シンポジウム1　特別発言　乳
癌の内分泌療法の効果予測因
子の手術/生検検体を用いた検
索の実際

9 西川徹　　本田朱麗　○佐治攻
藤田圭子　○住吉賢　◇芦川和弘
◇花井彰　○小森山広幸
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇西部病院一般外科）

第20回日本内分泌
外科学会総会

200806 腋窩リンパ節転移をきたした
甲状腺乳頭癌の1例

10 小池彩華　　呉文文　○西川裕之
◇岡田幸法　　福田護　　太田智彦
（○大学院附属研究施設）
（◇応用分子腫瘍学）

Second JCA-AACR
Special Joint
Conference The
Latest Advances
in Breast Cancer
Rssearch

200806 NPM1 ubiquitination
catalyzed by E2
Ube2w/Ubc13/Mms2 and E3
BRCA1/BARD1

11 福田護 平成20年度第1回
昭和薬科大学公開
教育講座

200806 乳がんの検診・診療の現状

12 ○岡寛　　土屋恭子　　福田護
太田智彦　　緒方晴樹　○藤井亮爾
○西岡久壽樹
（○難病治療研究センター）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 アロマターゼ阻害剤の関節症
状の検討

外科学（乳腺・内分泌外科）　学会発表
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13 福田護 がん患者さん支援
ﾌｫｰﾗﾑ｢あなたが大
切です!思い合う
ﾌｫｰﾗﾑ2008｣

200807 キャンサーリボンズ発足にあ
たって

14 太田智彦 Second JCA-AACR
Special Joint
Conference The
Latest Advances
in Breast Cancer
Research From
Basic Science to
Therapeutics

200807 Candidate substrates of
BRCA1 in its multiple
cellular functions-
Symposium 1 「Molecular
Mechanisms of Breast
Carcinogenesis,DNA
repair,Epigenetics」

15 呉文文　　佐藤工　　小池彩華
○西川裕之　◇岡田幸法　　福田護
太田智彦
（○大学院附属研究施設）
（◇応用分子腫瘍学）

Second JCA-AACR
Special Joint
Conference The
Latest Advances
in Breast Cancer
Research

200807 Regulation of BRCA1
stability by an E3
ubiquitin ligase HERC2

16 福田護 横浜246乳癌懇話
会

200807 座長：特別講演ー乳癌術前治
療の現状と展望

17 福田護 北陸ｷｬﾝｻｰﾌｫｰﾗﾑ 200807 整容性の高い乳癌外科治療に
対する本学の取り組み

18 福田護 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
病院腫瘍ｾﾝﾀｰ市民
公開がん治療ﾌｫｰﾗ
ﾑ

200807 乳がんの最新治療

19 ○岡寛　　土屋恭子　　福田護
太田智彦　　緒方晴樹　○藤井亮爾
○西岡久壽樹
（○難病治療研究センター）

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤の
関節症状の検討

28(4)
p328

200807 アロマターゼ阻害剤の関節症
状の検討

20 福田護 Natural Life 200808 「NPO法人キャンサーリボン
ズ」が発足

21 福田護 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
病院腫瘍ｾﾝﾀｰ市民
公開がん治療ﾌｫｰﾗ
ﾑ

200808 乳がんの最新治療

22 福田護 朝日がんｾﾐﾅｰｻﾃﾗｲ
ﾄｾﾐﾅｰ

200808 がん治療＆ケアをサポートす
る食事

23 福田護 乳がんを早く見つ
けてきれいに直す
市民公開講座｢聖ﾏ
ﾘｱﾝﾅ医科大学の取
り組み｣

200809 「乳がんが気になった
ら・・・」どういう治療をす
るの？～乳がん専門施設の必
要性
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24 福田護 第16回日本がん検
診･診断学会

200809 座長：超音波による乳がん検
診：EBM創成のための大規模比
較試験

25 太田智彦　　呉文文　　小池彩華
福田護

The 26th
Congress of the
International
Association for
Breast Cancer
Research (IABCR)
DNA double-
strand break
repair mediated
by BRCA1-
Presidential
Symposium 1

200809 Pathology,Molecular
Profiling and Gnetics

26 ○岡崎寛子　◇辻本文雄　○印牧義英
○太田智行　○岡本恭子　○中島康雄
□前田一郎　　川本久紀　　緒方晴樹
矢吹由香里　　河原太　　土屋恭子
太田智彦　　福田護
（○放射線医学）
（◇臨床検査医学）
（□診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 Neoadjuvant
chemotherapy(NAC)後超音波
(US)マーキングの有用性の検
討

27 緒方晴樹 第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 示説討論16「MRI1」座長

28 緒方晴樹　　小池彩華　　吉岡知子
土屋恭子　　志茂新　　西川徹　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　太田智彦
福田護　○印牧義英　○中島康雄
◇前田一郎
（○放射線医学）
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 非浸潤癌(DCIS)の診断には、
高分解能MRIが不可欠である

29 土屋恭子　　川本久紀　　小池彩華
吉岡知子　　志茂新　○新明裕子
河原太　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　◇岡崎寛子
◇岡本恭子　◇印牧義英　◇中島康雄
□前田一郎　□田所衛
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 Cystic hypersecretoryの像を
呈した2症例

30 河原太　　小池彩華　　吉岡知子
岩谷胤夫　○新明裕子　　土屋恭子
本田朱麗　　佐藤工　　志茂新
速水亮介　　藤田圭子　　西川徹
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　　尾畑宇子
◇都築麻紀子　□久保田賢子
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇つづきクリニック）
（□たか子クリニック）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 乳癌手術後の乳房再建78症例
の検討
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31 ○渡邉聡子　　土屋恭子　　矢吹由香里
緒方晴樹　　河原太　◇印牧義英
◇中島康雄　□前田一郎　　太田智彦
福田護
（○臨床研修センター）
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 腫瘍内乳汁分泌により急速増
大した妊娠期葉状腫瘍の1例

32 ○登坂祐佳　　土屋恭子　　河原太
矢吹由香里　　川本久紀　　緒方晴樹
◇中島康雄　□前田一郎　　太田智彦
福田護
（○臨床研修センター）
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 腋窩葉状腫瘍の1例

33 ○岩谷胤夫　　河原太　　吉岡知子
土屋恭子　　川本久紀　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　　福田護
（○虎の門病院 乳腺・内分泌外科）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 広範な乳管内進展を伴った3mm
の浸潤性乳腺アポクリン癌の1
例

34 ○前田一郎　◇岡本恭子　◇印牧義英
◇中島康雄　　緒方康雄　　太田智彦
福田護　○田所衛
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

第16回日本乳癌学
会総会

200809 乳癌取扱い規約の組織分類を
基準とした高分解能MRI診断の
精度の検討

35 ○岩瀬弘敬　◇紅林淳一　　太田智彦
□津田均　△黒住昌史　▽宮本和明
（○熊本大学　乳腺・内分泌外科）
（◇川崎医科大学乳腺甲状腺外科）
（□防衛医科大学病態病理学講座）
（△埼玉県立がんセンター病理科）
（▽国立病院機構呉医療センター中国がん
センター臨床研究部・外科）

第16回日本乳癌学
会総会

200809 Triple Negative乳癌の生物学
的特徴と治療法に関する研究

36 ○印牧義英　○中島康雄　　福田護
◇戸崎光宏　□角田博子　△中村清吾
（○放射線医学）
（◇亀田総合病院乳腺科）
（□聖路加国際病院放射線科）
（△聖路加国際病院乳腺科）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 MRマンモグラフィ実態調査報
告

37 ○奥田逸子　○印牧義英　○岡本恭子
○岡崎寛子　○中島康雄　◇前田一郎
福田護
（○放射線医学）
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 浸潤性小葉癌のMRI,CT所見の
検討

38 吉岡知子　　小池彩華　　岩谷胤夫
土屋恭子　　志茂新　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　○岡本恭子
○印牧義英　○中島康雄
（○放射線医学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 乳癌症例における高精細MRIに
よる両側同時撮影の対側乳房
病変の検討
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39 ○岡本恭子　○印牧義英　○岡崎寛子
○中島康雄　　志茂新　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　◇前田一郎
（○放射線医学）
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 両側高分解能MRIにおけるDCIS
の検出能の評価

40 ○嶋本裕　○滝澤謙治　○吉松美佐子
○印牧義英　○岡本恭子　○中島康雄
福田護　　太田智彦　　緒方晴樹
矢吹由香里　◇新明裕子　　川本久紀
河原太
（○放射線医学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 進行乳癌に対するリザーバー
鎖骨下動注化学療法の初期治
療成績

41 小池彩華　　太田智彦　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
○新明裕子　◇中島康雄　□小泉宏隆
□田所衛　　福田護
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 Basal-like乳癌の術前化学療
法感受性に関する検討

42 ○新明裕子　　小池彩華　　吉岡知子
岩谷胤夫　　土屋恭子　　志茂新
河原太　　川本久紀　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　◇前田一郎
福田護
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 術後併用薬物療法レジメンの
医療経済的側面からの検討-
intermediate risk-

43 福田護 第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 モーニングセミナー1　座長
乳がん診断のIT化

44 福田護 第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 パネルディスカッション4　事
業評価からみた乳癌検診の現
状と今後の課題

45 速水亮介　　太田智彦　　小池彩華
志茂新　　川本久紀　○新明裕子
◇小泉宏隆　◇田所衛　　福田護
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 術前化学療法直後の乳癌組織
におけるDNA損傷応答の解析

46 本田朱麗　○前田一郎　　太田智彦
緒方晴樹　　矢吹由香里　○田所衛
福田護
（○診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 Metaplastic 乳癌の臨床病理
学的検討

47 志茂新　　川本久紀　　小池彩華
吉岡知子　　土屋恭子　　速水亮介
河原太　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　○前田一郎
○田所衛　◇岡本恭子　◇印牧義英
◇中島康雄
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 当院における男子乳癌の検討
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48 太田智彦　　呉文文　○小泉宏隆
福田護
（○診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 シンポジウム3「トリプルネガ
ティブ乳癌の基礎と臨床」
BRCA1の機能から考えたBasal-
like乳癌の薬剤感受性

49 川本久紀　　小池彩華　　吉岡知子
土屋恭子　　志茂新　　速水亮介
河原太　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護　○前田一郎
○田所衛　◇印牧義英　◇中島康雄
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 当科での温存術後断端陽性症
例における局所再発の検討

50 呉文文　　太田智彦　　佐藤工
小池彩華　　速水亮介　　福田護

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 BRCA1を分解するユビキチンリ
ガーゼの同定

51 ○本間千絵　　小池彩華　　吉岡知子
岩谷胤夫　◇新明裕子　　土屋恭子
本田朱麗　　志茂新　　速水亮介
佐藤工　　藤田圭子　　西川徹　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　緒方晴樹
太田智彦　　福田護
（○臨床研修センター）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 乳癌の腋窩リンパ節廓清術後
に乳び漏を呈した3例

52 福田護 第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 座長：パネルディスカッショ
ン4「事業評価からみた乳癌検
診の現状と今後の課題

53 ○印牧義英　○中島康雄　　福田護
◇戸崎光宏　□角田博子　△中村清吾
（○放射線医学）
（◇亀田総合病院乳腺科）
（□聖路加国際病院放射線科）
（△聖路加国際病院乳腺科）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 MRマンモグラフィ実態調査報
告

54 太田智彦 第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 「トリプルネガティブ3」座長

55 太田智彦 特定領域研究｢細
胞増殖制御｣班会
議 平成20年度(第
2回)

200809 HERC2によるS期およびG2/M期
チェックポイント制御機構の
解析

56 福田護 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ@表
参道ﾋﾙｽﾞ

200810 もし、乳がんになった
ら・・・治療は？生活は？

57 福田護 第9回よこはま乳
癌ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

200810 開会のご挨拶

58 太田智彦 第67回日本癌学会
学術総会

200810 Cell cycle check point(2)座
長
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59 太田智彦 第67回日本癌学会
学術総会

200810 BRCA1を標的とするユビキチン
リガーゼの同定ーシンポジウ
ム3「遺伝性の癌：その研究と
臨床の最前線」

60 土屋恭子　　緒方晴樹　　上島知子
浅川英輝　○新明裕子　　河原太
川本久紀　　矢吹由香里　　太田智彦
福田護　◇岡寛　◇藤井亮爾
◇西岡久壽樹
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇難病治療研究センター）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 乳癌患者に対するアロマター
ゼ阻害剤による関節症状の検
討

61 浅川英輝　　太田智彦　　小池彩華
○小泉宏隆　　福田護
（○診断病理学）

第46回日本癌治療
学会総会

200810 乳癌組織における化学療法に
よるDNA損傷応答としての核内
ユビキチンfoci形成

62 福田護 第46回日本癌治療
学会

200810 座長：乳腺　手術1

63 小池彩華　　竹下卓志　　呉文文
太田智彦　　福田護

第46回日本癌治療
学会総会

200811 化学療法剤によるDNA損傷にお
けるプロテアソーム阻害剤・
epoxomicinの効果

64 福田護 乳がん学術講演会 200811 開会のご挨拶

65 緒方晴樹 乳がん学術講演会 200811 座長：乳がんの最新治療～低
侵襲治療を含めた治療選択～

66 福田護 第23回日本更年期
医学会学術集会

200811 日本人の乳癌から見たHRT

67 福田護 第23回日本更年期
医学会

200811 日本人の乳癌から見たHRT

68 太田智彦 平成20年度第3回｢
ﾀﾝﾊﾟｸ質分解｣班会
議

200811 BRCA1ユビキチンリガーゼによ
る乳癌抑制機構の解析

69 小池彩華　　浅川英輝　○西川裕之
呉文文　　太田智彦
（○大学院附属研究施設）

平成20年度第3回｢
ﾀﾝﾊﾟｸ質分解｣班会
議

200811 DNA2本鎖切断修復における
BRCA1 E3活性の役割

70 呉文文　　佐藤工　　小池彩華
○西川裕之　◇岡田幸法　　福田護
太田智彦
（○大学院附属研究施設）
（◇応用分子腫瘍学）

平成20年度第3回｢
ﾀﾝﾊﾟｸ質分解｣班会
議

200811 Regulation of BRCA1
stability by an E3
ubiquitin ligase HERC2

71 浅川英輝　　小池彩華　○西川裕之
呉文文　　太田智彦
（○大学院附属研究施設）

平成20年度第3回｢
ﾀﾝﾊﾟｸ質分解｣班会
議

200811 乳癌化学療法感受性における
ユビキチン化の役割
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72 土屋恭子　　緒方晴樹　　上島知子
浅川英輝　　河原太　　川本久紀
矢吹由香里　　太田智彦　　福田護
○岡崎寛子　○中島康雄　◇前田一郎
（○放射線医学）
（◇診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 乳腺Squamous cell carcinoma
の一例

73 上島知子　　川本久紀　　土屋恭子
浅川英輝　　河原太　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　　福田護
○前田一郎
（○診断病理学）

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 当院での乳腺mucocele-like
tumorの検討

74 西川徹　　本田朱麗　○小島哲夫
○片山真央　◇神尾浩司　◇佐治攻
藤田圭子　◇石井将光　◇住吉賢
◇朝野隆之
（○西部病院一般外科）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第70回日本臨床外
科学会総会

200811 乳腺に発生したpleomorphic
carcinomaの1例

75 福田護 第70回日本臨床外
科学会総会

200811 こだわりのポイント（乳腺）
司会

76 ○高野純一　○伊藤由香　○上塚朋子
◇新明裕子　　緒方晴樹　◇増原慶壮
（○薬剤部）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第56回聖ﾏﾘｱﾝ医科
大学学術集会

200812 薬剤師介入による乳癌化学療
法時における遅発性悪心・嘔
吐対策処方の変化

77 ○塩野陽　◇石井修　◇武岡裕文
◇稲村祥代　◇岡野美紀　◇土田浩生
浅川英輝　□千川晶弘　△小田中美恵子
△前田一郎　◇松田隆秀
（○初期臨床研修センター）
（◇内科学（総合診療内科））
（□病理学）
（△診断病理学）

第56回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学学術集会

200812 腋窩リンパ節膨張を契機に診
断し得た潜在性乳癌の一例

78 土屋恭子　　緒方晴樹　　小池彩華
上島知子　　浅川英輝　　志茂新
○新明裕子　　河原太　　川本久紀
矢吹由香里　　太田智彦　　福田護
◇印牧義英　◇中島康雄　□前田一郎
（○内科学（血液・腫瘍内科））
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

第5回日本乳癌学
会関東地方会

200812 乳癌との鑑別に苦慮した
sclerosing adenosis
(adenosis tumor)の1例

79 秦ひろか　　土屋恭子　　浅川英輝
河原太　　川本久紀　　矢吹由香里
緒方晴樹　　太田智彦　　福田護
○前田一郎
（○診断病理学）

第5回日本乳癌学
会関東地方会

200812 針生検で診断が付かなかった
Ductal adenoma の2例

80 浅川英輝　○新明裕子　　緒方晴樹
川本久紀　　矢吹由香里　　河原太
志茂新　　土屋恭子　　上島知子
小池彩華　　太田智彦　　福田護
（○内科学（血液・腫瘍内科））

第5回日本乳癌学
会関東地方会

200812 米退役軍人の男性乳癌の1例ー
原因とホルモン治療の感受性
及び手術法に関する一考察ー
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81 太田智彦 第5回日本乳癌学
会関東地方会

200812 一般演題L　座長

82 福田護 乳腺外科･形成外
科懇話会

200812 閉会の辞

83 福田護 第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 会長講演　座長ー乳癌検診の
精度管理と今後の課題

84 ○櫻井正児　　福田護　◇辻本文雄
□中島康雄　△遠藤登喜子　▽森田孝子
☆中島一毅　◇信岡祐彦
（○臨床検査部超音波センター）
（◇臨床検査医学）
（□放射線医学）
（△国立病院機構名古屋医療センター放射
線科）
（▽中日病院乳腺科）
（☆河崎医科大学乳腺甲状腺科）

第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 ワークショップⅡ　乳がん検
診に用いる超音波診断装置の
精度管理と品質管理

85 ○吉田千亜希　○大橋良子　○三好恭子
○金子祐子　○見本喜久子　○田端克恵
○大竹陽子　○見本真一　○萩原明
福田護
（○財団法人神奈川県予防医学協会放射線
技術部）

第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 マンモグラフィー検診におけ
るがん発見率の考察（各市町
村における撮影枚数の違いに
よる比較）

86 ○俵矢香苗　◇久保内光一　　福田護
◇八十島唯一　◇萩原明
（○横浜栄共済病院外科）
（◇横浜市乳がん検診マンモグラフィ判定
委員会）

第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 要精検率や陽性反応的中度の
適正化における二次読影回の
有用性ー横浜市マンモグラ
フィ検診の経験ー

87 福田護 第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 招待講演2　座長

88 ○岡村隆徳　◇辻本文雄　○櫻井正児
□太田智行　□岡崎寛子　□中島康雄
福田護
（○臨床検査部超音波センター）
（◇臨床検査医学）
（□放射線医学）

第18回日本乳癌検
診学会総会

200812 自動式乳房超音波検査(Somo
Vu)に対するアンケート調査

89 福田護 第35回中高年女性
ｾﾐﾅｰ

200902 乳がん予防～ブレストケアの
すすめ

90 福田護　○Eeson Rajendra　　太田智彦
（○Hutchison/MRC Research
Centre,Cambridge,CB2 0XZ,UK）

茅ヶ崎市医師会学
術講演会

200902 乳がん検診と整容性の高い外
科治療
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91 西川徹　○小島啓夫　◇片山真史
◇神尾浩司　◇石井将光　◇朝野隆之
◇住吉賢　□芦川和弘　◇花井彰
◇小森山広幸　△安田玲子　▽小泉宏隆
福田護　☆印牧義英
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□外科学（一般外科））
（△病院病歴部）
（▽診断病理学）
（☆放射線医学）

第18回日本乳癌画
像研究会

200902 男性乳腺に発生した顆粒細胞
腫の1症例
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1 田中雄一郎 脳神経外科ｴｷｽﾊﾟｰ
ﾄ 間脳下垂体

P.1～13 200810 1.間脳下垂体部の解剖：機能

1 小野元　○佐々木直　○長谷川泰弘
橋本卓雄　◇平泰彦　◇箕輪良行
□明石勝也
（○内科学（神経内科））
（◇救急医学）
（□役員）

日本救急医学会雑
誌

19(9)
P.914～
920

200804 Prehospital Stroke Scale に
よる脳卒中救急患者トリアー
ジの効果

2 伊藤英道　　榊原陽太郎　　平本準
○吉田浩　◇酒井晃治　　小野寺英孝
和久井大輔　　田口芳雄
（○ふれあい平塚病院）
（◇サンライズ酒井病院）

脳神経外科ｼﾞｬｰﾅﾙ 18(1)
P.56～62

200805 ＩＴＰ合併妊婦による胎児期
脳室内出血後水稲症の1例

3 橋本卓雄　　小野元　○松本純一
（○救急医学）

Medical Practice
新図解救急･応急
処置ｶﾞｲﾄﾞ

25(臨時
増刊号)
P.446～
454

200805 Ⅲ. 緊急検査法－適応と読影
緊急血管造影検査法

4 鈴木由布　　田口芳雄　　榊原陽太郎
吉田泰之　　田中克之　○田所衛
◇品川俊人　　橋本卓雄
（○診断病理学）
（◇川崎市立井田病院）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(39
P.257～
262

200806 松果体部髄膜腫の1例

5 鈴木由布　　田中克之　　吉田泰之
古屋優　　田中雄一郎　　橋本卓雄
○今村恵子　◇土居正知　◇田所衛
（○画像診断センター）
（◇診断病理学）

Neuro-Oncology 17(2)
P.2～7

200810 髄膜腫の鑑別診断に有用な’
Ｈ－ＭＲＳ所見の特徴

松森隆史　　渡邉寛之　　岡村晶子
大塩恒太郎　　橋本卓雄

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)
P.395～
403

200810 実験的水稲症マウスにおける
アクアポリン４の発現につい
て

和久井大輔　　森嶋啓之　　水庭宜隆
伊藤英道　　松森隆史　　田中雄一郎
橋本卓雄　○田所衛　◇田之上哲也
◇正林康宏　◇谷下一夫　□立嶋智
（○診断病理学）
（◇慶応義塾大学理工学部）
（□カリフォルニア大学ロサンゼルス校神
経放射線科）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(5)
P.459～
470

200810 家兎誘発動脈瘤への親血管ス
テント留置による瘤内血栓化
―実形状モデルによる血行力
学的検討―

8 ○田中広紀　○平林麻理　○並木美加子
○宇賀神和久　○丸茂健治　○川野留美子
○田口和三　○菊池敏樹　○鷲見正宏
○阿南晃子　　長島悟郎
（○昭和大学藤が丘病院）

日本病理薬剤師会
雑誌

44(10)
P.1519～
1521

200810 管理抗菌薬の使用届出制導入
による影響と評価

脳神経外科学　誌上発表

実験動物飼育管理研究施設

6

実験動物飼育管理研究施設

7

脳神経外科学　著書
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9 和久井大輔　　伊藤英道　　池田律子
吉田泰之　　古屋優　　田中克之
橋本卓雄

脳神経外科 36(11)
P.1011～
1016

200811 診断が困難であったノカルジ
ア脳膿瘍の1例

10 伊藤英道　　森嶋啓之　　小野寺英孝
和久井大輔　○吉田浩　　榊原陽太郎
田口芳雄　　橋本卓雄
（○ふれあい平塚病院）

Journal of
Neuroendovascula
r Therapy

2(3)
P.238～
244

200812 Catheter Exchange Technique
を用いたBaloon-assisted
Coil Embolization にて治療
し得た広頸大型破裂脳底動脈
瘤の1例

11 鈴木由布　　田中克之　○根岸大輔
○清水万紀子　○村山典恵　　橋本卓雄
○山崎浩史
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

Xenobiotica 38(12)
P.1471～
1475

200812 Increased distribution of
carboplatin, an anti-cancer
aget, to rat brains with
the aid of hyperbaric
oxygenation

12 ○田中広紀　○平林麻理　○並木美加子
○宇賀神和久　○丸茂健治　○川野留美子
○田口和三　○菊池敏樹　　長島悟郎
（○昭和大学藤が丘病院）

医薬薬学 34(12)
P.1100～
1104

200812 昭和大学藤が丘病院における
リネゾリド使用状況

13 ○岡本紀善　○糸川博　○森谷匡雄
○藤本道生　　長島悟郎　○鈴木龍太
○藤本司
（○昭和大学藤が丘病院）

脳神経外科 37(2)
P.189～
194

200901 摘出術前の放射線治療が有効
であった富血管性孤立性線維
腫の1例

14 橋本卓雄 厚生労働科学研究
費補助金難治性疾
患克服研究事業
正常圧水稲症の疫
学･病態と治療に
関する研究 平成
20年度総括･分担
研究報告書

P.14～15 200903 正常圧水稲症の疫学・病態と
治療に関する研究

15 小野元　　田中克之　　田中雄一郎
橋本卓雄

脳血管攣縮 P.61～65 200903 脳血管攣縮対策における塩酸
ファスジル静脈投薬の効果
－党員における治療選択の歴
史的経緯から－

1 小野寺英孝　　榊原陽太郎　　中山博文
岡村晶子　　松森隆史　　田口芳雄
吉田泰之

第105回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200804 後頭部に発生した　Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ　ＰＮＥＴの1例

2 中村歩希　○檜山孝美　○大久保信治
○工藤忠　○小林博雄　◇田中俊英
（○石岡循環器科脳神経外科病院）
（◇東京慈恵会医科大学脳神経外科）

第105回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200804 頭蓋外後下小脳動脈破裂によ
るくも膜下出血の一例

3 吉田泰之　　田中雄一郎　　古屋優
森嶋啓之　　伊藤英道　　平本準
小野元　　松森隆史　　橋本卓雄

第105回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200804 栄養血管の部分的塞栓術が奏
功した大後部孔髄膜瘤の一例

脳神経外科学　学会発表
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4 小野元　○桝井良裕　◇力石辰也
◇佐々木秀郎　□秋山政人　△高橋公太
（○救急医学）
（◇腎泌尿器外科学）
（□新潟県臓器移植推進財団）
（△新潟県大学大学院腎泌尿器病態学）

第96回日本泌尿器
科学会総会

200804 移植医療に対する脳外科から
みた神奈川県での試み　－当
院におけるドナーアクション
をふまえて－

5 平本準　　渡邉寛之　　吉田泰之
田中雄一郎　　橋本卓雄　○土居正知
○田所衛
（○診断病理学）

第36回日本小児神
経外科学会

200805 小児脳内血管腫2例の病理学検
討

6 小野元　○桝井良裕　◇向井敏二
□力石辰也　□佐々木秀郎　△吉野茂
△中村晴美　▽秋山政人　☆高橋公太
（○救急医学）
（◇法医学）
（□腎泌尿器外科学）
（△事務部管理課）
（▽新潟県臓器移植推進財団）
（☆新潟県立大学大学院腎泌尿器病態学）

第20回神奈川移植
医学会

200805 移植医療に対する聖マリアン
ナ医科大学での推進　－ド
ナーアクションプログラムを
ふまえて－

7 田中雄一郎　　平本準　　橋本卓雄 成育医療ｾﾝﾀｰ脳神
経外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

200805 Two cases of suprasellar
cystic tumor:  Zygomatic
temporopolar approach and
isolation of sylvian veins

8 中村歩希　○工藤忠　○大久保信治
○檜山孝美　○小林博雄
（○石岡循環器科脳神経外科病院）

第23回日本脊髄外
科学会

200806 下垂足を呈した腰椎疾患の検
討

9 中村歩希　○工藤忠　○大久保信治
○檜山孝美　○小林博雄　◇奥野憲司
◇田中俊英
（○石岡循環器科脳神経外科病院）
（◇東京慈恵会医科大学脳神経外科）

第10回茨城手術手
技研究会

200806 腰部脊柱管狭窄症に対する低
侵襲な手術手技

10 田中雄一郎　　吉田泰之　　古屋優
森嶋啓之　　伊藤英道　　平本準
小野元　　橋本卓雄

第19回川崎脳神経
外科懇話会

200806 大孔部髄膜腫の一例

11 大島幸亮　○寺田友昭　◇檜山孝美
◇小林博雄　◇大久保信治　◇工藤忠
◇遠藤慎一　　橋本卓雄
（○和歌山労災病院脳神経外科）
（◇石岡循環器科脳神経外科病院）

第7回日本頸部脳
血管治療学会

200806 総頚動脈主幹部狭窄に対する
ステント術の1例：遠位塞栓予
防について

12 小野元　○佐々木秀郎
（○腎泌尿器外科学）

第22回日本神経救
急学会学術集会

200806 Prehospital Stroke Scale に
よる脳卒中救急患者トリアー
ジの効果
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13 小野元　○桝井良裕　◇向井敏二
□力石辰也　□佐々木秀郎　△吉野茂
▽中村晴美　☆秋山政人　◎高橋公太
（○救急医学）
（◇法医学）
（□腎泌尿器外科学）
（△事務部管理課）
（▽神奈川県移植コーディネーター）
（☆新潟県臓器移植推進財団）
（◎新潟県立大学大学院腎泌尿器病態学）

第6回腎不全の医
療ﾈｯﾄﾜｰｸを考える
会

200806 腎移植医療に対する推進　～
神奈川県の現状を踏まえて～

14 鈴木由布　　田中克之　　吉田泰之
○清水万紀子　○山崎浩史　　橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

Undersea &
Hyperbaric
Medical Society
Annual
Scientific
Meeting

200806 Relationship between
clinical efficacy and
pharmacokinetic parameters
for malignant glioma
patients treated with
carboplatin in combination
with hyperbaric oxygenation

15 ○花岡吉亀　○柿澤幸成　○大塚房一
○竹前紀樹　　田中雄一郎
（○長野市民病院脳神経外科）

第102回信州脳神
経外科集談会

200806 斜台部髄膜腫の一例

16 田中克之 第9回 Pharmaco-
Hematology ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ

200806 高気圧酸素療法と脳微小循
環：脳腫瘍治療現場で

17 田中雄一郎　　内田将司　　吉田泰之
橋本卓雄

第3回東京下垂体
疾患研究会

200807 ホルモン負荷試験後に下垂体
卒中を生じ蝶形洞浸潤と誤解
された下垂体線腫の一例

18 森嶋啓之　　岡村晶子　　伊藤英道
田中雄一郎　　橋本卓雄

第5回日本脳神経
血管内治療学会関
東地方会

200807 PICA involve type の解離性
椎骨動脈瘤に対する選択的塞
栓術を施行した１例

19 田中克之　○箕輪良行　◇岡田智幸
□方波見卓行　△月川賢　▽須賀万智
▽吉田勝美
（○救急医学）
（◇耳鼻咽喉科学）
（□内科学（代謝・内分泌内科））
（△外科学（消化器・一般外科））
（▽予防医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会

200807 本学の卒後臨床研修における
ポートフォリオ評価

20 内田将司　　平本準　　吉田泰之
坂本辰夫　　田中雄一郎　　橋本卓雄

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会

200807 術中インドシアニングリーン
血管撮影が有用であった浅側
頭動脈中大動脈瘤吻合術

21 ○山崎浩史　　田中克之　　鈴木由布
○清水万紀子　　吉田泰之　○村山典恵
橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会

200807 高気圧酸素療法による抗がん
薬カルボプラチンの血液脳関
門輸送の促進

22 田中雄一郎　　内田将司　　吉田泰之
坂本辰夫　　平本準　　橋本卓雄
中村歩希

第17回長野脳神経
外科手術手技ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ

200807 両側ＣＰＡに進展した第４脳
室腫瘍の幼児例
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23 ○檜山孝美　○大久保信治　○工藤忠
○小林博雄
（○石岡循環器科脳神経外科病院）

第23回湘南脊髄外
科研究会

200807 ＤＦＤＤの使用経験

24 吉田泰之　　田中雄一郎　　橋本卓雄 第10回かながわ間
脳下垂体疾患ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ

200807 蝶形骨洞内粘膜肥厚を呈し、
頭蓋外浸潤が疑われた下垂体
腺腫の一例

25 森嶋啓之 第36回近畿脳神経
血管内手術法ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ

200807 AVMに対するＯＮＹＸ治療 in
Paris

26 小野寺英孝　　榊原陽太郎　　中山博文
岡村晶子　　松森隆史　　田口芳雄
吉田泰之

第22回神奈川脳卒
中ﾌｫｰﾗﾑ

200807 下肢長幹骨骨折後に意識障害
を呈した cerebral fat
embolism syndrome の1例

27 田中雄一郎　　吉田泰之　　平本準
古屋優　　橋本卓雄

第2回杉田記念ﾌｫｰ
ﾗﾑ

200809 眼動脈瘤の一例

28 鈴木由布　　吉田泰之　　平本準
内田将司　　橋本卓雄　　田中克之
榊原陽太郎　　田口芳雄　○子安英樹
◇高野俊史　◇田所衛
（○子安脳神経外科クリニック）
（◇診断病理学）

第16回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200809 成人ＰＮＥＴの一例

29 鈴木由布　　岡村晶子　　伊藤英道
吉田泰之　　森嶋啓之　　田中雄一郎
橋本卓雄　○大坪毅人　◇小池淳樹
◇田所衛
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇診断病理学）

第106回日本脳神
経外科関東地方会

200809 小脳転移をきたしたいわいる
胃カルチノイドの1例

30 内田一好　　水庭宜隆　○吉田浩
大塩恒太郎
（○ふれあい平塚病院）

第106回日本脳神
経外科関東地方会

200809 冠動脈バイパス術後、動眼神
経麻痺で発症した下垂体卒中
の一例

31 松森隆史　　小野寺英孝　　中山博文
中村歩希　　榊原陽太郎　　田口芳雄

第106回日本脳神
経外科関東地方会

200809 下肢長管骨骨折に合併した脂
肪塞栓症候群の一例

32 和久井大輔　　大島幸亮　　干川芳弘
田中克之　　古屋優　　池田律子
伊藤英道　　田中雄一郎　　橋本卓雄

第106回日本脳神
経外科関東地方会

200809 ＭＲＳ上、典型的所見を示さ
なかった脳腫瘍2例について

33 伊藤英道　　森嶋啓之　　田中雄一郎
橋本卓雄

第39回神奈川脳血
管内手術懇話会

200809 大型破裂前交通動脈瘤に対す
る塞栓術　～その三重苦～

34 小野元　○Seiji Iwata
（○福岡メディカルセンター）

第4回世界移植Day 200809 臓器移植を推進するために―
評価の手法とシステム

35 田中雄一郎　　内田将司　　平本準
坂本辰夫　　橋本卓雄

第10回神奈川脳神
経外科手術手技研
究会

200809 思いがけぬ事情で再開頭が必
要になった幼児脳腫瘍例
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36 田中克之　　田中雄一郎　　干川芳弘
大島幸亮　　和久井大輔　　橋本卓雄

第10回神奈川脳神
経外科手術手技研
究会

200809 人口硬膜使用時の髄液漏をい
かに防ぐか？

37 平本準　　内田将司　　吉田泰之
坂本辰夫　　田中雄一郎　　橋本卓雄

第26回日本こども
病院脳神経外科医
会

200809 乳児硬膜下水腫の一例

38 中山博文　　榊原陽太郎　　松森隆史
小野寺英孝　　中村歩希　　田口芳雄

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 くも膜下出血症例における在
院日数の検討

39 小野元　　田中雄一郎　　橋本卓雄 第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 当院におけるくも膜下出血症
例の推移と治療戦略　～1991
年からの症例を振り返って～

40 田中克之　○山崎浩史　○清水万紀子
吉田泰之　　鈴木由布　　橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 高気圧酸素状態下における抗
がん剤カルボプラチンの血液
脳関門透過性亢進

41 内田将司　　吉田泰之　　平本準
坂本辰夫　　伊藤英道　　森嶋啓之
田中雄一郎　　橋本卓雄

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 小児髄膜腫症例の検討

42 吉田泰之　　田中克之　　鈴木由布
○清水万紀子　○山崎浩史　　橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 悪性神経膠腫における高気圧
酸素環境下での抗悪性腫瘍剤
カルボプラチンの薬物動態と
坑腫瘍効果

43 田中雄一郎 第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 再発下垂体腺腫の治療戦略：
再発の様式と外科的治療の役
割

44 平本準　　内田将司　　吉田泰之
坂本辰夫　　田中雄一郎　　橋本卓雄

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 閉頭術時のチタンプレート固
定に関する工夫

45 伊藤英道　　森嶋啓之　　田中雄一郎
橋本卓雄

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 遠位前大動脈瘤に対する血管
内治療の適応と有効性

46 中村歩希　○檜山孝美　○大久保信治
○工藤忠　○小林博雄
（○石岡循環器科脳神経外科病院）

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 Indocyanine green (ICG)によ
る videoangiography を用い
た手術治療の検討

47 小野元　　田中雄一郎　　橋本卓雄
○桝井良裕　○平泰彦　◇向井敏二
（○救急医学）
（◇法医学）

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 リスクマネジメントを中心と
した臓器提供体制のシステム
構築

和久井大輔　　水庭宜隆　　伊藤英道
森嶋啓之　　田中雄一郎　　橋本卓雄

第67回日本脳神経
外科学会総会

200810 動物モデルにおけるステント
単独動脈瘤治療による瘤内血
栓化の誘発

実験動物飼育管理研究施設

48
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49 小野寺英孝　　中山博文　　松森隆史
中村歩希　　榊原陽太郎　　田口芳雄
○中澤暁雄　○関一平
（○救急医学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 脳神経外科における積極的栄
養管理

50 小野元　○桝井良裕　○箕輪良行
○平泰彦　◇向井敏二　□力石辰也
□佐々木秀郎　△吉野茂　▽中村晴美
☆秋山政人　◎高橋公太
（○救急医学）
（◇法医学）
（□腎泌尿器外科学）
（△事務部管理課）
（▽神奈川県移植コーディネーター）
（☆新潟県臓器移植推進財団）
（◎新潟県立大学大学院腎泌尿器病態学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 リスクマネジメントを中心と
した臓器提供体制のシステム
構築

51 平本準 第21回多摩脊椎･
脊髄ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

200810 上位頚椎に発生した
Neurenteric Cyst の1例

52 田中克之　　田中雄一郎　　干川芳弘
大島幸亮　　和久井大輔　　吉田泰之
橋本卓雄

第13回日本脳腫瘍
の外科学会

200810 生体組織接着剤は硬膜形成に
必要か？　－髄液漏予防のた
めの基礎研究－

53 田中雄一郎 第13回日本脳腫瘍
の外科学会

200810 経シルビウス製アプローチに
おける静脈剥離の工夫　－ト
ルコ鞍部腫瘍摘出で広い術野
を得るために－

54 鈴木由布　　田中克之　　吉田泰之
○清水万紀子　○山崎浩史　　橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

第43回日本高気圧
環境･潜水医学会
学術総会

200810 投薬後24時間のカルボプラチ
ンの薬物動態と高気圧酸素療
法の検討

55 田中克之　○山崎浩史　○清水万紀子
○根岸大輔　　鈴木由布　　吉田泰之
橋本卓雄
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

第43回日本高気圧
環境･潜水医学会
学術総会

200810 高気圧酸素状態下における抗
がん剤カルボプラチンの血
液・脳関門透過性亢進

56 森嶋啓之　　伊藤英道　○高田達郎
○下出淳子　○長谷川泰弘　　田中雄一郎
橋本卓雄
（○内科学（神経内科））

川崎血管治療ｾﾐﾅｰ 200811 頸動脈狭窄症に対する経皮的
血管形成術「ステント留置治
療」

57 長島悟郎　○藤本道生　○森谷匡雄
○加藤昌人　○田中裕久　○阿南晃子
○川野留美子　○菊池敏樹　○池ヶ谷訓章
○田口和三　○糸川博　○鈴木龍太
○藤本司
（○昭和大学藤が丘病院）

第21回日本外科感
染症学会

200811 脳神経外科におけるＡＳＣ
(Active Surveillance
Culture) と術後感染予防に関
する検討

58 森嶋啓之　　伊藤英道　　田中雄一郎
橋本卓雄

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 脳動脈瘤塞栓術におけるＧＤ
Ｃ Helical shape ト360°
Complex shape の成績相違

59 伊藤英道　　森嶋啓之　　田中雄一郎
橋本卓雄

第24回日本脳神経
血管内治療学会総
会

200811 遠位前大動脈瘤に対する血管
内治療の有効性
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60 平本準　　吉田泰之　　内田将司
坂本辰夫　　田中雄一郎　　橋本卓雄
松澤源志　○上川秀士
（○上川クリニック）

第15回日本神経内
視鏡学会

200811 Cine-MRI用いた神経内視鏡手
的第３脳室開窓術の評価法に
ついて

61 田中克之　○山崎浩史　○清水万紀子
吉田泰之　　鈴木由布　　内田将司
田中雄一郎
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

第26回日本脳腫瘍
学会

200811 高気圧酸素状態下における抗
がん剤カルボプラチンの血液
脳関門透過性亢進

62 ○池ヶ谷訓章　　長島悟郎　○菊池敏樹
○田口和三　○宇賀神和久　○阿南晃子
○田澤節子　○丸茂健治　○川野留美子
（○昭和大学藤が丘病院）

第21回日本外科感
染症学会

200811 全手術例を対象とした、術後
感染症に関する細菌学的スク
リーニング

63 ○根岸大輔　　田中克之　○清水万紀子
鈴木由布　○村山典恵　　橋本卓雄
○山崎浩史
（○昭和薬科大学薬物動態学研究室）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第56回学術
集会

200812 薬物の対内動態に及ぼす高気
圧酸素処理の影響

64 ○徳田直人　○井上順　○上野聰樹
吉田泰之　　平本準　　田中雄一郎
（○眼科学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第56回学術
集会

200812 正常眼圧緑内障の進行として
管理されていた脳動脈瘤の1例

65 松森隆史　　小野寺英孝　　中山博文
中村歩希　　榊原陽太郎　　田口芳雄

第107回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200812 分娩に合併した reversible
posterior
leukoencephalopathy
syndrome (RPLS)の1例

66 大塩恒太郎　　内田一好　　和久井大輔
水庭宜隆

第107回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200812 繰り返す出血にて発病した小
児中頭蓋窩血管腫の1例

67 吉田泰之　　平本準　　坂本辰夫
田中雄一郎　　橋本卓雄　　内田将司
中山博文

第107回日本脳神
経外科学会関東地
方会

200812 診断的治療を行ったキソプラ
ズマ脳症の1例

68 長島悟郎　　古屋優　　田中雄一郎
橋本卓雄　○藤本司
（○昭和大学藤が丘病院）

第14回日本脳神経
外科救急学会

200901 脳神経外科緊急手術例と術後
感染－ASC (Active
Surveillance Culture)の役割

69 小野元　　田中克之　○吉野茂
◇向井敏二　□中村晴美　△力石辰也
▽高橋公太
（○事務部管理課）
（◇法医学）
（□神奈川県移植コーディネーター）
（△腎泌尿器外科学）
（▽新潟県立大学大学院腎泌尿器病態学）

第14回日本脳神経
外科救急学会

200901 臓器提供症例における法医学
的検証
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70 小野元　○桝井良裕　○箕輪良行
○平泰彦　◇向井敏二　□力石辰也
□佐々木秀郎　△吉野茂　▽中村晴美
☆秋山政人　◎高橋公太
（○救急医学）
（◇法医学）
（□腎泌尿器外科学）
（△事務部管理課）
（▽神奈川県移植コーディネーター）
（☆新潟県臓器移植推進財団）
（◎新潟県立大学大学院腎泌尿器病態学）

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 リスクマネジメントからの見
える臓器提供体制　－いかに
ドナーを見過ごさないかへの
提言－

71 田中雄一郎　　内田将司　　水庭宜隆
吉田泰之　　伊藤英道　　平本準
森嶋啓之　　古屋優　　小野元
橋本卓雄

第25回白馬脳神経
外科ｾﾐﾅｰ

200902 術中思わぬ事態を生じた大孔
部髄膜腫の一例　・・・そし
て、その後も・・・

72 吉田泰之　　田中雄一郎　　坂本辰夫
平本準　　橋本卓雄

第25回白馬脳神経
外科ｾﾐﾅｰ

200902 周術期の画像検査にてうなだ
れた2症例

73 鈴木由布　　吉田泰之　　田中克之
伊藤英道　　森嶋啓之　　長島悟郎
田中雄一郎　○干川晶弘　○田所衛
橋本卓雄
（○診断病理学）

第17回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200902 のう胞を伴った小脳腫瘍の１
例

74 小野寺英孝　　松森隆史　　中山博文
中村歩希　　榊原陽太郎　　橋本卓雄

第17回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200902 絹糸が原因と考えられた頭蓋
内肉芽腫の1手術例

75 ○藤本道生　○野田昌幸　○森谷匡雄
長島悟郎　○糸川博　○鈴木龍太
○藤本司
（○昭和大学藤が丘病院）

第17回神奈川脳腫
瘍ﾌｫｰﾗﾑ

200902 Nomorgam を用いた malignant
glioma の予後評価

76 ○吉江智秀　○高田達郎　○臼杵乃理子
○徳山睦　○加藤貴之　○土屋隆史
○岡田俊一　　古屋優　　間淑郎
長島悟郎　○植田敏浩
（○内科学（神経内科））

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ学術
講演会

200902 急性期脳梗塞に対する経動脈
瘤ステント留置術におけるク
ロピドグレルの使用経験

77 ○飯岡秀穂　○佐藤優子　　長島悟郎
○川野留美子　○宇賀神和久　○田口和三
○丸茂健治　○菊池敏樹
（○昭和大学藤が丘病院）

第24回日本環境感
染学会総会

200902 脳神経外科病棟でのＢ群溶連
菌のアウトブレイクと感染制
御

78 ○川野留美子　○吉原利栄　○宇賀神和久
○田口和三　○丸茂健治　　長島悟郎
○菊池敏樹
（○昭和大学藤が丘病院）

第24回日本環境感
染学会総会

200902 昭和大学藤が丘病院における
CR-BSI防止キャンペーン実施
効果の検討　－ターゲット
サーベイランス6病棟の評価か
ら

79 大塩恒太郎　　内田一好　　和久井大輔
橋本卓雄

Stroke 2009 200903 ワーファリンとアトルバスチ
タンの薬物相互作用による凝
固系延長により、特発性硬膜
下血腫を来した1例
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80 中山博文　　松森隆史　　小野寺英孝
中村歩希　　榊原陽太郎　　田口芳雄

第38回日本脳卒中
の外科学会

200903 くも膜下出血後の離床日数に
ついての検討

81 ○野田昌幸　○糸川博　○岡本紀善
○加藤晶人　○森谷匡雄　○藤本道生
長島悟郎　○鈴木龍太　○藤本司
（○昭和大学藤が丘病院）

Stroke 2009 200903 静脈洞血栓症による出血性脳
梗塞発症後にdAVFを発症した1
例

82 内田将司　　小野元　　平本準
吉田泰之　　干川芳弘　　田中克之
田中雄一郎　　橋本卓雄

第32回日本脳神経
CI学会総会

200903 頭部外傷における斜台部洗浄
骨折の検討　－軽症例2例の経
験から－

83 田中雄一郎　　鈴木由布　　吉田泰之
伊藤英道　　平本準　　森嶋啓之
坂本辰夫　　橋本卓雄

第11回神奈川脳神
経外科手術手技研
究会

200903 術中思いもよらぬ事態に陥っ
たACoA動脈瘤の1例　－術前画
像診断の錯誤－

84 森嶋啓之　　伊藤英道　○高田達郎
田中雄一郎　　橋本卓雄
（○内科学（神経内科））

第22回日本老年脳
神経外科学会

200903 高齢者の頸部頸動脈狭窄病変
に対するステント留置術

85 ○宇賀神和久　○阿南晃子　○中村久子
○田澤節子　○丸茂健治　○田口和三
○田中広紀　○川野留美子　○菊池敏樹
長島悟郎
（○昭和大学藤が丘病院）

第65回神奈川県感
染症医学会

200903 当院におけるＥＳＢＬ産生菌
の持ち込み株の疫学解析
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1 川口直之 抗菌薬の使い方ｰ
適正使用を目指し
て.木村 哲編.第3
版.三共株式会社

p.125-
136

200804 整形外科領域の感染症

2 松葉祐介 日本足の外科学会
教育研修会ﾃｷｽﾄ
(日本足の外科学
会教育委員会編)
東京

P.59-69 200806 扁平足の病態と治療

3 別府諸兄 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ(監訳別府諸
兄)

ⅳ-ⅴ 200807 監訳者序文

4 杉原俊弘　　別府諸兄 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ(監訳別府諸
兄)

P1-14 200807 はじめに「よりよい選手、ア
スリートになるために」

5 新井猛 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ(監訳別府諸
兄)

P.92-103 200807 3次元の上部・下部コアトレー
ニング

6 石井庄次 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ(監訳別府諸
兄)

P.103-
114

200807 第6章3次元の上部・下部コア
トレーニング「腕、脚、体幹
を統合したエクササイズ」

7 清水弘之 ﾃﾆｽﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽのた
めの実践ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｶﾞｲﾄﾞ(監訳別府諸
兄)

P.370-
380

200807 高いパフオーマンスを維持す
るための回復法の実践と戦略
（訳）

8 新井賢一郎 整形外科看護｢ｷｰ
ﾜｰﾄﾞでわかる整形
外科疾患｣

2008.秋
季増刊

200810 アキレス腱断裂・病態生理

9 清水弘之 整形外科看護秋季
増刊監修:飯田寛
和､MCﾒﾃﾞｨｶ出版

P.225-
231

200810 整形外科疾患の病態生理と術
前術後ケア:橈骨遠位端骨折

10 別府諸兄 整形外科医のため
の新ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰ
(編集;別府諸
兄)Medical view
社

P.1 200811 序文

11 清水弘之 整形外科医のため
の新ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰ
(編集;別府諸
兄)Medical view
社

P.175-
185

200811 angular branchを利用した血
管柄付き肩甲骨移植術

整形外科学　著書
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12 笹益雄 整形外科医のため
の新ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰ
(編集;別府諸
兄)Medical view
社

P.222-
232

200811 マイクロサージャリーに必要
なツール

13 松下和彦 整形外科医のため
の新ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰ
(編集;別府諸
兄)Medical view
社

P.233-
244

200811 基本練習

14 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.89-91 200811 第7章．手術：その他（切除関
節形成術，関節固定術，人工
関節置換術）

15 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.91-94 200811 外反母趾に対する他の手術
（切除関節形成術，関節固定
術，人工関節置換術）はどの
ような症例に行われるか．

16 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.95-99 200811 外反母趾に対するその他の手
術（切除関節形成術，関節固
定術，人工関節置換術）の手
術成績はどうか．

17 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.100-
102

200811 外反母趾に対するその他の手
術（切除関節形成術，関節固
定術，人工関節置換術）の合
併症にはどのようなものがあ
るか．

18 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,外反母
趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委
員会編).南江堂

P.103 200811 外反母趾に対するその他の手
術（切除関節形成術，関節固
定術，人工関節置換術）の後
療法はどのようなものか．

19 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.105-
108

200811 第8章．予後
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20 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.109-
110

200811 外反母趾を放置するとどうな
るか．

21 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.110-
114

200811 外反母趾手術後10年以上の長
期成績はどうか．

22 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,外反母
趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委
員会編).南江堂

P.115-
116

200811 外反母趾手術後の合併症に対
する再手術で症状の改善は期
待できるか．またその方法に
はどのようなものがあるか．

23 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,外反母
趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委
員会編).南江堂

P.117-
120

200811 外反母趾の臨床評価法はどの
ようなものを用いるべきか．

24 仁木久照 外反母趾診療ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ(日本整形外
科学会診療ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ委員会,  外反
母趾ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
委員会編).南江堂

P.121 200811 日本足の外科学会　母趾判定
基準（JSSF hallux scale）

25 新井猛　　別府諸兄 整形外科看護｢整
形外科疾患の病態
生理と術前術後ｹ
ｱ｣(MCﾒﾃﾞｨｶ出版)

2008秋期
増刊
157P.232
-238

200811 病態生理　手根管症候群

26 別府諸兄 整形外科看護｢整
形外科疾患の病態
生理と術前術後ｹ
ｱ｣(MCﾒﾃﾞｨｶ出版)

P223-264 200811 第5章「手足」プランナー

27 別府諸兄 股関節がよくわか
る本-いつまでも
元気で歩くために
-(財団法人日本股
関節振興財団)

P92-93 200901 「股関節がよくわかる本」む
すび

28 別府諸兄　　松下和彦 最新整形外科学大
系3｢運動器の治療
学｣

P.216-
225

200903 第10章　直視下手術基本手技
「手術治療の基本的事項」

29 笹益雄 最新整形外科学大
系3｢運動器の治療
学｣

P.226-
235

200903 第10章　直視下手術基本手技
「皮膚の手術」
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30 笹益雄　　別府諸兄 最新整形外科学大
系3｢運動器の治療
学｣

P.270-
281

200903 第10章　直視下手術基本手技
「血管の手術」

31 松下和彦　　別府諸兄 最新整形外科学大
系3｢運動器の治療
学｣

P.96-104 200903 第4章　骨の感染症「骨の感染
症」

1 安藤亮　　新井猛　　別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
関節鏡基本入門

27(4)40-
45

200804 肘関節鏡視に必要な解剖

2 別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
関節鏡基本入門

27(4)5-7 200804 Introduction

3 新井賢一郎　　仁木久照　　別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
関節鏡基本入門

27(4)178
-184

200804 足関節　距骨骨軟骨損傷に対
する関節鏡－適応と限界

4 新井猛　　別府諸兄 関節外科 研修医
が知っておきたい
関節鏡基本入門

27(4)52-
55

200804 肘関節　上腕骨外側上顆炎
（テニス肘）に対する関節鏡

5 別府諸兄 Medical ASAHI(朝
日新聞社)

P80-82 200804 上腕骨外側上顆炎（テニス
肘）診療ガイドライン

6 宮本哲　　杉原俊弘　　清水邦明
内藤隆廣　　川名裕　○小林哲士
青木治人　　別府諸兄　◇藤谷博人
（○救急医学）
（◇スポーツ医学）

膝 32(2)P.2
91-294

200804 当科におけるPFCΣ使用人工膝
関節全置換術後の短期成績

7 仁木久照 整形･災害外科 51(5)593
-600

200804 末梢神経障害－基礎と臨床の
すべて－Morton病

8 別府諸兄 ｽﾏｯｼｭ(㈱日本ｽﾎﾟｰ
ﾂ企画出版社)

P43-45 200806 「手首の痛みをなんとかした
い！」

整形外科学　誌上発表
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9 ○松本守雄　○千葉一裕　○戸山芳昭
◇竹下克志　◇星地亜都司　◇中村耕三
□有水淳　△藤林俊介　▽平林茂
☆平野徹　◎岩崎幹季　※金岡恒治
*1川口善治　*2井尻幸成　*3前田健
*4松山幸弘　*5三上靖夫　*6村上英樹
*7永島英樹　*8永田見生　*9中原進之介
*10野原裕　*11岡史朗　*12坂本桂造
*13猿渡康雄　　笹生豊　*14清水克時
*15田口敏彦　*16高橋誠　*17田中靖久
*18谷俊一　*19徳橋泰明　*20内田研造
*21山本謙吾　*22山崎正志　*23横山徹
*24吉田宗人　○西脇祐司
（○慶応大学）（◇東京大学）（□福岡大学）（△
京都大学）（▽埼玉医大総合医療センター）（☆新潟大
学）（◎大阪大学）（※筑波大学）（*1富山大学）（*2
鹿児島大学）（*3九州大学）（*4名古屋大学）（*5京都
医科大学）（*6金沢大学）（*7鳥取大学）（*8久留米大
学）（*9国立病院岡山医療センター）（*10獨協大学）
（*11香川大学）（*12昭和大学）（*13滋賀大学）（*14
岐阜大学）（*15山口大学）（*16東京医科歯科大学）
（*17東北大学）（*18高知大学）（*19日本大学）（*20
福井大学）（*21東京医科大学）（*22千葉大学）（*23弘

前大学）（*24和歌山医科大学）

臨床整形外科 43(6)P.5
31-569

200806 胸椎後縦靭帯骨化症に対する
手術成績に影響を与える因子
の検討ー多施設後ろ向き研
究ー

10 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

 
29(2)P.1

200806 日本足の外科学会　足部・足
関節治療成績判定基準（日本
語版）

11 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

29(2)P.2 200806 日本足の外科学会　足関節・
後足部判定基準（JSSF
ankle/hindfoot scale）

12 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

29(2)P.3 200806 日本足の外科学会　中足部判
定基準（JSSF midfoot
scale）

- 274 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

13 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

29(2)P.4 200806 日本足の外科学会　母趾判定
基準（JSSF hallux scale）

14 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

29(2)P.5 200806 日本足の外科学会　2～5趾判
定基準（JSSF lesser scale）

15 仁木久照　　青木治人　○井口傑
◇大関覚　□木下光雄　△倉秀治
▽田中康仁　☆野口昌彦　◎野村茂治
※羽鳥正仁
（○慶応大学）
（◇独協医科大学越谷病院）
（□大阪医科大学）
（△札幌医科大学）
（▽奈良医科大学）
（☆東京女子医科大学）
（◎野村整形外科眼科クリニック）
（※東北大学）

日本足の外科学会
誌

29(2)P.6 200806 日本足の外科学会　RA足部・
足関節判定基準（JSSF RA
foot ankle scale）

16 ○吉松美佐子　○滝澤謙治　○中島康雄
◇杉森裕樹　○境野晋二朗　○小川晋久
○八木橋国博　○上島巌　○橘川薫
○舟窪正勝　○松岡伸　　笹生豊
（○放射線医学）
（◇予防医学）

Jpn J Intervent
Radol

24P.042-
047

200806 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する
経皮的椎体形成術のQOL評価

17 清水弘之　　米山励子　　磯見卓
川口直之　　別府諸兄

Osteoporosis
Japan

16(2)P.1
07- 109

200806 成長期にある子供とその母親
の相関性調査と骨量を規定す
る因子の検討

18 安藤亮　　清水弘之　　新井猛　　泉山公
別府諸兄

整形･災害外科 51(8)110
9-1111

200807 自然治癒した外傷後遠位端骨
融解症の1例

19 中島久弥　　笹生豊　　三浦竹彦
別府諸兄　○土居正知　○干川晶弘
○高木正之　◇橘川薫
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

日本整形外科学会
誌

82(6) 200807 下腿深部に発生した
Neurothekeomaの1例
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20 ○大森みかよ　　別府諸兄
（○リハビリテーション部）

Monthly Book
MEDICAL
REHABILITATION

95P.21-
27

200808 手指・手関節術後の拘縮予防

21 石郷岡秀哉　　別府諸兄 第5回世界ｽﾎﾟｰﾂ外
傷学会議(WCS&T)

6(2)P.58
-59

200808 アルスライティス－運動器疾
患と炎症－

22 松下和彦　　別府諸兄 OS NOW
Instruction 7ﾘｳﾏ
ﾁ上肢の再建手術

P.130-
142

200808 RA手指の再建母指変形の再建
CM関節、MP関節、IP関節

23 三浦竹彦　　富永泰弘　　鈴木健宙
笹益雄　　笹生豊　　別府諸兄
浜辺正樹

日本脊椎ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝ
ﾃｰｼｮﾝ学会

7(1)P7-
10

200809 頚椎前方固定に対するチタン
ケージの使用経験

24 ○M.Suzuki　◇S.Yamada　□M.Omori
△M.Hatakeyama　○Y.Sugimura
▽K.Matsushita　☆Y.Tagawa
（○Department of Rehabilitation
Medicine, Kawasaki Municipal Tama
Hospital）
（◇School of Health Science, Nagoya
University）
（□Department of Rehabilitation
Medicine）
（△Department of Rehabilitation
Medicine, St. Marianna University,
Yokohama City Seibu Hospital
）（▽Kawasaki Municipal Tama
Hospital）（☆Nagoya University）

Am. J. Phys.
Rehabil.

87
P.740-
749

200809 Development of the upper-
body dressing scale for a
buttoned shirt

25 ○R.Yoneyama　○H.Shimizu　○M Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

Journal of
Orthopaedic
Sciene

13P.405-
412

200809 Correlation of bone status
in mothers and daughters
and the improvement of bone
statue
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26 ○Morio Matsumoto　○Kazuhiro Chiba
○Yoshiaki Toyama
◇Katsushi Takeshita　◇Atsushi Seichi
◇Kozo Nakamura　□Jun Arimizu
△Shunsuke Fujibayashi
▽Shigeru Hirabayashi　☆Toru Hirano
◎Motoki Iwasaki　※Koji Kaneoka
*1Yoshiharu Kawaguti　*2Kosei Ijiri
*3Takeshi Maeda　*4Yukihiro Matsuyama
*5Yasuo Mikami　*6Hideki Nagashima
*7Kensei　Nagata
*8Shinnosuke Nakahara　*9Yutaka Nohara
*10Shiro Oka　*11Keizo Sakamoto
*12Yasuo Saruhashi　　Yutaka Sasao
*13Katsuji Shimizu
*14Toshihiro Taguchi
*15Makoto Takahashi
*16Yasuhisa Tanaka　*17Toshikazu Tani
*18Yasuaki Tokuhashi　*19Kenzo Uchida
*20Kengo Yamamoto　*21Masashi Yamazaki
*22Toru Yokoyama　*23Munehito Yoshida
○Yuji Nishiwaki
（○慶応大学）（◇東京大学）（□福岡大学）（△京都
大学）（▽埼玉医大総合医療センター）（☆新潟大学）
（◎大阪大学）（※筑波大学）（*1富山大学）（*2鹿児
島大学）（*3九州大学）（*4名古屋大学）（*5京都府立
医科大学）（*6鳥取大学）（*7久留米大学）（*8国立病
院岡山医療センター）（*9獨協大学）（*10香川大学）
（*11昭和大学）（*12滋賀大学）（*13岐阜大学）（*14
山口大学）（*15東京医科歯科大学）（*16東北大学）
（*17高知大学）（*18日本大学）（*19福井大学）（*20
東京医科大学）（*21千葉大学）（*22弘前大学）（*23和
歌山医科大学）

Spine 33
(9)P.103
4-1041

200809 Surgical Results and
Related Factors for
Ossification of Poterior
Longitudinal Ligament of
the Thoracic Spine-A Multi-
Institutional Retrospective
Study-

27 清水弘之 臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学臨
時増刊号(予防と
してのｽﾎﾟｰﾂ医学)
臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学編
集委員会編

(25)P.20
5-210

200810 三角線維軟骨複合体（TFCC)損
傷ー発症メカニズムとその予
防・再発予防

28 宮本哲　　杉原俊弘　　別府諸兄 整形･災害外科 51(11)P.
1433-
1441

200810 特集：骨折治療におけるロッ
キング・プレートの有用性と
限界脛骨近位端骨折に対する
ロッキングプレートの成績―
他の術式と比較して

29 別府諸兄　　里見嘉昭 月刊｢臨床と研究｣ 85(10)P8
0-84

200810 部位別障害に対するリハビリ
テーション　肩・肘・手

30 平野貴章　　仁木久照 整形外科看護 10P.246-
253

200810 病態生理；足関節の骨折

31 ○R.Ando　○T.Arai　○M.Beppu
◇K.Hirata　□M.Takagi
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇解剖学）
（□診断病理学）

Hand Surgery 13(2)P.8
5-91

200810 Anatomical study of
Arthroscopic Surgery for
Lateral Epicondylitis

32 松下和彦　　別府諸兄 Monthly book
Orthopaedics

21(11)P.
125-128

200810 RAによる遠位橈尺関節障害
（伸筋腱断裂を含む）の後療
法
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33 新井猛　　別府諸兄　○大森みかよ
○片岡亜紀子
（○リハビリテーション部）

Monthly book
Orthopaedics

21(11)P.
93-96

200810 上腕骨外側上顆炎の後療法

34 新井猛　　別府諸兄 関節外科 基礎と
臨床

27(10)P.
7-19

200810 テニス肘に対する鏡視下手術

35 安藤亮　　別府諸兄 臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学 25P.192-
196

200811 テニス肘ー発症メカニズムと
その予防・再発予防

36 仁木久照 藤沢市医師会報 400P.3-4 200811 外傷後足関節痛に対する診断
のpitfallと治療戦略―足関節
捻挫と誤らないために―

37 新井猛　　別府諸兄 整形･災害外科 51(12)P.
1561-
1566

200811 上腕骨外側上顆炎（テニス
肘）に対する肘関節鏡

38 ○橘川薫　　新井猛　　別府諸兄
（○放射線医学）

整形･災害外科 51(12)P.
1537-
1542

200811 上腕骨外側上顆炎（テニス
肘）のMRI所見と関節鏡所見

39 清水弘之　　別府諸兄 Monthly book
Orthopaedics

21(11)P.
1-8.

200811 上肢障害・外傷後療法マニュ
アル（上腕骨頚部骨折（人工
骨頭）の後療法）

40 増田敏光　　石井庄次　○小宅雄一郎
星野克之　　西山敬浩　　増澤通永
阿部恒介　　川口直之　　松葉祐介
別府諸兄
（○水戸医療センター）

Hip joint vol.34(3
22)P.5

200811 サポートリングを用いた人工
股関節置換術の治療成績

41 石井庄次　　増田敏光　○小宅雄一郎
星野克之　　西山敬浩　　増澤通永
阿部恒介　　川口直之　　松葉祐介
別府諸兄
（○水戸医療センター）

Hip Joint 34P.724-
728

200811 成人に発症した化膿性股関節
炎の4例

42 ○小宅雄一郎　　松下和彦　　石井庄次
別府諸兄
（○水戸医療センター）

Hip Joint 34P.693-
696

200811 大腿骨近位部骨折後に発症し
た深部静脈血栓症の検討

43 星野克之　　石井庄次　　増田敏光
○小宅雄一郎　　西山敬浩　　増澤通永
川口直之　　阿部恒介　　松葉祐介
別府諸兄
（○水戸医療センター）

Hip Joint 34P.410-
413

200811 血液透析患者における人工股
関節置換術および人工骨頭置
換術の治療成績

44 笹益雄 関節外科 特集成
長期のｽﾎﾟｰﾂ傷害
の治療戦略

27(12)P.
26-30

200812 手指のスポーツ傷害

45 清水弘之　　松下和彦　　新井猛
泉山公　　別府諸兄

日本手の外科学会
誌

24(6)P.1
065-1068

200812 Kienbock病における橈骨骨切
り術の治療成績ー手根中央関
節面の影響についてー
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46 ○Masahiro Nozaki　○Jinhong Zhu
○Fabrisia Ambrosio　◇Kenji Uehara
○Freddie H. Fu　○Johnny Huard
（○University of Pittsburgh）
（◇Department of Orthopaedic Surgery）

The American
Journal of
Sports Medicine

36(12)P.
2354-
2362

200812 Improved Muscle Healing
After Contusion Injury by
the Inhibitory Effect of
Suramin on Myostatin  a
Negative Regulator of
Muscle Growth

47 山下勝史　　新井猛　　清水弘之
泉山公　　里見嘉昭　　川口直之
別府諸兄　○小田中美恵子
（○診断病理学）

神奈川整形災害外
科研究会雑誌

21(3)P.4
7-49

200812 上肢に発生した巨大Tumoral
calcinosisの1例

48 仁木久照 MB Orthop 21(12)P.
37-48

200812 特集：前足部変形の治療．内
反小趾の病態と治療

49 清水弘之 昭島市医師会雑誌 13 P21-
26

200812 骨折しないために、骨を強く
しよう！～骨粗鬆症の話～

50 安藤亮　　別府諸兄 Orthopaedics 21(13)P.
55-60

200812 クラブ活動における上肢障害
の管理ーテニス肘

51 笹益雄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
横浜市西部病院だ
より いこいの森

15 200901 リハビリテーション

52 ○Minako Murata　○Kazuo Yudo
◇Hiroshi Nakamura　□Junji Chiba
△Kayo Masuko　△Kazuki Okamoto
△Naoya Suematsu　○Kusuki Nishioka
Moroe Beppu　□Kauzuhiko Inoue
△Tomohiro Kato
（○難病治療研究センター）
（◇Department of joint disease and
rheumatism,Nippon medical school）
（□東京女子医科大学）
（△生化学教室）

Journal of
Orthopaedic
Reseach

27(1)P.5
0-57

200901 Hypoxia upregulates the
expression of angiopoietin-
like-4 in human articular
chondrocytes:role of
angiopoietin-like-4 in the
expression of matrix
metalloproteinases and
cartilage degradation

53 ○Toshihiko Izumi　○Ryoji Fujii
◇Tomonori Izumi　○Minako Nakazawa
○Naoko Yagishita
□Kaneyuki Tsuchimochi
○Yoshihisa Yamano　○Tomoo Sato
○Hidetoshi Fujita　○Satoko Aratani
○Natsumi Araya　○Kazuko Azakami
○Daisuke Hasegawa　◇Shunji Kasaoka
△Ryosuke Tsuruta　□Masahiro Yokouti
□Kosei Ijiri　　Moroe Beppu
□Ikuro Maruyama　○Kusuki Nishioka
◇Tsuyoshi Maekawa　□Setsuro Komiya
○Toshihiro Nakajima
（○難病治療研究センター）
（◇山口大学医学部）
（□鹿児島大学医学部）
（△山口大学医学部付属病院）

ARTHRITIS &
RHEUMATISM

60(1)63-
72

200901 Activation of Synoviolin
Promoter in Rheumatoid
Synovial Cells by a Novel
Transcription Complex of
Interleukin Enhancer
Binding Factor 3 and GA
Binding Protein α

54 仁木久照　　田中達朗 MB Orthop 22(1)P.1
3-24

200901 特集：アキレス腱損傷の治療
―最新情報とスタンダード．
新鮮アキレス腱断裂に対する
小切開皮下縫合術
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55 仁木久照　　別府諸兄　○仁木美奈子
（○仁木医院）

日本小児整形外科
学会誌

18(1)P.4
4-48

200901 腓骨軸位撮影により診断され
た小児の足関節外果裂離骨折
新鮮例に対する保存的治療

56 別府諸兄 週刊日本医事新報 No.4419 200901 整形外科　ロコモティブシン
ドロームとは

57 倉持大輔　　別府諸兄 関節外科 28(1)P.6
8-79

200901 頭骨頭（頚部）骨折

58 倉持大輔　　松下和彦　　本田雅則
○小宅雄一郎　　正木大賀　　宮本哲
◇田所浩　　別府諸兄
（○水戸医療センター）
（◇総合診療内科）

日本骨･関節感染
症学会雑誌

22 P77-
81

200901 術後感染治療における抗菌薬
の選択

59 ○中島久弥
（○中島整形外科）

整形外科 60(2)P.1
67-168

200902 X線診断Q&A石灰化を伴った滑
膜肉腫

60 別府諸兄 すこやか(株式会
社法研)

P6 200902 気になるこの病気「腱鞘炎」

61 別府諸兄　○太藻ゆみこ
（○メディカルフィットネス研究所）

ﾒﾃﾞｨｶﾙ朝日(朝日
新聞社)

P.18-19 200903 健常者へのロコモ処方―ロコ
モン体操

62 宮本哲　　松下和彦　○小宅雄一郎
正木大賀　　本田雅則　　倉持大輔
杉原俊弘　　別府諸兄
（○水戸医療センター）

膝 33(2)P.3
20-324

200903 変形性膝関節症に対する運動
療法の短期成績

63 清水弘之 葛飾区医師会雑誌 21 P10-
15

200903 成長期から考える骨粗鬆症予
防と治療ー骨量は親子で相関
するー

64 清水弘之 町田市医師会雑誌 18 P8-13 200903 骨折しないために、骨を強く
しよう！～骨粗鬆症の話～

65 石井庄次　　別府諸兄 関節外科 28(3)369
-376

200903 特発性大腿骨頭壊死症に対す
る血管柄付き腸骨移植術

66 宮本哲　　杉原俊弘　　正木大賀
倉持大輔　　別府諸兄

東日本整形災害外
科学会雑誌

21(1)P.6
9-73

200903 LCP distal femoral plateを
用いて治療した高齢者大腿骨
遠位端骨折の短期成績
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1 別府諸兄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
病院新入職者ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ講演

200804 医療事故防止について

2 ○橘川薫　○濱口真吾　○今村恵子
○嶋本裕　○鈴木卓也　○中島康雄
仁木久照
（○放射線医学）

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 距骨骨軟骨損傷の術前術後評
価における高分解能MRIで共通
の有用性

3 笹生豊 神奈川県臨床整形
外科医会､第101回
学術講演会

200804 脊椎外科医から見た骨粗鬆症
性圧迫骨折に対するPVPの治療
効果と問題点

4 ○H. Ishigooka　○T. Sugihara
○T. Satoh　○M. Beppu　◇H. Fujiya
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇スポーツ医学）

The 5th World
congress of
Sports Trauma

200804 Biomechanical Comparison of
Two Methods of
Reconstruction for the
Combined Posterior Cruciate
Ligament and Posterolateral
Corner injury of the Knee

5 里見嘉昭　　清水弘之　　新井猛
泉山公　　別府諸兄

第51回日本手の外
科学会学術集会

200804 TFCC障害に対するマイクロス
コピーコイルMRI所見と手術治
療との比較検討

6 泉山公　　清水弘之　　新井猛
倉持大輔　　別府諸兄

第51回日本手の外
科学会

200804 橈骨遠位端骨折における
Locking Platescrewの刺入方
向と位置の検討-有限要素法の
観点から-

7 新井猛　　安藤亮　　里見嘉昭
清水弘之　　別府諸兄

第51回日本手の外
科学会

200804 肘外側部痛症候群に対する関
節鏡視下手術の治療経験

8 ○今村恵一郎　　清水弘之　　別府諸兄
◇萎沢利行　　中島浩志
（○今村整形外科医院）
（◇藤間病院）

第51回日本手の外
科学会学術集会

200804 超音波検査における小児肘内
障の病態像

9 清水弘之　　中島浩志　　新井猛
別府諸兄　　松下和彦

第51回日本手の外
科学会学術集会

200804  ―手の外科領域に対する超音
波画像の現状と未来―（シン
ポジウム）

10 別府諸兄 日本手の外科学会
春期教育研修会(ｴ
ﾎﾟｶﾙつくば)

200804 スポーツによる手関節痛とテ
ニス肘の最近の知見

11 笹生豊　　三浦竹彦　　系重毅
朝熊弘年　　正木大賀　　鳥居良昭
小島敦　　藤井厚司　○森岡成太
別府諸兄
（○生理学（生理学））

第37回日本脊椎･
脊髄外科学会

200804 胸腰移行部骨粗鬆症性椎体骨
折による高度後彎変形後の脊
柱アライメントと固定最上下
端障害について

12 笹益雄 中銀ﾗｲﾌｹｱ横浜希
望ヶ丘 健康講話

200805 高齢者の整形外科疾患につい
て

整形外科学　学会発表
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13 富永泰弘　　笹生豊　　鈴木健宙
朝熊年弘　○森岡成太　　藤井厚司
別府諸兄　◇滝澤謙治　◇吉松美佐子
（○生理学（生理学））
（◇放射線医学）

第81回日本整形外
科学会学会学術集
会

200805 骨粗鬆症性椎体骨折に対する
PMMA骨セメントを用いた椎体
形成術

14 別府諸兄 日本整形外科学
会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ4(札
幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ)

200805 手根不安定症の治療法

15 小島敦　○小林哲士　◇森岡成太
◇内藤利仁　　松葉祐介　　笹生豊
別府諸兄　□後藤勝正
（○救急医学）
（◇生理学（生理学））
（□豊橋創造大学）

第81回日本整形外
科学会学会学術集
会

200805 骨格筋損傷に対する温熱療法
の効果（温熱負荷は骨格筋再
生を促進する）

16 別府諸兄 日本整形外科学
会･教育研修講演
(札幌厚生年金会
館)

200805 上肢のスポーツ障害―手関節
と肘

17 ○小谷明弘　○里見和彦　　松下和彦
（○杏林大整形）

第81日本整形外科
学会学術総会

200805 パネルディスカション整形外
科領域ー抗菌薬の使用法ー骨
関節感染症ガイドラインの概
要（抗菌薬について）

18 清水弘之　　米山励子　○磯見卓
川口直之　　別府諸兄
（○磯見整形外科医院）

第81回日本整形外
科学会総会

200805 低骨量の親子に対する骨量検
診の有用性と限界について

19 石郷岡秀哉　　杉原俊弘　　佐藤琢哉
○藤谷博人　　別府諸兄
（○スポーツ医学）

第81回日本整形外
科学会学術総会

200805 後十字靱帯・後外側支持機構
複合靭帯損傷に対する解剖学
的な新しい再建法の生体力学
的評価

20 別府諸兄 第122回山口県整
形外科医会(山口
県立総合医療ｾﾝ
ﾀｰ)

200805 特別講演「スポーツによる手
関節痛とテニス肘の最近の知
見」

21 阿部恒介　　石井庄次　　増田敏光
蒲地宏昌　○遠藤渉　　別府諸兄
（○臨床研修センター）

第133回神奈川整
形災害外科研究会

200805 急速破壊型股関節症を来さな
かった60歳以上の大腿骨頭軟
骨下脆弱性骨折の2例

22 石郷岡秀哉　　杉原俊弘　○藤谷博人
川名裕　　宮本哲　　佐藤琢哉　　笹益雄
別府諸兄
（○スポーツ医学）

第16回よこはまｽ
ﾎﾟｰﾂ整形ﾌｫｰﾗﾑ

200806 後十字靱帯・後外側支持機構
複合靭帯損傷に対する解剖学
的な新しい再建法の生体力学
的評価

23 笹益雄 難病講演会 相模
原市保健予防課

200806 後縦靭帯骨化症
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24 石郷岡秀哉　　笹益雄　　杉原俊弘
川名裕　　宮本哲　　別府諸兄
○藤谷博人
（○スポーツ医学）

第33回日本膝関節
学会

200806 後十字靱帯と後外側支持機構
の合併損傷に対する腓骨側ま
たは脛骨側固定による再建法
の生体力学的比較

25 宮本哲　　松下和彦　○小宅雄一郎
正木大賀　　本田雅則　　倉持大輔
杉原俊弘　　別府諸兄　◇藤谷博人
□八木麻衣子
（○水戸医療センター）
（◇スポーツ医学）
（□リハビリテーション部）

JOSKAS 2008 200806 変形性膝関節症に対する運動
療法の短期成績

26 ○熊井司　○成川功一　　仁木久照
◇大関覚　○高倉義典
（○奈良医科大学）
（◇独協医科大学越谷病院）

第34回日本関節鏡
学会学術集会

200806 足部および腱性部の内視鏡手
術（シンポジウム）

27 ○小林哲士　　杉原俊弘　　宮本哲
川名裕　　別府諸兄
（○救急医学）

第33回日本膝関節
学会(JOSKAS

200806 後期高齢者に対する人工膝関
節置換術における出血対策

28 石郷岡秀哉　　杉原俊弘　○藤谷博人
川名裕　　宮本哲　　佐藤琢哉　　笹益雄
別府諸兄
（○スポーツ医学）

JOSKAS2008 第33
回日本膝関節学会

200806 後十字靱帯―後外側支持機構
合併損傷に対する腓骨側およ
び脛骨側固定による再建法の
生体力学的比較

29 岡田洋和　　仁木久照　　渡辺玄
新井賢一郎　　田中達朗　　平野貴章
別府諸兄　○橘川薫
（○放射線医学）

第33回日本足の外
科学会学術集会

200806 距骨骨軟骨損傷に対する生体
吸収ピンによる骨軟骨片固定
術後の高分解能MRIによる経時
的評価

30 仁木久照　　渡辺玄　　新井賢一郎
田中達朗　　岡田洋和　　別府諸兄

第33回日本足の外
科学会学術集会

200806 後脛骨筋腱脱臼の治療経験

31 仁木久照　　渡辺玄　　新井賢一郎
田中達朗　　岡田洋和　　別府諸兄

第33回日本足の外
科学会学術集会

200806 新しい手術法（従来と異なっ
た概念で行っているもの）：
３つの中足骨近位骨切り術を
組み合わせたRA前足部変形に
対する関節温存手術（シンポ
ジウム）

32 仁木久照　　青木孝文　　奥田龍三
須田康文　　高尾昌人　　田中康仁
原口直樹　○立浪忍
（○医学統計学）

第33回日本足の外
科学会学術集会

200806 日本足の外科学会診断・評価
等基準委員会活動報告

33 ○T Hirano　◇HB　Kitaoka
◇MB　McCullough　◇K Ikoma
◇KR Kaufman
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Mayo Clinic）

第33回日本足の外
科学会学術集会

200806 足底装具が後脛骨筋腱に及ぼ
す影響―新鮮凍結屍体扁平足
モデルを用いて―
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34 重松辰祐　　新井猛　　里見嘉昭
倉持大輔　○上野純　　清水弘之
別府諸兄
（○臨床研修センター）

第9回神奈川難治
性骨折治療研究会

200806 脛骨骨髄炎後に骨延長術を施
行し偽関節になった1例

35 笹生豊 神奈川県OPLL友の
会主催､脊柱靭帯
骨化症医療講演会

200806 脊柱靭帯骨化症に関する研究
と治療法の進展状況

36 仁木久照 第1回日本足の外
科学会教育研修会

200806 扁平足の病態と治療（教育研
修講演）

37 石井庄次 第66回難治研研修
会

200806 特発性大腿骨頭壊死症の診断
と治療

38 ○Niki H　○Watanabe G　○Arai K
○Tanaka T　○Okada H　○Beppu M
（○Department of Orthopaedic Surgery）

24th American
Orthopaedic Foot
and Ankle
Society (AOFAS)
Annual Summer
Meeting,Denver
Colorado  USA

200806 Changes over time after
medial displacement
osteotomy of the calcaneus
for reconstruction of
adult-aquired flatfoot

39 ○T Hirano　◇HB　Kitaoka
◇MB　McCullough　◇K Ikoma
◇LJ Berglund　◇KD Zhao　◇KR Kaufman
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Mayo Clinic）

第24回AOFAS
Summer Meeting

200806 Effect of a Prefabricated
Foot OrthosisUpon Posterior
Tibial Tendon Work of
Friction in Flatfoot.

40 別府諸兄　○金谷文則
（○琉球大学整形外科）

第34回日本骨折治
療学会ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ
1(福岡国際会議
場)

200806 Three column theory に基づ
く橈骨遠位端骨折のプレート
固定

41 笹生豊 第58回 神奈川脊
椎脊髄研究会

200806 若年から成人までの分離症・
すべり症症例の検討、ディ
ベート討論

42 清水弘之　　松下和彦　　新井猛
泉山公　　里見嘉昭　　川口直之
倉持大輔　　笹益雄　　別府諸兄

第34回日本骨折治
療学会

200806 有茎血管柄付き腓骨移植術の
有用性と限界について

43 笹生豊 第58回神奈川脊椎
脊髄外科研究会

200806 腰椎分離症：ディベート討論

44 富永泰弘　　笹生豊　　鈴木健宙
朝熊弘年　　別府諸兄　○滝澤謙治
○橘川薫　○吉松美佐子
（○放射線医学）

第34回日本骨折治
療学会

200806 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に対
する椎体形成術後の隣接椎体
骨折の検討

45 岡田洋和　　仁木久照　　渡辺玄
新井賢一郎　　田中達朗　　平野貴章
別府諸兄

第34回日本骨折治
療学会

200806 踵骨関節内骨折の手術成績
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46 倉持大輔　　本田雅則　○小宅雄一郎
正木大賀　　宮本哲　　松下和彦
（○水戸医療センター）

第31回日本骨･関
節感染症学会

200806 術後感染治療における抗菌薬
の選択

47 別府諸兄　○中田研　○金森彰浩
○三谷玄称　○奥平修三　○赤池敦
石井庄次　○助川卓行
（○日本テニス協会医事委員会）

第34回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝⅡ

200807 スポーツ現場での医療行為の
現状と課題ーテニスー（日本
整形外科学会スポーツ委員会
共同企画）

48 新井猛　　清水弘之　　別府諸兄
○瀬尾理利子　○奥脇透
（○国立スポーツ科学センター）

第34回日本整形外
科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学
術集会

200807 トップアスリートにおける尺
骨短縮骨切り術の小経験

49 佐藤琢哉　　清水弘之　　新井猛
里見嘉昭　　別府諸兄　○奥脇透
○半谷美夏
（○国立スポーツ科学センター）

日本整形外科ｽﾎﾟｰ
ﾂ医学会学術集会

200807 体操選手に見られた両側尺骨
茎状突起衝突症候群の1例

50 別府諸兄 日本整形外科学会
認定ｽﾎﾟｰﾂ医資格
継続のための研修
会(わが国におけ
るｽﾎﾟｰﾂ医の現状
と課題)

200807 外国でのスポーツ医制度・活
動の現状

51 ○Yutaka Sasao　○Yoshiaki Torii
○Haruhito Aoki　◇Haruyasu Kato
○Astushi Kojima　○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Rikkyo University）

15th
International
Meeting on
Advanced Spine
Techniques
(IMAST)

200807 Melatonin is associated
with the activity of
osteoblast and osteoclast
in a pinealectomy
experimental scoliosis

52 ○Yutaka Sasao　○Takehiko Miura
○Haruhito Aoki　○Yoshiaki Torii
○Atsushi Kojima　○Moroe　Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

15th IMAST
annual meeting
Hong Kong
2008/July/8-11

200807 Clinical Study of
Transition Syndrome after
Long Instrumentation for
Severe Kyphosis duo to
Osteoporotic Vertebral
Collapse in Thoracolumbar
region.

53 清水弘之 順天堂膠原病内科
ｾﾐﾅｰ講演会

200807 リウマチ手における超音波画
像と関節保護法について

54 笹益雄 第55回聖ﾏﾘｱﾝﾅ医
科大学医学会

200807 医療事故の対応そして異状死
について

55 ○Masahiro Nozaki　○Yong Li
○Jinhong Zhu　○Fabrisia Ambrosio
◇Kenji Uehara　○Freddie H Fu
○Johnny Huard
（○University of Pittsburgh）
（◇Department of Orthopaedic Surgery）

The American
Orthopaedic
Society
for sports
Medicine  2008
Annual Meeting

200807 Blocking Myostatin with
Suramin Improves Skeletal
Muscle Healing.

56 石井庄次　　増田敏光　　阿部恒介
蒲地宏昌　　秋山唯

第24回神奈川整形
手術手技研究会

200807 化膿性股関節炎に対する抗菌
薬含有セメントスメーサーを
用いた再建術
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57 仁木久照 ﾘｳﾏﾁ治療に関する
社員向け勉強会
(田辺三菱製薬株
式会社,川崎営業
所)

200807 関節リウマチのあしゆび変形
に対する関節温存手術

58 別府諸兄 第12回奈良骨折研
究会(橿原ﾛｲﾔﾙﾎﾃ
ﾙ)

200807 特別講演「橈骨遠位端関節内
骨折の治療」

59 中島久弥　　笹生豊　　三浦竹彦
別府諸兄　○土居正知　○干川晶弘
○高木正之　◇橘川薫
（○診断病理学）
（◇放射線医学）

第41回日本整形外
科学会骨･軟部腫
瘍学術集会

200807 馬尾に発生した傍神経節腫の
１例

60 笹益雄 第56回宮崎整形外
科懇話会

200807 橈骨遠位端骨折の治療

61 ○上野純　　清水弘之　　新井猛
重松辰祐　　里見嘉昭　　倉持大輔
別府諸兄
（○臨床研修センター）

第58回神奈川ﾘｳﾏﾁ
医会

200807 リウマチ手関節に発生した骨
巨細胞腫の1例

62 別府諸兄 第22回整形外科
ﾌｫｰﾗﾑ(大分)

200807 スポーツによる手関節痛とテ
ニス肘の最近の知見

63 ○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

STMS North
American
Regional
Meeting(Cincinna
ti Ohio)

200808 Tennis Elbow

64 ○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

STMS North
American
Regional Meeting
(Cincinnati
Ohio)

200808 Wrist Pain in DRUJ by
Tennis

65 別府諸兄 第35回日本整形外
科学会ｽﾎﾟｰﾂ医学
研修会

200808 手の外傷と障害

66 別府諸兄 第2回愛媛手の外
科研究会

200808 橈骨遠位端関節内骨折の治療
戦略

67 別府諸兄 第71回千葉関節外
科研究会(ｵｰｸﾗ千
葉ﾎﾃﾙ)

200809 スポーツによる手関節痛とテ
ニス肘の最近の知見

68 ○木村元　　別府諸兄
（○木村整形外科）

第19回 日本末梢
神経学会学術集会

200809 鏡視下手根管開放術ーTwo
portal法の立場からー
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69 ○小林哲士　◇藤谷博人　　内藤隆廣
山下勝史　　別府諸兄　○平泰彦
（○救急医学）
（◇スポーツ医学）

第23回日本救命医
療学会

200809 大学アメリカンフットボール
チーム部におけるチームドク
ターの役割　―外傷発生時の
対応を中心に―

70 仁木久照 藤沢市整形外科医
会学術講演会

200809 外傷後足関節痛に対する診断
のpitfallと治療戦略－足関節
捻挫と誤らないために－（教
育研修講演）

71 宮本哲　　杉原俊弘　　正木大賀
○小林哲士　　倉持大輔　　別府諸兄
松下和彦
（○救急医学）

第57回東日本整形
災害外科学会

200809 LCP distal femoral plateを
用いて治療した高齢者大腿骨
遠位端骨折の短期成績

72 ○Niki H　◇Kato H　□Narasaki K
○Arai K　○Tanaka T　○Okada H
○Beppu M
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Rikkyo University）
（□ならさき整形外科）

3rd Joint
meeting of
international
federation of
foot and ankle
societies.Sauipe
Bahia  Brazil.

200809 The characteristics of
metatarsal-tarsal bone
fractures associated with
Lisfranc joint injuries.

73 ○Okada H　○Niki H　◇Narasaki K
○Morokawa G　○Arai K　○Tanaka T
○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇ならさき整形外科）

3rd Joint
meeting of
international
federation of
foot and ankle
societies.Sauipe
Bahia  Brazil.

200809 Follow up study of the
surgical treatment for
Brachymetatarsia by
callotasis

74 ○T Hirano　◇HB　Kitaoka
◇MB　McCullough　◇K Ikoma
◇LJ Berglund　◇KD Zhao　◇KR Kaufman
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Mayo Clinic）

第3回IFFAS 200809 Effect of a Foot
OrthosisUpon Posterior
Tibial Tendon Work of
Friction in Flatfoot model.

75 笹益雄 第4回神奈川県整
形外科ｾﾐﾅｰ

200809 診療報酬改正による整形外科
のトピックス

76 中島浩志 第29回整形外科ｴ
ｺｰｾﾐﾅｰ

200809 上肢（肩関節を除く）疾患の
超音波診断法

77 別府諸兄 NHK教育ﾃﾚﾋﾞ｢きょ
うの健康｣

200809 早めに解消！手のトラブル
「腱鞘炎の治療」

78 別府諸兄 NHK教育ﾃﾚﾋﾞ｢きょ
うの健康｣

200809 早めに解消！手のトラブル
「手のしびれがあるとき」

79 別府諸兄 NHK教育ﾃﾚﾋﾞ｢きょ
うの健康｣

200809 早めに解消！手のトラブル
「変形性指関節症の治療」

80 別府諸兄 NHK教育ﾃﾚﾋﾞ｢きょ
うの健康｣

200809 早めに解消！手のトラブル
「Q&A」
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81 ○Ｍoroe Beppu　○Hiroyuki Shimizu
○Takeshi Arai
（○Department of Orthopaedic Surgery）

10th World
Congress of
Society for
Tennis Medicine
and Science

200810 Treatment of DRUJ
Instability by Tennis

82 ○Ryo Ando
（○Department of Orthopaedic Surgery）

10th World
Congress of
Society for
Tennis Medicine
and Science

200810 Arthroscopic Treatment for
Tennis Elbow

83 別府諸兄 平成20年度聖ﾏﾘｱﾝ
ﾅ医科大学公開講
座

200810 アンチエイジング「いつまで
も歩けるように－杖のない生
活を－」

84 別府諸兄 第2回埼玉東部ｴﾘｱ
整形外科ｽﾎﾟｰﾂﾌｫｰ
ﾗﾑ

200810 特別講演「テニス肘の診断・
治療とＪＴＡメディカルサ
ポートについて」

85 伴孝介　　旭尚志　　田中達朗
吉田典之　○内藤利仁　　松下和彦
別府諸兄
（○生理学（生理学））

第14回神奈川手･
肘の外科研究会

200810 関節拘縮に至った母指MP関節
ロッキングの１例

86 倉持大輔　　新井猛　　清水弘之
里見嘉昭　　重松辰祐　　安原和之
別府諸兄

第14回神奈川手肘
の外科研究会

200810 高飛び込み選手に生じた手関
節障害の１例

87 別府諸兄 第3回日本骨折治
療学会 教育研修
会 ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ

200810 掌側ロッキングプレートを用
いた橈骨遠位端骨折の治療

88 別府諸兄 第3回日本骨折治
療学会研修会

200810 橈骨遠位端骨折

89 阿部恒介　　清水弘之　　石井庄次
増田敏光　○小宅雄一郎　　増澤通永
別府諸兄
（○水戸医療センター）

第23回日本整形外
科学会基礎学術集
会

200810 血管柄付き骨膜と多血小板血
漿の併用による骨形成能につ
いて

90 別府諸兄 第39回瑞穂卒後研
修ｾﾐﾅｰ(名古屋東
急ﾎﾃﾙ)

200810 テニスによる手関節痛とJTAメ
ディカルサポートについて

91 里見嘉昭　　清水弘之　　新井猛
別府諸兄

第134回神奈川整
形災害外科研究会

200811 上腕骨近位端骨折の治療法の
選択

92 ○浜辺太郎　　清水弘之　　新井猛
重松辰祐　　里見嘉昭　　倉持大輔
別府諸兄　◇前田一郎　◇高木正之
（○臨床研修センター）
（◇診断病理学）

第134回神奈川整
形災害外科研究会

200811 上腕に発生した筋肉内粘液腫
の1例
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93 小島敦　　笹生豊　　三浦竹彦
正木大賀　　藤井厚司　　別府諸兄

第43回日本脊髄障
害医学会

200811 Os odontoideumによる上位頚
髄病変の治療経験

94 ○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

Visiting
Professor:Univer
sity of
California
Irvine
Department of
Orthopedic
Surgery GRAND
ROUNDS

200811 Stragedady for Intra-
Articular Fractures of the
Distal Radius

95 ○Ｍoroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

University of
California
Irvine
Department of
Orthopedic
Surgery GRAND
ROUNDS UC Irvine
as a Visiting
Professor
Stragedady for
Intra-Articular
Fractures of the
Distal Radius

200811 Sports-related Wrist Pain
and Tennis Elbow

96 三浦竹彦　　笹益雄　　朝熊弘年
小島敦　　笹生豊　　別府諸兄

第43回日本脊髄障
害医学会

200811 アテトーゼ型脳性麻痺に合併
した頸髄症の治療経験

97 ○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

Visiting
Professor:Univer
sity of
California
Irvine
Department of
Orthopedic
Surgery

200811 Sports-related Wrist Pain
and Tennis Elbow

98 清水弘之 第3回昭島市医師
会市民公開講座

200811 骨折しないために、骨を強く
しよう！～骨粗鬆症の話～

99 清水弘之　　松下和彦　　新井猛
泉山公　　里見嘉昭　　川口直之
倉持大輔　　笹益雄　　別府諸兄

第35回日本ﾏｲｸﾛｻｰ
ｼﾞｬﾘｰ学会学術集
会

200811 有茎血管柄付き腓骨・肩甲骨
移植術の有用性と限界につい
て

100 笹益雄 神奈川県皮膚科医
会 第10回Joy
Derma Club

200811 歩行と足の疾患について

101 清水弘之 日本体育協会公認
ｽﾎﾟｰﾂｱｽﾚﾃｯｸﾄﾚｰﾅ
養成講習会講演

200811 手関節捻挫・手指捻挫

102 別府諸兄 札幌市民公開ｾﾐﾅｰ
ｱﾝﾁ･ｴｲｼﾞﾝｸﾞ(札幌
共済ﾎｰﾙ)

200811 いつまでも歩けるように－杖
のない生活－
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103 増田敏光　　石井庄次　　西山敬浩
増澤通永　　阿部恒介

第35回日本股関節
学会

200812 人工股関節置換術症例におけ
る冠状面骨盤傾斜の検討

104 石井庄次　　増田敏光　　西山敬浩
増澤通永　　阿部恒介　　蒲地宏昌
川口直之　　松葉祐介　　別府諸兄

第35回日本股関節
学会

200812 急速破壊型股関節症における
人工股関節置換術後の骨盤後
傾

105 ○中島久弥
（○中島整形外科）

Tokyo Bone Tumor
Club (TBTC)

200812 小細胞型骨肉腫（Small cell
osteosarcoma）病理学的所見
を中心に

106 別府諸兄 第419回東北大学
整形外科談論会特
別講演

200812 特別講演：橈骨遠位端関節内
骨折の治療戦略

107 蒲地宏昌　　石井庄次　　増田敏光
西山敬浩　　増澤通永　　阿部恒介
川口直之　　松葉祐介　　別府諸兄

第35回日本股関節
学会

200812 骨盤骨折に合併した血管損傷
の頻度

108 松葉祐介　　石井庄次　　藤田正樹
増田敏光　　西山敬浩　　増澤通永
蒲地宏昌　　阿部恒介　　別府諸兄

第35回日本股関節
学会

200812 超高齢者における大腿骨転子
部骨折の治療経験

109 別府諸兄 広島大学医学部整
形外科学教室同門
会教育研修会

200812 橈骨遠位端関節内骨折の治療
戦略

110 ○木村元
（○木村整形外科）

学校保健自主研究
会

200812 児童における整形外科疾患

111 別府諸兄 日本体育協会公認
ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ養成講
習会

200812 スポーツ外傷と障害-上肢
（肩・肘・手指）

112 ○Yutaka Sasao
（○Department of Orthopaedic Surgery）

The 3rd Xianya
International
Spinal Surgery
Congress and
2009 Chinese
Association of
Orthopedic
Surgeons ( CAOS
)Training Course
on New
Techniques of
Spinal Surgery

200901 Guest spaeker:Current
Strategy of Treatment for
Scoliosis

113 ○中島久弥
（○中島整形外科）

第1回肩･肘･手の
外科を語る会

200901 手指の腫瘤性病変

114 小島敦　　笹生豊　　三浦竹彦
正木大賀　　鳥居良昭　○森岡成太
佐藤琢哉　　別府諸兄
（○生理学（生理学））

第10回圧迫性脊髄
症研究会

200901 Os odontoideumによる上位頚
髄病変の治療経験
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115 別府諸兄 福井県整形外科医
会講演会(ﾕｱｰｽﾞﾎﾃ
ﾙ･ﾌｸｲ)

200901 特別講演：テニス肘の診断・
治療と日本テニス協会メディ
カルサポートについて

116 清水弘之 ｱｽﾃﾗｽ講演会 200901 骨粗鬆症に対する薬物治療の
流れ（整形外科の立場から）

117 清水弘之 ﾘｳﾏﾁ市民公開講座
(新百合丘)

200901 リウマチの手術

118 仁木久照 第13回近畿足の外
科症例検討会

200902 外傷後足関節痛に対する診断
のピットフォールと治療戦略
（教育研修講演）

119 笹生豊 4th 60's spinal
surgery seminar
頚椎手術の問題点

200902 Is it possible to change CM
angle for rigid kyphosis
after occipotocervical
fusion ?

120 ○今村惠一郎
（○今村整形外科医院）

上尾市体育協会50
周年記念講演会

200902 スポーツ障害の治療と予防

121 清水弘之 町田市市民公開講
座

200902 骨折しないために、骨を強く
しよう！～骨粗鬆症の話～

122 清水弘之 276回葛飾区医師
会整形外科集談会

200902 成長期から考える骨粗鬆症予
防と治療ー骨量は親子で相関
するー

123 別府諸兄 第8回久留米関節ｾ
ﾐﾅｰ(久留米大学医
療ｾﾝﾀｰ附属棟大ﾎｰ
ﾙ)

200902 橈骨遠位端骨折の治療戦略

124 清水弘之　　新井猛　　泉山公
里見嘉昭　　倉持大輔　　安藤亮
別府諸兄

21回日本肘関節学
会

200902 内反肘に伴う肘部管症候群の
超音波画像による病態

125 ○Ko Izumiyama　○Hiroyuki Shimizu
○Takeshi Arai　○Yoshiaki Satomi
○Moroe Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）

7th Congress of
the Asian
Pacific
Federation of
Societies for
Surgery of the
Hand

200902 The position and direction
of screw for locking plate
in distal radius fracture
using the Finite Element
Analysis method.

126 ○H. Ishigooka　○T. Sugihara
○T. Satoh　○S. Miyamoto　○Y. Kawana
◇H. Fujiya　□K. Kitsukawa
○M. Beppu
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇スポーツ医学）
（□放射線医学）

International
Symposium on
Ligaments &
Tendons - IX

200902 MRI of the Posterolateral
Corner of the Knee using
microscopy coil
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127 ○T Hirano　◇MB　McCullough
◇WH　Bohne　◇K Ikoma　◇LJ Berglund
◇HB　Kitaoka　◇KR Kaufman
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Mayo Clinic）

AAOS 2009 200902 Effects of Medial
Displacement Calcaneal
Osteotomy on Dynamic Ankle
Joint Contact
Characteristic.

128 ○T Hirano　◇MB　McCullough
◇WH　Bohne　◇K Ikoma　◇LJ Berglund
◇HB　Kitaoka　◇KR Kaufman
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Mayo Clinic）

ORS 2009 200902 Effects of Medial
Displacement Calcaneal
Osteotomy on Dynamic Ankle
Joint Contact
Characteristic.

129 清水弘之 274回東京都臨床
整形外科医会統合
研修会

200902 手・手関節の画像診断―リウ
マチ手の診断を中心にー

130 ○Kenji Uehara　◇Masahiro Nozaki
◇Jinhong Zhu　◇Andres Quintero
◇Shusuke Ota　□Freddie Fu
◇Johnny Huard
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇Stem Cell Research Center,
University of Pittsburgh）
（□University of Pittsburgh Medical
Center）

the 55th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

200902 Angiotensin II Receptor
Blocker Ameliorates
Skeletal Muscle Healing in
a Dose Dependent Manner

131 ○Hideya Ishigooka　○Sugihara T
○Kawana Y　○Miyamoto S　○Satoh T
◇Fujiya H　○Beppu M
（○Department of Orthopaedic Surgery）
（◇スポーツ医学）

the 55th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

200902 Biomechanical Comparison of
two methods of
reconstruction for the
Combined Posterior Cruciate
Ligament(PCL) and
Posterolateral Corner (PLC)
injury of the Knee

132 ○Niki H　○Watanabe G　○Arai K
○Tanaka T　○Okada H　○Beppu M
（○Department of Orthopaedic Surgery）

76th Annual
Meeting of the
Americam Academy
of Orthopaedic
Surgeons,Las
Vegas,Nevada,USA
.

200902 Combination joint-
preserving surgery for
forefoot deformity in
rheumatoid arthritis

133 重松辰祐　　清水弘之　　新井猛
里見嘉昭　　倉持大輔　　別府諸兄
○高木正之
（○診断病理学）

第23回東日本手の
外科研究会

200902 手関節に発生したLipoma
arborescensの1例

134 新井賢一郎　　仁木久照　　田中達明
平野貴章　　岡田洋和　　秋山唯
別府諸兄

第22回 日本創外
固定･骨延長学会
(京都)

200903 足関節周辺骨折に対する
Orthofixディスポーザブル窓
外固定器（XCaliber
Articulated　Ankleの使用経
験）

135 清水弘之　　別府諸兄　　新井猛
里見嘉昭　　倉持大輔　　松下和彦
笹益雄

第22回日本創外固
定･骨延長学会

200903 Recklinghausen 病を有する難
治性偽関節症に対する血管柄
付き腓骨移植術の治療経験
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136 岡田洋和　　仁木久照　○楢崎和人
渡邉玄　　新井賢一郎　　田中達朗
平野貴章　　別府諸兄
（○ならさき整形外科）

第22回日本創外固
定･骨延長学会

200903 仮骨延長法による中足骨短縮
症の治療成績－　延長に伴う
合併症についての検討　－

137 秋山唯　　石井庄次　　増田敏光
阿部恒介　　蒲地宏昌　　安原和之
別府諸兄　○中野弘雅
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

第135回神奈川整
形災害外科研究会

200903 大腿骨頚部に巨大骨嚢腫
Geodesを合併した関節リウマ
チの1例

138 宮本哲　　杉原俊弘　　内藤隆廣
川名裕　　佐藤琢哉　○三井寛之
別府諸兄　◇藤谷博人
（○臨床研修センター）
（◇スポーツ医学）

第135回神奈川整
形災害外科学会

200903 若年者の恒久性膝蓋骨脱臼に
対する外科的治療の一例

139 山下勝史　　木ノ内秀和　　朝熊弘年
石郷岡秀哉　　西山敬浩　　増澤通永
笹益雄　　別府諸兄

第135回神奈川整
形災害外科研究会

200903 母指CM関節脱臼骨折を伴った
大菱形骨骨折の1例

140 中島浩志 第30回整形外科ｴ
ｺｰｾﾐﾅｰ

200903 上肢（肩関節を除く）疾患の
超音波診断法

141 笹益雄 神奈川県整形外科
ｾﾐﾅｰ

200903 検査、画像におけるレセプト
について

142 石郷岡秀哉　　杉原俊弘　　佐藤琢哉
宮本哲　　川名裕　○藤谷博人　◇橘川薫
別府諸兄
（○スポーツ医学）
（◇放射線医学）

第49回関東整形災
害外科学会

200903 膝関節後外側支持機構損傷の
MRIと再建術

143 松下和彦　○阿部哲士　◇石井朝夫
□小谷明弘　△斉藤政克　▽弦本敏行
☆勝呂徹
（○帝京大）
（◇筑波大）
（□杏林大）
（△近畿大堺病院）
（▽長崎大）
（☆東邦大）

第49回関東整形災
害外科学会

200903 シンポジウム「診療ガイドラ
インの活用と問題点」骨・関
節術後感染予防ガイドライン

144 ○中島久弥
（○中島整形外科）

第2回『足る』を
語る会

200903 足指初発の単関節型関節リウ
マチの1例
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1 熊谷憲夫　　井上肇 形成外科増刊号形
成外科における新
しいｱﾌﾟﾛｰﾁ

51:S255-
S261

200810 培養表皮による創傷治療

2 熊谷憲夫　　大島秀男　　松崎恭一
井上肇

PEPARS 24:28-36 200811 自家培養表皮移植による巨大
色素性母斑の治療

3 井上肇 ｸﾘﾆｼｱﾝ 56:75-81 200901 上皮幹細胞を用いた皮膚再生

4 松崎恭一　　熊谷憲夫 足の創傷をいかに
治すかｰ糖尿病ﾌｯﾄ
ｹｱ･Limb Salvage
へのﾁｰﾑ医療―市
岡 滋､寺師浩人編
克誠堂出版

p.106-
116

200903 膠原病に伴う皮膚潰瘍

5 松崎恭一　○宮本　明
（○菊名総合病院循環器）

足の創傷をいかに
治すかｰ糖尿病ﾌｯﾄ
ｹｱ･Limb Salvage
へのﾁｰﾑ医療―市
岡 滋､寺師浩人編
克誠堂出版

p.247-
252

200903 地域における病院連携

1 阿藤晃一　　相原正記　　熊谷憲夫 外科 11号増刊特
集

70(12)p1
408-1411

200811 処置と小手術のコツと合併症

1 熊谷憲夫 Treatment of
Dermatological
disease using
Autologous
cultured
epithelium

200804 第2回韓国培養表皮シンポジウ
ム

2 松崎恭一　○宮本　明　　熊谷憲夫
（○菊名総合病院循環器）

創傷治癒ｾﾝﾀｰの目
指すものｰ心臓血
管ｾﾝﾀｰにおける重
症虚血肢治療の経
験からｰ

200804 第51回日本形成外科学会総
会・学術集会

3 井上匡子　　安藤和正　　篠田令奈
熊谷憲夫　　小林秀行

ﾚｯｸﾘﾝｸﾞﾊｳｾﾞﾝ病に
発生した腫瘍切除
に塞栓術が有効で
あった2症例

200804 第51回日本形成外科学会総
会・学術集会

4 松崎恭一 足病変に関する多
方面からのｱﾌﾟﾛｰﾁ

200804 神奈川糖尿病足病変カンファ
レンスー横須賀・三浦地区講
演会―

形成外科学　学会発表

形成外科学　著書

形成外科学　誌上発表
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5 熊谷憲夫 皮膚再生医療によ
る創傷治療

200806 第34回日本熱傷学会総会

6 井上肇　　冨岡みゆき　　阿藤晃一
相原正記　　熊谷憲夫

ﾗｼﾞｶﾙ消去による
窒素酸化物媒介性
熱傷 創部組織傷
害の予防

200806 第34回日本熱傷学会総会

7 井上肇 褥瘡を含む難治性
皮膚 潰瘍の再生
医療学的ｱﾌﾟﾛｰﾁ

200806 第118回日本薬理学会関東部会

8 Kyoichi Matsuzak　　Norio Kumagai Minimum invasive
surgery for the
treatment of
large pressure
sores under
local anesthesia

200806 Third Congress of the World
Union of Wound Healing
Societies

9 松崎恭一 褥瘡を診て考える
こと

200807 褥瘡ケアセミナ－ in 東京多
摩

10 松崎恭一 この"潰瘍"糖尿病
性か神経性か虚血
性か

200807 Tokyo Percutaneous
Cardiovascular Intervention
Conference (TOPIC) 2008

11 井上肇　○武永美津子　　冨岡みゆき
○太田有紀　　大島秀男　　熊谷憲夫
（○難病治療研究センター）

表皮幹細胞の神経
再生機序の研究

200810 第17回日本形成外科学会基礎
学術集会

12 菅谷文人　　熊谷憲夫 短期間で上皮化し
えた巨大母斑剥削
に対する遷延性培
養表皮移植の一例

200810 第26回日本頭蓋顎顔面外科学
会学術集会

13 松崎恭一 糖尿病､閉塞性動
脈硬化症､そして
維持透析―重症虚
血肢治療における
ﾁｰﾑ医療の重要性
―

200810 循環器学術講演会

14 松崎恭一 あなたならこの足
どうする

200810 第3回末梢循環セミナー

15 松崎恭一 足病変に関する多
方面からのｱﾌﾟﾛｰﾁ

200810 神奈川糖尿病足病変カンファ
レンスー神奈川県内科医学会
第五地区講演会―

16 井上肇　○武永美津子　○太田有紀
冨岡みゆき　　熊谷憲夫
（○難病治療研究センター）

幹細胞治療の薬理
学的研究-表皮幹
細胞の神経系に及
ぼす影響-

200810 第119回日本薬理学会関東部会
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17 熊谷憲夫 再生医療の実用化
と臨床ﾆｰｽﾞ 皮膚
科領域

200811 BTJプロフェッシオナルセミ
ナー

18 安藤和正　　西浦蘭子　　篠田令奈
井上匡子　○岡田智幸　◇熊野玲子
□小泉宏隆
（○耳鼻咽喉科学）
（◇放射線医学）
（□診断病理学）

再発を繰り返した
第1鰓裂由来の瘻
孔および膿腫の一
例

200811 第13回横浜形成外科フォーラ
ム

19 松崎恭一 褥瘡を診て考える
こと

200811 褥瘡ケアセミナ－ in 横浜

20 松崎恭一 糖尿病性足潰瘍
は､ただの擦り傷
や切り傷とどう違
うのか

200811 第5回川崎ＣＤＥセミナー

21 松崎恭一 CLIにおける地域
連携･診療科連携
の重要性

200811 第2回多摩地区下肢救済フット
ケアミーティング

22 松崎恭一 創傷治療と疼痛ｹｱ 200901 第1回日本創傷外科学会総会・
学術集会

23 冨岡みゆき　　井上肇　　大島秀男
相原正記　　岩本承豪　　篠田令奈
熊谷憲夫

同種多血小板血漿
を用いた細胞培養
の試み

200901 第1回日本創傷外科学会総会・
学術集会

24 菅谷文人 骨折を合併した茎
状突起過長症候群
(Eagle症候群)の1
例

200901 第1回日本創傷外科学会総会・
学術集会

25 井上肇　　岩本承豪　　篠田令奈
冨岡みゆき　　相原正記　　安藤和正
熊谷憲夫

ﾄﾗﾆﾗｽﾄによる結合
組織増殖因子
(CTGF)産生制御

200901 第1回日本創傷外科学会総会・
学術集会

26 井上肇 ｹﾛｲﾄﾞ･肥厚 性瘢
痕を炎症性病態と
して考える -ﾄﾗﾆﾗ
ｽﾄはなぜ効くか-

200901 第1回日本創傷外科学会総会・
学術集会

27 岩本承豪　　高間久美子　　菅谷文人
熊谷憲夫

腰背部及び陰嚢部
に急速な皮下腫瘤
増大を示した乳児
巨大色素性母斑の
一例

200903 日本形成外科学会第257回東京
地方会
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1 木村聡子 STD性感染症ｱﾄﾗｽ
編者安元慎一郎
(秀潤社

P112,
P122,
P124,

200804 6：後天性免疫不全症候群2.急
性期の皮膚症状　6.日和見感
染症（帯状疱疹）　8.日和見
感染症（尖圭コンジローマ）

2 相馬良直 強皮症のすべてが
解る本編集竹原和
彦(保健同人社

P85-93 200805 11.全身性強皮症のその他の症
状と治療

3 相馬良直 やさしい臨床医学
ﾃｷｽﾄ｡編集大野勲
(薬事日報社

P451-458 200810 アトピー性皮膚炎、接触性皮
膚炎、じんま疹、光過敏症、
帯状疱疹。

4 相馬良直 皮膚科診療ｶﾗｰｱﾄﾗ
ｽ大系2編集:鈴木
啓之､神崎保(講談
社

P148-149 200811 静脈瘤性症候群

5 川上民裕 皮膚科診療ｶﾗｰｱﾄﾗ
ｽ大系2編集:鈴木
啓之､神崎保(講談
社

P33 200811 潘種状表在性光線汗孔角化症

6 川上民裕 皮膚科診療:こん
なときどうする
Q&A編集者渡辺晋
一(中外医学社

P52-58 200812 21.最近の血管炎の分類につい
て教えてください22.各血管炎
を疑う症候と疾患別に皮膚生
検（あるいは同時）に行うべ
き血液検査について教えてく
ださい

7 相馬良直 今日の治療指針
2009年版
(Volume51) 総編
集者､山口徹､北原
光夫､福井次矢(医
学書院

P886-887 200901 20.皮膚科疾患・限局性強皮症

8 川上民裕 今日の治療指針
2009年版
(Volume51) 総編
集者､山口徹､北原
光夫､福井次矢(医
学書院

P873-874 200901 20.皮膚科疾患・紫斑

9 相馬良直 皮膚疾患最新の治
療2009-2010､編集
者､瀧川雅治､渡辺
晋一(南江堂

P59 200901 2.Raynaud現象

10 川上民裕 皮膚疾患最新の治
療2009-2011､編集
者､瀧川雅治､渡辺
晋一(南江堂

P67 200901 8.皮膚アレルギー性血管炎

皮膚科学　著書
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11 村上富美子 ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ第1
部患者さんによく
わかる薬の説明
2009年版(ﾜｲﾄﾞ版)
監修水島裕､編集
鈴木康夫(金原出
版)

P755-784 200901 10.その他（漢方・ビタミン・
点眼薬など）Ｉ．皮膚科用薬

1 Tamihiro Kawakami　　Satoko Kimura
○Masayuki Kato　　Masako Mizoguchi
Yoshinao Soma
（○血液・腫瘍）

Journal of the
American Academy
of Dermatology

58(4)P70
3-706

200804 Transforming growth factor-
beta overexpression in
cutaneous extramedullary
hematopoiesis of a patient
with myelodysplastic
syndrome associated with
myelofibrosis.

2 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

Arthritis Care &
Research

59(4)P56
1-567

200804 High titer of serum
antiphospholipid antibody
levels in adult Henoch-Scho
nlein purpura and cutaneous
leukocytoclastic angiitis

3 堤祐子　　川上民裕　　相馬良直 皮膚病診療 30(4);P4
25-428

200804 Laugier-Hunziker-Baran 症候
群

4 ○Chang-Hsing Chang　　Yoko Kawa
○Rong-Kung Tsai　○Jia-Hung Shieh
○Jeng-Woei Lee　　Hidenori Watabe
Tamihiro Kawakami　　Yoshinao Soma
◇Shingo Tajima　　Masako Mizoguchi
（○Tzu Chi University）
（◇防衛大学）

Journal of
Dermatological
Science

51(4);P1
58-170

200804 Melanocyte precursors
express elastin binding
protein and elastin-derived
peptide (VGVAPG) stimulates
their melanogenesis and
dendrite formation.

5 松岡晃弘　　矢島健司　　渡部秀憲
川上民裕　　相馬良直

臨床皮膚科 62(5)P98
-101

200805 天疱瘡の口腔内病変に対する
シクロスポリン含嗽療法

6 村上昇　　川上民裕　　藤田歩
相馬良直　○多田靖
（○溝の口診療所）

皮膚病診療 30(5)P53
1-534

200805 アフロクアロンによる光線過
敏型薬疹

7 Tamihiro Kawakami　　Satoko Kimura
Yoko Kawa　○Masashi Kato
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○中部大学）

Journal of
Investigative
Dermatolgy

128(5)P1
220-1226

200805 BMP-4 upregulates Kit
expression in mouse
melanoblasts prior to the
Kit-dependent cycle of
melanogenesis.

8 T. Kawakami　　M. Mizoguchi
○R. Saito　　Y. Soma
（○東邦大学）

Clinical and
Experimental
Dermatology

33(5)P41
5-417

200805 Histopathological evidence
of small-vessel vasculitis
within the skin and lungs
associated with
interstitial pneumonia in
an adult patient with
dermatomyositis.

皮膚科学　誌上発表
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9 H. Takahama　○T. Shimazu
（○町田市民）

Clinical and
Experimental
Dermatology

33(3):P3
41-342

200805 Common millet anaphylaxis:
a case of a bird-keeper
sensitized to millet via
inhalation, who developed
anaphylaxis after oral
ingestion.

10 川崎奏　　川上民裕　　相馬良直
○磯貝晶子
（○外科学（消化器・一般外科））

皮膚科の臨床 50(7);P8
79-882

200807 透析患者にみられた転移性石
灰沈着症の1例

11 松永るり Derma 114(7);P
15-20

200807 特集/性感染症　診断と治療
梅毒

12 川上民裕 日本臨床皮膚科医
会雑誌

25(4)P;1
4-19

200807 これでOK！簡単な血管炎

13 相馬良直 皮膚と美容 40(7);P1
43-148

200807 膠原病って何？

14 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Kanade Kawasaki　　Masako Mizoguchi
Yoshinao Soma
（○金沢大学）

Archlves of
Dermatology

P1075-
1076

200808 Therapeutic effect of
argatroban on rheumatoid
vasculitis with
antiphosphatidylserine-
prothrombin complex
antibody.

15 高濱英人　○有川明慶　○大山行雄
（○町田市民）

皮膚科の臨床 50(9);P1
158-1159

200809 抗凝固療法中、前腕部筋膜下
血腫により貧血をきたした1例

16 Tamihiro Kawakami　　Ayumi Kawase
Sora Takeuchi　○Shinji Yoshioka
◇Norihiro Fujimoto　◇Shingo Tajima
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○血液・腫瘍）
（◇防衛大学）

Acta Dermato
Venereologica

88(5);P5
17-519

200809 Sweet syndrome subsequent
to relapsing polychondritis
and myelodysplastic
syndrome in a Japanese
patient.

17 川上民裕 皮膚病診療 30(10):P
1178-
1186

200810 血管炎・血管障害のガイドラ
インを作成して

18 Hedeto Takahama JEADV 22(11);P
1400-
1401

200811 A fixed drug eruption that
developed cross-sensitivity
among amide local
anaesthetics, including
mepivacaine hydrochloride,
lidocaine hydrochloride and
propitocaine hydrochloride.

19 川上民裕 日本皮膚科学会雑
誌

118(11);
P2101-
2106

200811 日本皮膚科学会ガイドライ
ン：血管炎・血管障害ガイド
ライン作成委員会
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20 布施恵理　　山口奈央　　村上富美子
○矢崎俊二
（○内科学（神経内科））

皮膚病診療 30(12):P
1377-
1380

200812 人名のついた皮膚病＜臨床例
＞Fabry病-脳血管障害を伴っ
た例-

21 Tamihiro Kawakami　○Shiho Ooka
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
◇Masahide Yamazaki
（○東京都）
（◇金沢大学）

Annals of
Intermal
Medicine

P911-
912(12)1
49

200812 Remission of hepatitis B
virus-related
cryoglobulinemic vasculitis
with entecavir

22 相馬良直 Visual
Dermatology

7(12):P1
330-1336

200812 総説　6　同じ病気でもこんな
に違う！②[炎症性疾患編]
皮膚筋炎

23 Tamihiro Kawakami　　Ayumi Fujita
Sora Takeuchi　○Shinji Muto
Yoshinao Soma
（○小児科学）

Journal of the
American Academy
of Dermatology

P146-
149(1);6
0

200901 Drug-induced
hypersensitivity syndrome:
drug reaction with
eosinophilia and systemic
symptoms (DRESS) syndrome
induced by aspirin
treatment of Kawasaki
disease

24 Tamihiro Kawakami　　Yuko Tsutsumi
Yoshinao Soma

Archives
Dermatology

145(1)P9
7-98

200901 Limited cutaneous systemic
sclerosis induced by
paclitaxel in a patient
with breast cancer.

25 相馬良直　　藤田歩 Visual
Dermatolgy

P24-
25(1);8

200901 腋窩の永久脱毛術後に生じた
扁平苔癬

26 川上民裕 日本皮膚科学会雑
誌

119(1)P2
1-22

200901 3.血管炎：病因、病理、臨床

27 齋藤千尋　　布施恵理　○品川俊人
村上富美子
（○病理学）

皮膚科の臨床 51(2):P1
51-154

200902 陰茎に生じたMondor 病の1例

28 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

Archives
Dermatology

145(2):P
171-175

200902 Antiphosphatidylserine-
prothrombin complex
antibodies in 3 patients
with Behcet disease
involving superficial vein
thrombophlebitis.

29 齋藤千尋　　川上民裕　　芳賀恒夫
○赤荻淳　◇橋本隆　　相馬良直
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇久留米大学）

皮膚科の臨床 51(3);P2
83-286

200903 ブシラミンによる薬剤誘発性
疱疹状天疱瘡の1例

30 Tamihiro Kawakami　　Ayumi Fuzita
○Sayuri Shirai　○Kenjiro Kimura
Yoshinao Soma
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

Am Acad Dermatol 60(3);P5
23-524

200903 Therapeutic effect of
mizoribine on bullous
pemphigoid associated with
membranous nephropathy
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31 Tamihiro Kawakami　　Takeshi Kawanabe
Yoshinao Soma

Acta Dermto
Venereologica

89(3);P3
25-326

200903 Cutaneous lichenoid
eruption caused by imatinib
mesylate in a Japanese
patient with chronic
myeloid leukaemia

1 竹内そら　　芳賀恒夫　　藤田歩
相馬良直

第107回日本皮膚
科学会総会

200804 アトピー性皮膚炎に合併した
benign sym-metrical
lipomatosis の1例

2 布施恵理　　山口奈央　　村上富美子
○矢崎俊二　◇大橋十也　◇小林正久
（○内科学（神経内科））
（◇東京慈恵医科大学）

第107回日本皮膚
科学会総会

200804 脳血管障害を伴ったファブ
リー病の1例

3 神成摩耶　　川上民裕　　堤祐子
川崎奏　　竹内そら　　相馬良直

第107回日本皮膚
科学会総会

200804 両耳介周囲に巨大な腫瘤を形
成した木村病の1例

4 高濱英人　○塚原菜々子　◇緋田めぐみ
○関根秀明　○青木由紀　○安部光文
（○町田市民病院）
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

第107回日本皮膚
科学会総会

200804 皮膚腺病が先行した肺結核、
肺癌合併例

5 Yoko Kawa　　Tamihiro Kawakami
○Masayuki Nakamura　　Kayoko Ohsumi
◇Lynn M Lamoreux　□Chung H Chang
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○鹿児島大学）
（◇Texas Ａ＆Ｍ University）
（□Tzu Chi University）

XXth
Intenational
Pigment Cell
Conference

200805 The role of Mitf and Tyrp1
as survival factors on
melanocytes involving an
isoform of Tyrp1

6 Tamihiro Kawakami　　Yoko Kawa
○Masashi Kato　　Masako Mizoguchi
Yoshinao Soma
（○中部大学）

XXth
Intenational
Pigment Cell
Conference

200805 BMP signaling downregulates
Ret expression in moese
melanoblasts but not
melanoma cells

7 ○Chung H Chang　○Rong  K Tsai
Yoko Kawa　　Tamihiro Kawakami
Yoshinao Soma　　Masako Mizoguchi
（○Tzu Chi University）

XXth
Intenational
Pigment Cell
Conference

200805 Effect of prostaglandin F2
α analogue, latanoprost,
on cultured murine neural
crest-derived melanocyte
precursors

8 Tamihiro Kawakami 2nd
International
Conference on
Cutaneous Lupus
Erythematosus

200805 The presence of anti-
phosphatidylserine-
prothrombin complex
antibodies associated with
cutaneous polyarteritis
nodosa

9 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

International
Investigative
Dermatology 2008

200805 High titr of anti-
phosphatidylserine-
prothrombin complex
antibodies in patients with
cutaneous

皮膚科学　学会発表
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10 川上民裕 第24回日本皮膚科
医会総会･臨床学
術大会

200805 教育講演6：これでOK！簡単な
血管炎

11 土井里沙子　　布施恵理　　芳賀恒夫
竹内そら　　島田恵子　　岩重玲子
川上民裕　　相馬良直

日本皮膚科学会第
818回東京地方会

200806 Weber-Christian 病の1例

12 山崎礼子　　川那部岳志　　齋藤千尋
木村聡子　　川上民裕　　相馬良直
○大岡正道
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

日本皮膚科学会第
818回東京地方会

200806 病初期の皮膚生検にて壊死性
血管炎像を得た顕微鏡的多発
血管炎の1例

13 山口奈央　　布施恵理　　村上富美子
○小泉宏隆　◇大場有希子
（○診断病理学）
（◇横浜市）

日本皮膚科学会第
818回東京地方会

200806 発疹性黄色腫により高脂血症
と糖尿病が指摘された1例

14 川上民裕 第12回川崎北部腎
疾患高血圧ｾﾐﾅｰ

200807 内科医に必要な皮膚病変の見
方・大学病院へご紹介いただ
きたい皮膚病変～その2～

15 木村聡子　　川上民裕　　堤祐子
相馬良直　○小川仁史　○尾崎承一
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

日本皮膚科学会第
818回東京地方会

200807 病初期に皮膚症状を呈した
Churg-Strauss 症候群の1例

16 竹内そら　　川上民裕　　相馬良直
○村上正之
（○川崎市）

日本皮膚科学会第
820回東京地方会

200809 農業従事者に生じたスポロト
リコーシスの1例

17 Tamihiro Kawakami　○Masahide Yamazaki
Masako Mizoguchi　　Yoshinao Soma
（○金沢大学）

17th Congress of
the European
Academy of
Dermatology and
Venereology

200809 High titer of serum
antiphospholipid antibody
levels in adult Henoch-Scho
nlein purpura and cutaneous
leukocytoclastic angiitis.

18 京谷樹子　　川上民裕　　木村聡子
松永るり　　齋藤千尋　　山口奈央
相馬良直

日本皮膚科学会第
821回東京地方会

200811 Churg-Strauss症候群の1例

19 島田恵子　　松岡摩耶　　齋藤千尋
川上民裕　　相馬良直　○田中圭一
○田中一郎　○宮崎賢澄　◇宮本雅仁
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇肝臓高血圧内科）

日本皮膚科学会第
821回東京地方会

200811 腸閉塞術後に発症したコレス
テロール結晶塞栓症の1例

20 布施恵理　　木村聡子　　芳賀恒夫
竹内そら　　土井里沙子　　島田恵子
川上民裕　　相馬良直　○上田康子
○田島成子
（○看護部）

第3回東京創傷ﾏﾈｰ
ｼﾞﾒﾝﾄ研究会ｾﾐﾅｰ

200811 抗潰傷剤と創傷覆材：当科で
の症例についての考察
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21 川上民裕　　溝口昌子　　相馬良直
○山崎雅英
（○金沢大学）

日本皮膚科学会第
822回東京地方会

200812 Henoch-SchOnlein 紫斑病と皮
膚白血球破砕性血管炎での抗
リン脂質抗体

22 山崎礼子　　川崎奏　　村上富美子
○土屋雅則
（○横浜市）

日本皮膚科学会第
823回東京地方会

200901 片側性母斑性毛細血管拡張症
の2例

23 川崎奏　　山崎礼子　　村上富美子 日本皮膚科学会第
823回東京地方会

200901 伴性遺伝性魚鱗癬の1例

24 布施恵理　　川上民裕　　相馬良直
○小池淳樹
（○診断病理学）

日本皮膚科学会第
823回東京地方会

200901 Reticular erythematous
mucinosis の1例

25 川上民裕　　溝口昌子　　相馬良直
○山崎雅英
（○金沢大学）

第2回皮膚脈管膠
原病研究会

200901 成人Henoch-SchOnlein 紫斑病
と皮膚白血球破砕性血管炎に
おける抗リン脂質抗体価の上
昇

26 山口奈央　　木村聡子　　松永るり
齋藤千尋　　京谷樹子　○石川文穂
川上民裕　　相馬良直
（○臨床研修センター）

第72回日本皮膚科
学会東京支部学術
大会

200902 骨髄異型成症候群を伴った
neutrophilic eccrine
hidradenitis の1例

27 島田恵子　　木村聡子　　川上民裕
相馬良直

第72回日本皮膚科
学会東京支部学術
大会

200902 皮膚症状より診断された結節
性硬化症の1例
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1 力石辰也 腎と透析 64(5)
P.575-
576

200805 「腎臓病センター」がもたら
したもの

2 ○Sasaki H　○Chikaraishi T
○Furuhata S　○Tsutsumi H　○Miyano S
○Nakazawa R　○Nakano T　○Kudo H
○Kitajima K　○Takahashi T　◇Sato Y
◇Kimura K
（○Dept. of Urology）
（◇Dept. of Internal Medicine）

Transplantation
Proceedings

40
P.1371-
1372

200806 Autologous blood
transfusion forkidney
transplant recipients

3 佐々木秀郎　　力石辰也　　堤久
宮野佐哲　　吉岡まき　　中澤龍斗
中野透　　北島和樹　　工藤浩也
高橋剛

泌尿器外科 21(9)
P.1315-
1318

200809 前立腺肥大症に対する
bipolar-TUR (Gyrus
PlasmaKinetic Bipolar
System)の使用経験

4 ○Sato Y　◇Nozawa S　□Iwamoto T
（○Nagasaki Univ.）
（◇Dept. of Urology）
（□Int.Univ. Health and Welfare）

Fertility and
Sterility

90(4)
1310-
1312

200810 Study of spermatogenesis
and thickening of lamina
propria in the human
seminiferous tubules

5 ○Chikaraishi T　○Sasaki H
○Tsutsumi H　○Miyano S　○Nakazawa R
○Nakano T　○Kitajima K　○Kudo H
○Takahashi T　◇Sato Y　◇Kimura K
（○Dept. of Urology）
（◇Dept. of Internal Medicine）

Transplantation
Proceedings

40
P.3445-
3447

200812 ABO blood type incompatible
kidney transplantation with
out splenectomy prepared
with plasma exchange and
Rituximab

6 北島和樹　　佐々木秀郎　　中澤龍斗
宮野佐哲　　堤久　　力石辰也

臨床泌尿器科 63(2)
165-168

200902 左背部痛および下腹部痛を主
訴とした精巣区域梗塞

7 ○Yoshida K　◇Krasznai ZT
◇Krasznai Z　□Yoshiike M　△Kawano N
△Yoshida M　▽Morisawa M　◇Toth Z
◇Bazzsane ZK　◇Marian T　☆Iwamoto T
（○Toin Yokohama Univ.）
（◇Univ. of Debrecen）
（□Dept. of Urology）
（△Tokyo Univ.）
（▽Yamagata Univ.）
（☆Int.Univ. Health and Welfare）

Cell Motility
and the
Cytoskeleton

66(2)
P.99-108

200902 Functional implications of
membrane modification with
semenogelins for inhibition
of sperm motility in humans

1 ○小野元　◇桝井良裕　　力石辰也
佐々木秀郎　△秋山政人　▽高橋公太
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（△新潟県臓器移植推進財団）
（▽新潟大学）

第96回日本泌尿器
科学会総会

200804 移植医療に対する脳外科医か
らみた神奈川県での試み－当
院におけるドナーアクション
をふまえて－

腎泌尿器外科学　誌上発表

腎泌尿器外科学　学会発表
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2 中野透　　堤久　　佐々木秀郎
北島和樹　　宮野佐哲　　中澤龍斗
宇田川剛　　力石辰也　　工藤浩也

第74回神奈川県泌
尿器科医会

200806 硝酸銀注入療法が奏効した乳
ビ尿の一例

3 佐々木秀郎 第6回腎不全の医
療ﾈｯﾄﾜｰｸを考える
会

200806 腎移植と移植推進の現状と将
来

4 宇田川剛　　宮野佐哲　　北島和樹
中澤龍斗　　佐々木秀郎　　堤久
力石辰也

第25回神奈川県前
立腺腫瘍研究会

200807 根治的前立腺全摘除術後のPSA
再発における救済放射線療法
の検討

5 工藤浩也　　中澤龍斗　　北島和樹
佐々木秀郎　　宮野佐哲　　堤久
古畑壮一　◇佐藤雄一　◇木村健二郎
力石辰也
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第24回腎移植血管
外科研究会

200807 乳癌術後に生体腎移植を施行
した1例

6 中澤龍斗　　工藤浩也　　北島和樹
佐々木秀郎　　宮野佐哲　　堤久
◇佐藤雄一　◇木村健二郎　　力石辰也
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第24回腎移植血管
外科研究会

200807 移植腎動脈再建を要した３症
例の検討

7 佐々木秀郎　　工藤浩也　　北島和樹
中野透　　中澤龍斗　　宮野佐哲
堤久　　力石辰也　◇佐藤雄一
◇木村健二郎
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第24回腎移植血管
外科研究会

200807 透析導入が必要であった腎移
植ドナー2例の経験

8 佐々木秀郎　　力石辰也　　堤久
宮野佐哲　　中澤龍斗　　宇田川剛
北島和樹　◇柴垣有吾　◇佐藤雄一
◇木村健二郎
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第28回北海道腎移
植談話会

200808 聖マリアンナ医科大学におけ
る泌尿器科医と腎臓内科医の
協力の試み

9 ○立澤夏紀　○上島巌　○太田智行
○荻野りょう子　○吉松美佐子
○岡本恭子　○森本毅　○中島康雄
堤久　　力石辰也　□河野敦
（○放射線医学）
（□画像診断部）

第28回泌尿器画像
診断研究会

200809 CT陰性尿路結石の1例

10 ○長谷川太郎　○松下知彦　○中野勝
◇杉森裕樹　□田中利明　□吉田勝美
山川克典　　中目真理子　▽岩本晃明
（○大船中央病院）
（◇大東文化大学）
（□予防医学）
（▽国際医療福祉大学）

第15回日本排尿機
能学会

200809 タムスロシン塩酸塩投与によ
りどのようなLUTS症例に排尿
改善がえられるのか？
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11 ○杉森裕樹　◇長谷川太郎　◇松下知彦
◇中野勝　□田中利明　□吉田勝美
山川克典　　中目真理子　▽岩本晃明
（○大東文化大学）
（◇大船中央病院）
（□予防医学）
（▽国際医療福祉大学）

第15回日本排尿機
能学会

200809 LUTSは睡眠障害に影響するの
か？－タムスロシン塩酸塩投
与前後におけるI-PSSとSF36か
らの検討

12 ○小野元　◇桝井良裕　□向井敏二
力石辰也　　佐々木秀郎　▽吉野茂
☆中村晴美　◎秋山政人　※高橋公太
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（□法医学）
（▽事務部管理課）
（☆神奈川県移植コーディネーター）
（◎新潟県臓器移植推進財団）
（※新潟大学）

第4回世界移植DAY 200809 臓器移植を推進するために－
Donar action programを用い
た当院でのモデル

13 中澤龍斗　　佐々木秀郎　　堤久
宮野佐哲　　力石辰也　曾根田瞬
木下俊明　◇小池淳樹
（◇診断病理学）

第73回日本泌尿器
科学会東部総会

200809 陰茎原発の卵黄嚢腫（Yolk
sac tumor）の１小児例

14 中澤龍斗　　佐々木秀郎　　堤久
宮野佐哲　　力石辰也　　曾根田瞬
木下俊明　◇小池淳樹
（◇診断病理学）

第73回日本泌尿器
科学会東部総会

200809 陰茎原発の卵黄嚢腫(Yolk sac
tumor)の１小児例

15 力石辰也 第73回日本泌尿器
科学会東部総会

200809 小児の排尿障害

16 北島和樹　　堤久　　宮野佐哲
佐々木秀郎　　中澤龍斗　　宇田川剛
佐藤雄一　　力石辰也

第75回神奈川県泌
尿器科医会

200811 両側腎盂腫瘍に対し両側腎尿
管全摘術を施行した１例

17 ○松井勝臣　○柴垣有吾　　中澤龍斗
佐々木秀郎　　力石辰也　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 透析再導入となった成人3症例
の貧血に関する検討

18 ○谷澤雅彦　○柴垣有吾　○木村健二郎
中澤龍斗　　佐々木秀郎　　力石辰也
○松井勝臣
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 当院における生体腎移植ド
ナー許可基準の作成

19 中澤龍斗　　宇田川剛　　北島和樹
佐々木秀郎　　宮野佐哲　　堤久
佐藤雄一　◇柴垣有吾　◇木村健二郎
□斉藤陽　□小板橋靖　　力石辰也
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））
（□小児科学）

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 門脈欠損を伴うレシピエント
のシクロスポリン薬物動態の
検討
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20 ○中村晴美　◇武内みき　□上野聰樹
力石辰也　▽小野元　　佐々木秀郎
☆吉野茂　◎三宅良彦
（○神奈川県移植コーディネーター）
（◇移植支援室）
（□眼科学）
（▽脳神経外科学）
（☆事務部管理課）
（◎内科学（循環器内科））

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 臓器提供体制の構築～移植医
療支援室設置と今後の課題～

21 佐々木秀郎　　北島和樹　　宇田川剛
中澤龍斗　　宮野佐哲　　堤久
佐藤雄一　　力石辰也　◇柴垣有吾
◇谷澤雅彦　◇木村健二郎
（◇内科学（腎臓・高血圧内科））

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 腎移植後患者における内科的
合併症の検討

22 ○小野元　◇桝井良裕　□吉野茂
△向井敏二　　力石辰也　☆中村晴美
◎秋山政人　※高橋公太
（○脳神経外科学）
（◇救急医学）
（□事務部管理課）
（△法医学）
（☆神奈川県移植コーディネーター）
（◎新潟県臓器移植推進財団）
（※新潟大学）

第42回日本臨床腎
移植学会

200901 リスクマネジメントから見え
る臓器提供体制～いかにド
ナーを見過ごさないかへの提
言～

23 江東邦夫　　佐々木秀郎　　堤久
宮野佐哲　　中澤龍斗　　宇田川剛
北島和樹　　吉岡まき　　佐藤雄一
力石辰也

第29回泌尿器科画
像診断研究会

200902 Segmental arterial
mediolysisの1例
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1 ○吉田幸成　◇今井浩三　□米沢傑
□後藤正道　△日野田裕治　▽西山正彦
☆加藤雅志　◎吉田未央　※遠藤高夫
*1小尾俊太郎　*2小俣政男　*3上野英樹
*3置坂拓志　▽萩原弘一　*4瀧島美紀
*5高橋かおる　*6霞富士雄　*7鈴木直
*8高橋敦　◇塚本泰司　◇伊藤直樹
*9野水整　*9小池哲史　*10福島俊彦
*10竹之下誠一　*11形浦昭克
*12草場仁志　*13西條長宏　*14高橋宏明
*15西尾正道　◇佐々木茂　◇安達正晃
※足立靖　※加藤康夫　▽武田文和
*16志真泰夫　*17三上一郎　*18江口研二
◇橋詰奈穂美　◇川股知之　◇渡辺廣昭
*19恒藤暁　*13内富庸介　*20西立野研二
*21鈴木荘一
（○道都病院）（◇札幌医科大学）（□鹿児島大学）
（△山口大学）（▽埼玉医科大学）（☆厚生労働省）
（◎北海道循環器病院）（※札幌しらかば台病院）（*1
佐々木研究所付属杏雲堂病院）（*2東京大学）（*3国立
がんセンター中央病院）（*4公立黒川病院）（*5静岡県
立静岡がんセンター）（*6順天堂大学）（*7産婦人科学
（婦人科））（*8函館五稜郭病院）（*9星総合病院）
（*10福島県立医大）（*11さっぽろ慈啓会特別養護老人
ホーム）（*12九州大学）（*13国立がんセンター東病
院）（*14恵佑会札幌病院）（*15北海道がんセンター）
（*16筑波メディカルセンター病院）（*17大慈会三原病
院）（*18帝京大学）（*19大阪大学）（*20ピースハウス

病院）（*21鈴木内科病院）

看護のための最新
医学講座【第2
版】腫瘍の臨床

第24
巻:106-
120

200808 第2章おもな癌の検査と診断
【子宮癌、卵巣癌】

2 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

更年期医療ｶﾞｲﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ日本更年期医
学会編

136-140 200811 婦人科系　子宮（子宮筋腫）

3 ○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

ﾎﾟｹｯﾄ版臨床医薬
品集 2009

525-539､
558-660

200811 女性ホルモン剤、子宮用薬、
抗悪性腫瘍

4 ○池田正　◇石井孝子　□末岡浩
△鈴木直　▽長沢規子　□藤原潔
☆山田規子
（○帝京大学）
（◇前東京家政大学）
（□慶應義塾大学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽埼玉市立病院）
（☆東京大学医学部付属病院）

系統看護学講座
専門分野Ⅱ 女性
生殖器 成人看護
学9

129-135 200811 第5章疾患の理解⑤卵巣の疾患

産婦人科学（産科・婦人科）　著書
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1 ○Horinouchi H　◇Miyazawa　T
□Takada K　△Satomi M　▽Takahashi　Y
☆Saitoh　Y　◎Nakagawa　K
（○慶応義塾大学）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□Hiroshima Municipal Hospital）
（△Department of Radiology Hyogo
Medical Center for Adults）
（▽Department of Radiology
GifuUniversity）
（☆Department of Surgery
KouseiHosipital Sendai）
（◎Department Chest Surgery Cancer
Institute Hospital　Japaｎ）

Surg Endosc Vol.15
P228-232

200804 Saftey Study of
Endobronchial
Electrosurgery for
Tracheobronchial Lesions

2 ○Matsuoka　S　○KuriharaY
○YagihashiK　◇HoshinoM　○NakajimaY
（○放射線科）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

Radiology 248(3)
1042-9

200804 Y. Airway Dimensions at
Inspiratory and Expiratory
Multisection CT in Chronic
Obstructice Pulmonary
Disease.

3 ○宮澤輝臣　◇栗本典昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

医学のあゆみ Vol224No
.13

200804 特殊な内視鏡（EBUS,NBI）

4 ○Mizuki Ikehara,　○T.Miyazawa
◇Haruhiro Saito　◇Kouzo Yamada
◇Fumihiro Oshita,　◇Kazumasa　Noda,
◇Haruhiko Nakayama,　◇Kazuo Masui,
◇Yoichi Kameda,　○Yuko Komase
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）

Journal of
Computer
Assisted
Tomography.

 
32(3):42
6-431.

200805 Prognosis of Small
Adenocarcinoma of the Lung
Based on　Thin-Section
Computed Tomography and
Pathological Preparations

5 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Medical Practice 25:787-
793

200805 インフルエンザ

6 ○藤田佳嗣　◇関順彦　○栗本典昭
◇江口研二
（○聖マリアンナ医科大学）
（◇帝京大学）

日本呼吸器学会雑
誌

46巻P330 200805 肺末梢病変の生検に対して気
管支腔内超音波波断層法を用
いた場合のX線透視時間につい
ての検討

7 ○FujitaY　◇InoueK　□SekiN　○InoueT
△Sakuta A　○Miyazawa　T　□EguchiK
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇東海大学(公衆衛生学））
（□東海大学(肺腫瘍内科））
（△聖学院大学）

J Forensic Leg
Med.

15(8) 200805 The need for measures to
prevent "solitary
deaths"after large
earthquakes-based on
current conditions
following the Great
Hanshin-Awaji Earthquake.

8 ○駒瀬勝啓　◇駒瀬裕子
（○国立感染症研究所（ウイルス第三
部））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器科 13:511-
518

200806 喘息の難治化要因とその対
策：患者側の要因：服薬アド
ヒアランス／吸入手技など

9 ○宮澤輝臣　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

COPDﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P112-
p117

200806 COPDへの内視鏡的アプローチ

産婦人科学（産科・婦人科）　誌上発表
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10 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断

p149-
p157

200806 気道ステント留置

11 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

気管支鏡 臨床医
のためのﾃｸﾆｯｸと
画像診断

p247-
253-p158

200806 硬性気管支鏡

12 ○宮澤輝臣　○西根広樹　○木田博隆
○石川文月　○中村美保　○佐治淳子
○石田敦子　○大重雅寛　○藤田佳嗣
○松岡由香　○井上健男　○延山誠一
○星野誠　○白川妙子　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

救急医学(ﾍﾙｽ出
版)

第32巻6
号

200806 気管閉塞　ステント留置

13 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2)p16
9-173

200804 【聖マリアンナ医科大学にお
ける卒前・卒後教育】 臨床医
学教育の現状と課題　産婦人
科学

14 ○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 62(4)p49
5-501

200804 【産婦人科臨床の難題を解く
私はこうしている】　不妊治
療【ART】至適な卵巣刺激法と
は？

15 ○藤脇伸一郎　◇半田寛　□石塚文平
△笠井昭吾　△徳田均　△喜入晶子
△大河内康実　▽関口輝彦　▽富満弘之
▽水澤英洋　☆吐内国　◎栢森高
◎猪狩亨　◎江石義信
（○社会保険横浜中央病院産婦人科）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□産婦人科学（産科））
（△社会保険中央病院（内科））
（▽東京医科歯科大学脳神経病態学）
（☆東京医科歯科大学検査部）
（◎東京医科歯科大学病理部）

産科と婦人科 75p153-
160

200804 【産婦人科ホルモン療法マ
ニュアル】 腫瘍・類腫瘍　子
宮腺筋症

16 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産科と婦人科 75p81-84 200804 【産婦人科ホルモン療法マ
ニュアル】 生殖内分泌・不妊
早発卵巣不全

17 ○岩森正男　○岩森由里子　◇斎藤真木子
□田中京子　△石渡勇　▽木口一成
（○近畿大学理工学部生命科学科）
（◇東京大学大学院・医学系研究科）
（□埼玉病院・産婦人科）
（△石渡産婦人科医院）
（▽産婦人科学（婦人科））

JOBL(第50回脂質
生化学会議講演要
旨集

50 200805 抗癌剤耐性細胞とペルオキシ
ゾーム欠損細胞における糖脂
質合成の促進

18 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

臨床婦人科産科 62(6)p85
0～853

200806 【妊婦の感染症】　妊婦の感
染－胎児への影響と対策　麻
疹
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19 ○田中雄大　◇五十嵐豪　□鈴木直
□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院産婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(1)p39
～41

200807 腹腔鏡手術の合併症：トロッ
カー穿刺による膀胱損傷の1例

20 ○Nobuyama.S　○Miyazawa.T
○Nishine.H　○Kida. H　○Handa.H
○Furuya.N　○Ishibashi.N
○Ishikawa.F　○Nakamura.M　○Saji J
○Ishida.A　○Ooshige.M　○Fujita.Y
○Matsuoka.Y　○Inoue.T　○Hoshino.M
○ShirakawaT　○Mineshita. M
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 Vol36
P551-
P554

200806 A case of Takotsubo
Cardiomyopathy after airway
stenting

21 ○Espey LL,　○Garcia RA　◇Kondo H
◇Ishizuka B　□Yoshioka S　□Fujii S
△Hampton S　△Richards JS
（○Department of Biology,One Trinity
Place,Trinity University、San Antonio）
（◇Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（□Department of Obstetrics and
Gynecology,Kyoto University School of
Medicine）
（△Department of Molecular　and
Cellular Biology,Baylor College of
Medicine,Houston）

J Endocrinol 91(2)p64
9-52

200807  Expression of paralogs of
cytochrome P 450 21a1
pseudogene (Cyp21a1-ps) and
endogenous retrovirus SC1
(SC1) in the rat ovary
during the ovulatory
process.

22 ○山中美智子　○天野完　○井槌慎一郎
○井上裕美　○石川浩史　○小川幸
○小川博康　○加藤良樹　○小松英夫
○澤田真紀　○代田琢彦　○多和田哲雄
○平吹知雄　○堀裕雅　○毛利順　○森晃
○平原史樹　◇中野眞佐夫　◇海野信也
◇東條龍太郎　◇八十島唯一
□山中美智子
（○神奈川県産科婦人科医会周産期医療対
策部）
（◇神奈川県産科婦人科医会）
（□神奈川県周産期医療協議会事務局）

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(1)p45
～48

200807 「話題提供」神奈川救急医療
中央情報センターによる周産
期救急受入医療機関紹介業務
の現況

23 ○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

COPDﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P112-
P117

200806 COPDへの内視鏡的アプローチ

24 ○ShirakawaT　○Miyazawa　T
◇Becker HD
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇Thoraxklinik at Heidelberg
University）

Journal Bronchol l5:129-
133

200807 The Layer Structure of
Central Airways　as
Described by Endobrochial
Ultrasonography (EBUS)

25 ○Kurimoto N　○Osada H　◇Miyazawa　T
□Nishizaka T　△Murayama M
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□県立広島病院）
（△岩国南病院）

Journal Bronchol l5:134-
138

200807 Targeting Area in
Metastatic Lymph Nodes in
Lung Cancer for
Endobronchial
Ultrasounography-guided
Transbronchial Needle
Aspiration
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26 ○比留川　実沙　○宮澤輝臣　○延山誠一
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

肺癌 48巻
P341-
P342

200808 胸部異常陰影で発見された
PrimitiveNeuroectodemalTumo
rの1例

27 ○Ikehara,M　○Yamaguchi, H　○KomaseY
○Saitoh　H　◇YamadaK　◇Oshita　F
◇NodaH　◇Masui　K　◇Kameda　Y
◇Yamamoto, T
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）

J Infect
Chemother

14:319-
324

200808 Disseminated cryptococcal
infection with eosinophylia
in a healthy person

28 ○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療 (0558-
471X)97(
1) p1-5

200807 【これからのリプロ・ヘル
ス】 女性の健康管理と産婦人
科医

29 ○Mari Watanabe　○Yoichi Kobayshi
○Noriyuki Takahashi
○Kazushige Kiguchi　○Bunpei Ishizuka
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

J.Obstet.Gynaeco
l.Res.

34(4)p56
7～573

200808 Expression of melatonin
receptor(MT1)and
interaction between
melatonin and estrogen in
endometrial cancer cell
line

30 ○新橋成直子　○谷内麻子　○五十嵐豪
◇吉岡範人　◇名古崇史　○中村真
□代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□代田産婦人科）

川崎市医師会医学
会誌

25p55～
57

200809 各科開業医における中高年女
性の診療に関するアンケート
結果　科を超えた医療連携の
提案

31 ○駒瀬裕子　○山口裕礼　○池原瑞樹
○山本崇人　○森田あかね
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

日ｻ会誌 28(1):49
?55

200809 発熱と関節痛で急性発症した
家族発生サルコイドーシスの
一例

32 ○白川妙子　◇栗本典昭　○松岡由香
○中村美保　○大重雅寛　○木田博隆
○西根広樹　○石川文月　○石田敦子
○佐治淳子　○藤田佳嗣　○延山誠一
○星野誠　○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

気管支学 第30巻
第5号
282-292

200809 超音波診断（中心　末梢）

33 ○鈴木直　○大原樹　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

臨床産科婦人科 62(10)p1
321～
1325

200810 卵巣癌の維持化学療法

34 ○鈴木直　○和田康菜　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

産婦人科の実際 57(11)p1
789～
1793

200810 尿路合併症

35 ○田村みどり　○渡邊弓花　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 59(10)p1
585～
1588

200810 画像診断で癒着胎盤が疑われ
た２症例
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36 ○Ishizuka B　◇Kudo Y　□Tango T
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Deparｔment of Life Scince, Okayama
University of Science）
（□Department of Technology Assessment
and Biostartistics, National Institute
of Public Health）

Maturitas 20;61(3)
p260～
267

200811 Cross-sectional community
survey of menopause
symptoms among Japanese
women.

37 ○津田千春　◇宮澤輝臣　□小林陽一
△岡崎寛子　□鈴木直　□木口一成
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□産婦人科学（婦人科））
（△放射線医学）

日本産科婦人科学
会関東連合地方部
会

45(4)p35
9～362

200811 帝王切開の子宮手術創に発生
した子宮内膜症性嚢胞の1例

38 ○笹田真滋　◇川原邦光　□岡本紀雄
□小林政司　△岩崎輝夫　▽道田知樹
□鈴木秀和　□平島智特　□松井薫
☆大田三徳　◎石田敦子　◎宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科）
（◇大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、臨床検査科）
（□大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（△大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）
（▽大阪厚生年金病院、内科）
（☆大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）
（◎内科学（呼吸器・感染症内科））

胸部外科(南江堂) 61巻第9
巻
p769-
p773

200809 悪性中皮腫における高周波ナ
イフを用いた全層胸膜生検

39 ○Okutsu Y　◇Itoh　MT　○Takahashi N
○Ishizuka B
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Departments of Anatomy,St.Marianna
University School of Medicine）

Fertil Steril 未定 200812 Exogenous androstenedione
induces formation of
follicular cysts and
premature luteinization of
granulosa cells in the
ovary.

40 ○石塚文平　◇堤治　□佐藤和雄
△深谷孝夫　▽竹下俊行　☆星合昊
◎可世木久幸　※林保良　*1村上節
▽明楽重夫　*2伊熊健一郎　*3武内裕之
*3熊切順　*4森田峰人　○斉藤寿一郎
☆塩田充
（○産婦人科学（産科））
（◇山王病院）
（□日本大学産婦人科）
（△高知大学医学部産婦人科）
（▽日本医科大学産婦人科）
（☆近畿大学医学部産婦人科）
（◎日本医科大学小杉病院産婦人科）
（※川崎市立川崎病院産婦人科）
（*1滋賀医科大学産婦人科）
（*2大阪中央病院産婦人科）
（*3順天堂大学産婦人科）
（*4東方大学医療センター大森病院）

日本産科婦人科内
視鏡学会雑誌

24(2)
p476-514

200812 日本産科婦人科内視鏡学会ガ
イドライン委員会報告
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41 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

ｱﾚﾙｷﾞｰ､免疫 15:60-70 200809 真菌による過敏性肺炎

42 ○
Matsuoka S　○Kurihara Y
○Yagihashi K　○Nakajima Y
◇HoshinoM
（○放射線科）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

Radiology Volume
249
Number3

200809 AirwayDimension at
Inspiratory and Expiratory
and Expiratory Multisection
CT in Chronic Obstructive
Pulmonary

43 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

綜合臨牀 Vol57
No9

200809 気道狭窄に対するステント療
法

44 ○FujitaY　◇Inoue K　□Seki N
○InoueT　△Sakuta A　○Miyazawa　T
□Eguchi K
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇東海大学(公衆衛生学））
（□東海大学(肺腫瘍内科））
（△聖学院大学）

J Forensic Leg
Med.

15(7) 200810 Anepidemiological analysis
of drunk driving accidents
in Kanagawa Prefecture-
comparison of 1997-2000
and2003-2006

45 ○小林陽一　○大原樹　○西ヶ谷順子
○鈴木直　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(1)p37
～41

200901 TGP（Thermoreversible ｇ
elation ｐolymer)を用いた感
受性試験に基づく婦人科癌化
学療法の個別化の試み

46 ○藤田佳嗣　◇井上顕　□関順彦
△岩本徳全　□江口研二　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇藤田保健衛生大学）
（□帝京大学）
（△岩本クリニック）

肺癌 48巻p659 200810 肺癌死亡の推移と予防に向け
て(第一報）全国と神奈川の検
討から

47 ○今井愛　○葛岡美津穂　○上坊敏子
◇海野信也　◇平澤猛　◇松村俊成
◇三上幹男　□鈴木直　□小林陽一
□木口一成
（○北里大学医学部産婦人科）
（◇東海大学医学部産婦人科）
（□産婦人科学（婦人科））

日本婦人科腫瘍学
会雑誌

27(1)p63
～66

200901 婦人科にて初期治療を施行し
たGIST症例の臨床病理学的検
討

48 ○HorinouchiH　◇Miyazawa　T
□Takada K　△Y　Saitoh　▽Satomi M
○TakahashiY
（○Keiou　University）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□GifuUniverisity）
（△HyogoikaUniversity）
（▽ChibaUniversity）

Journal of
Bronchol

Volume
15 228-
232

200810 Safety Study of
Endobronchial
Electrosurgery for
Tracheobronchial Lesions

49 ○松岡由香
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

Volume
36 487-
493

200810 中心型肺癌の診断と治療、気
道上皮におけるテロメラーゼ
発現
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50 ○Komase. Y　◇AbeT　□KasaharaK
△Takahashi H　▽KanekoT　☆NishikawaM
◎Kuwahira I
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇東海大学医学部（呼吸器内科））
（□昭和大学北部病院呼吸器センター）
（△神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）
（▽横浜市立大学市民総合医療センター）
（☆藤沢市民病院）
（◎東海大学東京病院）

Internal
Medicine

 47
1791-
1796,200
8

200810 Survey on handling of
chronic obstructive
pulmonary disease by annual
health check in Japan

51 ○田中雄大　○坂口健一郎　○井面昭文
◇五十嵐豪　□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日本産科婦人科学
会神奈川地方部会
会誌

45(2)p33
～37

200901 当院における腹腔鏡下子宮全
摘術の現況

52 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

前崎繁文編文光堂 299-304 200810 感染症内科クリニカルスタン
ダード

53 ○Masaki Miyazawa　◇駒瀬裕子
□Masanori Yasuda　○Mariko Fujita
○Hiroshi Kajiwara
○Kenichi Hirabayashi
○Susumu Takekoshi　○Takeshi Hirasawa
△Masaru Murakami　▽Naoki Ogane
☆Kazushige Kiguchi　◎Isamu Ishiwata
△Mikio Mikami　○R.Yoshiyuki Osamura
（○Departments of Pathology, Tokai
University School of Medicine）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□Department　Pathology,Saitama
Medical University　International
Medical Center）
（△Department of Obstetrics and
Gynecology, Tokai University School of
Medicine）
（▽Division of Pathology, Kanagawa
Cancer Center）
（☆Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◎Institute of Cell Biology, Ishiwata
Obstetrics and Gynecological Hospital,
Mito, Ibaraki）

Pathology
International

59(1)
P19～27

200901 Therapeutic strategy
targeting the mTOR-HIF-1α-
VEGF pathway in ovarian
clear cell adenocarcinoma.

54 ○駒瀬裕子　◇太田康男　□木津純子
△前崎繁文
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇帝京大学内科学講座）
（□慶応大学薬学部）
（△埼玉医科大学感染症科）

内科 102:61-
975

200811 日常診療における抗菌薬の使
い方

55 ○Sasada S　○KawaharaK　○KusunokiY
○OkamotoN　○Iwasaki T　○Suzuki　H
○KobayashiK　○Miharashima T
○MatsuiK　○OhtaM　◇Miyazawa　T
（○大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科
）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

SurgEndosc DOI
10.1007/
s00464-
008-
0263-8

200811 A new electrocautery
pleural biopsy technique
using an insulated-tip
diathermic knife during
semirigid pleuroscopy
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56 ○Aoki D　◇Watanabe Y　□Jobo T
△Ushijima K　▽Hasegawa K　○Susumu N
☆Suzuki N　◎Aoki R　※Isonishi S
*1Sagae S　☆Ishizuka B　△Kamura T
*2Udagawa Y　*3Hoshiai H　*4Ohashi Y
*5Ochiai K　*6Noda K
（○Departmente of Obstetrics and Gynecology,School of
Medicine,Keio University）
（◇Departmente of Obstetrics and Gynecology Kinki
University,School of Medicine）
（□Departmente of　Obstetrics and Gynecology,School of
Medicine,Kitazato university）
（△Departmente of Obstetrics and Gynecology　Kurume
University,School of Medicine）
（▽Department of Obstetrics and Gynecology, Fujita Health
University School of Medicine）
（☆Department of Obstetrics and Gynecology,St Marianna
University School of Medicine）
（◎Department of Obstetrics and Gynecology,Nippon kokan
Hospital）
（※Department of Obstetrics and Gynecology,Jikei
University Aoto Hospital）
（*1Department of Obstetrics and Gynecology,Sapporo Railway
Hospital）
（*2Departmente of Obstetrics and Gynecology, Fujita Health
University,School of Medicine）
（*3Departmente of　Obstetrics and GynecologyKinki
University,School of Medicine）
（*4Departmente of Obstetrics and Gynecology,School
of Public Health,Uiversity of Tokyo）
（*5Departmente of　Obstetrics and Gynecology,Jikei
University,School of Medicine）
（*6Departmente of Obstetrics and Gynecology,Kinki
University,School of Medicine）

Anticancer Res 29(2)
p561～
566

200902 Favourable prognosis with
modified dosing of
docetaxel and cisplatin in
Japanese patients with
ovarian cancer

57 ○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器科 14(5)
P412-
P417

200811 Vibration Response Imaging
を用いた呼吸診断

58 ○宮澤輝臣　○西根広樹　○木田博隆
○半田寛　○古屋直樹　○石橋令臣
○石川文月　○中村美保　○佐治淳子
○石田敦子　○大重雅寛　○藤田佳嗣
○松岡由香　○井上健男　○延山誠一
○星野誠　○白川妙子　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36巻第6
号
Vol136No
.6
p551-554

200812 呼吸器インターベンション

59 ○石山めぐみ　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

産婦人科治療 98(2)p10
8～112

200902 【不妊診療の進歩と問題点】
ARTをめぐる最近の話題

60 ○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

産婦人科治療 98(3)p26
5～270

200903 尿失禁の診断と治療

61 ○鈴木直　◇五十嵐豪　◇高江正道
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

産婦人科の実際 58(3)p30
9～315

200903 【妊孕能温存の婦人科がん治
療】 がん化学療法と卵巣組織
凍結　最近の話題

62 ○宮澤輝臣　○延山誠一　○西根広樹
○木田博隆　○半田寛　○古屋直樹
○石橋令臣　○石川文月　○中村美保
○佐治淳子　○石田敦子　○大重雅寛
○藤田佳嗣　○松岡由香　○井上健男
○星野誠　○白川妙子　○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器科 14巻6号
p511-
p514

200812 気管支インターベンション
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63 ○笹田真滋
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸器科 14巻第6
号
Vol14No.
6
p481-486

200812 高周波ナイフによる胸腔下胸
膜生検

64 ○Niwa　H　◇Tanahashi M　□KondoT
△OhasakiY　▽OkadaY　○SatoS
▽Suzuki　E　○Senba H　▽Fujino S
☆Miyazawa　T　◎Kobayashi K
（○SeireiMikatahara General Hospital）
（◇Safety Management Committee）
（□JapanSociety for Respiratory E）
（△Division of Thoracic Surgery）
（▽Respiratory Disease Center）
（☆内科学（呼吸器・感染症内科））
（◎慶応義塾大学）

Respirology 14(1)282
-289

200901 Bronchoscopy　in Japan
Asurvey the JapanSociety
for Respiratory Endoscopy

65 ○LiHanHsu　◇Nobuyama　S
◇Miyazawa　T
（○SunYat -Sen Cancer Center）
（◇内科学(呼吸器・感染症内科））

J Bronchol 16(1):15
-17

200901 Novel Use　of a Disposable
Curved Stent Insertion
Plastic Device for Silicone
Stent Placement　in
Patients with Limited Neck
Extension

66 ○延山誠一　○西根広樹　○木田博隆
○石川文月　○中村美保　○佐治淳子
○石田敦子　○大重雅寛　○藤田佳嗣
○松岡由香　○井上健男　○白川妙子
○峯下昌道　◇栗本典昭　□八木橋国博
□栗原康之　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））
（□放射線医学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 第37巻第
1号館

200902 肺癌などによる気道狭窄に対
するステント留置における気
道内径測定

67 ○Miyazawa　T　◇Becker HD　◇Slawik M
□Gat M
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇Thoraxklinik at Heidelberg
University）
（□DeepBreezeOrAkiva　Israel）

Respiration 77(2):13
2-133

200902 Vibration Response Imaging
as a New Tool for
Interventional Bronchoscopy
Outcome Assessment: A
Prospective Pilot Study

68 ○笹田真滋　◇川原邦光　○岡本紀雄
□小林政司　△坂上共樹　△田宮基裕
△久原華子　△小森千佳　△阪谷和世
△森下直子　△上原暘子　□鈴木秀和
□平島智徳　□松井薫　▽太田三徳
☆宮澤輝臣　◎楠洋子
（○大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（◇大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、臨床検査科）
（□大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、肺腫瘍内科）
（△大阪府立呼吸器アレルギー医療セン
ター　肺腫瘍内科）
（▽大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター、呼吸器外科）
（☆内科学（呼吸器・感染症内科））
（◎大阪府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター）

気管支学 Vol31No2 200903 セミフレキシブル胸腔鏡を用
いたITナイフによる全層胸膜
生検の診断的有用性
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69 ○半田寛　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

日本臨牀 P9-P11 200903 呼吸器症候群（第2版）Ⅲ牀そ
の他の呼吸器疾患を含めて
Ⅲ　腫瘍性疾患
A.上皮性（原発性）腫瘍

70 ○Kurimoto N　○Osada H　◇Miyazawa　T
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

RespirationResea
rch
Clinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter1
5p140-
p147

200903 State-of-the-
ArtEquipmentandProcedure

71 ○Kurimoto N　○Osada H　◇Miyazawa　T
（○外科学（呼吸器外科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

RespirationResea
rchClinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter1
8p160-
p166

200903 EndobronchialUltrasonograph
y for Peripheral
PulmonaryLesion

72 ○ShirakawaT　○Ishida A　○Miyazu Y
◇Kurimoto N　□Iwamoto Y
○Nobuyama S　○Miyazawa　T
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））
（□広島市民病院）

RespirationResea
rch
Clinical
ChestUltrasound
From the ICU to
the Bronchoscopy
Suite

Chapter2
2p189-
p202

200903 EndobronchialUltrasoundforD
ifficult Airway Problem

73 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

がんｰ最新治療&予
防 全国名医307人

p73 200903 肺癌関東ブロック神奈川県

74 ○新井基央　○石田明　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大誌 37巻
(1)21-27

200903 Study on Effecacy of
Sivelestat on
Thrombocytopenia in Cases
of Severe Pneumonia

75 ○半田寛　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

日本臨床 呼吸 別冊 200903 【呼吸器症候群(第2版)　その
他の呼吸器疾患を含めて】 腫
瘍性疾患　上皮性(原発性)腫
瘍　Endobronchial neoplasm

76 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Medical Practice 26:392-
396

200903 どのように喘息を診断すれば
よいのかープライマリーケア
の立場から

77 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Progress in
Medicine

 29:61-
68

200903 喘息死ゼロを目指した病薬診
連携

78 ○Sasada.S　○Kawahara.K　○Iwasaki.T
○Hirashima.T　○Miyazawa.T
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Journal of
Thoracic
Oncology

Vol3Numb
er 7

200807 AnElecctrocautery
PleuralBiopsy for the
Diagnosis of Desmoplastic
Malignant Mesothelioma
During Semirigid
Thoracoscopy
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1 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

Premature
Ovarian Failure:
an update

200804 The International Seminar
on ART Safety  and the
Health of Reproduction and
Inheritance in Hangzhou

2 ○高江正道　○五十嵐豪　○井槌慎一郎
◇細沼信示　○嶋田彩子　○青木喜美恵
○新橋成直子　○石山めぐみ　○谷内麻子
○中村真　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 当院搬送後、母体死亡に至っ
た２症例に関する臨床的検討-
分娩周辺期大量出血のリスク
評価と対応について-

3 ○大原樹　○鈴木直　○吉岡範人
○桑原真理子　◇小池敦子　○和田康菜
○西ヶ谷順子　○小林陽一　○木口一成
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 婦人科疾患術後の静脈血栓塞
栓症におけるD-dinner測定の
有用性

4 ○小林陽一　○吉岡範人　○渡部真梨
○大原樹　○和田康菜　○西ヶ谷順子
○鈴木直　◇五味弘道　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇放射線医学）
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 Ⅰb2およびⅡ期子宮頸癌根治
術後放射線療法における科学
療法併用（ｐ-ＣＣＲＴ）の意
義

5 ○鈴木直　◇橋本周　□五十嵐豪
□長田まり絵　□高江正道　◇辻陽子
○木口一成　△細井美彦　◇森本義晴
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇IVFなんばクリニック）
（□産婦人科学（産科））
（△近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 カニクイザルを用いた卵巣組
織自家移植に関する基礎的研
究-若年女性がん患者のＱＯＬ
向上を志向して

6 ○平澤猛　○佐藤茂　○西島義博
○杉山太朗　◇飯田哲士　○村松俊成
□村上優　△石渡勇　▽木口一成
○和泉俊一郎　○三上幹男
（○東海大学産婦人科）
（◇東海大八王子病院）
（□東海大大磯病院）
（△石渡産婦人科病院）
（▽産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 エベロリムスによる卵巣明細
胞腺癌に対する新たな治療戦
略

7 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○渡部真梨　○和田康菜　○西ヶ谷順子
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 卵巣明細胞腺癌の浸潤能にお
けるカベオリン-Ⅰの役割解明

産婦人科学（産科・婦人科）　学会発表
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8 ○樽見航　◇鈴木直　□高橋則行
◇小林陽一　○佐藤嘉兵　◇木口一成
△石塚文平
（○日本大学生物資源科学研究科）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学）
（△産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 ラットにおけるバクリタキセ
ルによる卵巣毒性に関する基
礎的検討

9 ○長田まり絵　○斉藤寿一郎　○谷内麻子
◇高橋則行　○津田千春　□鈴木直
△伊藤正則　○石塚文平　▽森本義晴
▽橋本周
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（婦人科））
（△解剖学（解剖学））
（▽ＩＶＦなんばクリニック）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 Ｖｉｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ
法を用いたマウス卵巣の凍結
保存と自家移植の検討

10 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 ｈＣＧはＶＥＧＦシグナル経
路を介して卵巣の血管内皮細
胞でのＮｅｓｔｉｎの発現を
誘発する。

11 ○新橋成直子　◇高橋則行　□伊藤正則
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学）
（□解剖学（解剖学））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 卵巣におけるＦＭＲＩ遺伝子
およびタンパク質の発現と局
在について

12 ○渡部真梨　○小林陽一　◇高橋則行
○大原樹　○鈴木直　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 子宮体癌細胞におけるＭＴＩ
受容体発現とメラトニン作用
に対するエストロゲンの影響

13 ○M.Mineshita　○J.Saji　○H.Nishine
○H.Kida　○F.Ishikawa　○M.Nakamura
○M.Ohshige　○A.Ishida　○S.Nobuyama
○Y.Matsuoka　○T.Inoue　○M.Hoshino
○T.Shirakawa　○T.Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

15thWorldCongres
s for Broncology

200804 Comparison of normal and
COPD subjects with
vibration response imaging
of the lung

14 ○奥津由記　○高江正道　○石山めぐみ
◇伊藤正則　□高橋則行
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

第60回日本産科婦
人科学会

200804 高アンドロゲン環境が卵胞発
育に及ぼす影響

15 ○田村みどり　○新橋成直子
○石山めぐみ　◇鈴木直　○斉藤寿一郎
◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第60回日本産科婦
人科学会

200804 子宮外妊娠の術前所見と卵管
温存の成功率の検討
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16 ○西根広樹　○井上健男　○木田博隆
○石川文月　○中村美保　○大重雅寛
○石田敦子　○佐治淳子　○藤田佳嗣
○延山誠一　○星野誠　○白川妙子
○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第124回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200804 気道内圧測定による気管狭窄
病変の評価

17 ○Masao Iwamori　○Yuriko Iwamori
◇Kyoko Tanaka　□Isamu Ishiwata
△Kazushige Kiguchi
（○Department of Biochemistry, Faculty
of Science and Technology, Kinki
University）
（◇Saitama National Hospital）
（□Ishiwata Gynecologic Hospital）
（△Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）

国際糖転移酵素学
会 Glyco T 2008

200805 Enhanced synthesis of
glycolipids containing 2-
hydroxy fatty acids in
human ovarian carcinoma-
derived cells with
anticancer-drug resistance.

18 ○高江正道　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○奥津由記　○新橋成直子　○石山めぐみ
○谷内麻子　○中村真　○田村みどり
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本超音波医学会
81回学術集会

200805 超音波検査にて臓器所見を診
断しえた頭胸結合体妊娠の1例

19 ○M.Mineshita　○J.Saji　○H.Kida
○H.Nishine　○F.Ishikawa
○M.Nakamura　○M.Ohshige　○A.Ishida
○S.Nobuyama　○Y.Matsuoka　○T.Inoue
○M.Hoshino　○T.Shirakawa
○T.Miyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

AmericanThoracic
SocietyInternati
onal
Conference2008

200805 VibrationResponseImaging(VR
I)of the Lung in Healthy
Japanese Men

20 ○鈴木直　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日本脳神経外科ｺﾝ
ｸﾞﾚｽ総会

200805 臨床において対応に苦慮する
事例検討Ⅱ挙児希望女性に発
生したoligodendrogliomaの術
後化学療法、抗がん剤による
化学療法が若年女性がん患者
の妊孕性に及ぼす影響

21 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

婦人科腫瘍学術講
演会

200805 婦人科癌に対するＤＰ療法の
有用性

22 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第81回 日本内分
泌学会学術総会

200805 hCGは卵巣血管内皮細胞におけ
るnestin発現を誘導する

23 ○A.Taniuchi　○B.Ishizuka
○N.Shimbashi　○S.Igarashi　○M.Ino
○Y.Watanabe　○T.Shirota　◇Y.Kudo
（○Department of Obstetrics and
Gynecology,St Marianna University
School of Medicine）
（◇Okayama　University of science）

The 12th World
Congress on the
Menopause

200805 CROSS-SECTIONL COMMUNITY
SYRVEY OF MENOPAUSAL
SYMPTOMS AMONG JAPANESE
WOMEN
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24 ○T.Inoue　○M.Mineshita　○J.Saji
○M.Oshige　○A.Ishida　○T.Shirakawa
◇N.Kurimoto
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

AmericanThoracic
SocietyInternati
onal
Conference2008

200805 Assessment of Lung Regional
Function in Pulmonary
Intervention Using
Vibration Response
Image(VRI)

25 ○岩森正男　○岩森由里子　◇斎藤真木子
□田中京子　△石渡勇　▽木口一成
（○近畿大学理工学部生命科学科）
（◇東京大学大学院医学系研究科）
（□国立埼玉病院産婦人科）
（△石渡産婦人科病院）
（▽産婦人科学（婦人科））

第50回日本脂質生
化学会

200806 抗癌剤耐性細胞とペルオキシ
ゾーム欠損細胞における糖脂
質合成の促進

26 ○藤田佳嗣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 内視鏡　気管支鏡　胸腔鏡

27 ○桑原真理子　◇星野誠　○大原樹
○鈴木直　○西ヶ谷順子　□戸澤晃子
□星川咲子　□高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇内科学(呼吸器・感染症内科））
（□診断病理学）

第49回日本臨床細
胞学会総会(春期
大会)

200806 子宮内膜細胞診を契機に発見
された卵管明細胞腺癌の1例

28 ○石田敦子　◇坂英雄　□品川尚史
○白川妙子　△多田弘人　▽古川欣也
☆渡辺洋一　◎Henri G.Colt
※ThomasG.Stegia
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇国立病院機構名古屋医療センター）
（□北海道大学第一内科）
（△大阪市立総合医療センター）
（▽東京医科大学霞ヶ浦病院）
（☆岡山赤十字病院）
（◎カリフォルニア大学アルバイン校）
（※ビレジ医科大学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 インターベンション・ブロン
コロジー

29 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○西ヶ谷順子　○大熊克彰　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

第49回日本臨床細
胞学会総会(春期
大会)

200806 卵巣癌における浸潤能に関わ
るラフトの役割

30 ○佐治淳子　◇森田克彦　◇栗本典昭
□西坂隆　△多賀谷理恵　△新名卓夫
○木田博隆　○西根広樹　○石川文月
○中村美保　○大重雅寛　○石田敦子
○延山誠一　○白川妙子　○星野誠
○峯下昌道　◇安藤幸二　◇望月篤
○宮澤輝臣　◇長田博昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））
（□県立広島病院）
（△呼吸器外科）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会

200806 EBUS-TBNA針の太さによる診断
率等の検討

31 ○渡部真梨　◇斉藤寿一郎　○吉岡伸人
◇森川香子　◇津田千春　◇速水麻紀
○近藤春裕　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 前置癒着胎盤に対して両側内
腸骨動脈の一時遮断が有用で
あった一例
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32 ○吉岡範人　○鈴木直　◇嶋田彩子
○名古崇史　○矢作奈美子　○大原樹
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 婦人科疾患における術前の静
脈血栓塞栓症の危険因子に対
する検討

33 ○白川妙子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 超音波診断

34 ○延山誠一
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 硬性鏡・ステント

35 ○延山誠一　○大重雅寛　○木田博隆
○石川文月
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 EBUSによるステント留置術術
前の気道狭窄

36 ○吉田彩子　◇鈴木直　◇細沼信示
○嶋田彩子　○渡邊弓花　◇吉岡範人
○井埜まり絵　◇大原樹　◇奥田順子
◇小林陽一　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200806 若年子宮頸癌患者における卵
巣機能温存を目的とした卵巣
異動固定術の有用性に関する
検討

37 ○西根広樹　○中村美保　○石田敦子
○佐治淳子　○井上健男　○星野誠
○峯下昌道　○白川妙子　○宮澤輝臣
◇栗本典昭　○西根広樹　○平本雄彦
○井上健男　○木田博隆　○石川文月
○中村美保　○大重雅寛
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第31回呼吸器内視
鏡学会

200806 中枢気道病変の評価における
気道内圧測定の意義ー呼吸器
インターベンションへの臨床
応用

38 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　○村山季美枝
○吉田彩子　◇桑原真理子　○高江正道
○奥津由記　○新橋成直子　○石山めぐみ
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第18回 日本産婦
人科･新生児血液
学会

200806 前置胎盤症例に対する管理指
針に関する臨床的検討

39 ○石田敦子　○中村美保　○石川文月
○木田博隆　○西根広樹　○大重雅寛
○佐治淳子　○延山誠一　○井上健男
○峯下昌道　○白川妙子　○宮澤輝臣
◇多賀谷理恵　◇安藤幸二　◇森田克彦
◇望月篤　◇長田博昭　□赤坂徳子
□坂本三樹　□舘田武志
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））
（□麻酔学）

第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200806 当院での気管支鏡検査法

40 ○高江正道　○村山季美枝　○井槌慎一郎
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第68回周産期緊急
連絡会

200806 症例-羊水過多および胸水貯留
を認めた染色体異常児につい
て-

41 ○名古崇史
（○産婦人科学（婦人科））

第25回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄの会

200806 当院における卵巣癌Ⅲ、Ⅳ期
の長期生存例
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42 ○杉下陽堂　◇鈴木直　□橋本周
○五十嵐豪　○井埜まり絵　○高江正道
□辻陽子　△竹之下誠　▽細井美彦
□森本義晴　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVFなんばクリニック）
（△ケアリー和歌山研究所）
（▽近畿大生物理工学部遺伝子工学科）

第138回日本生殖
医学会関東地方部
会

200806 カニクイザルの卵巣組織を用
いた自家移植における至適移
植部位の検討

43 ○内田貞輔　◇津田千春　□大原樹
□難波千絵　◇嶋田彩子　□横道憲幸
□名古崇史　□矢作奈美子　□近藤春裕
□鈴木直　□小林陽一　□木口一成
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 高悪性度子宮内膜間質肉腫の1
例

44 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本呼吸器
学会

200806 気管支鏡臨床応用検査

45 ○星野誠　○木田博隆　○石川文月
○西根広樹　○中村美保　○佐治淳子
○大重雅寛　○石田敦子　○井上健男
○延山誠一　○峯下昌道　○白川妙子
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本呼吸器
学会

200806 喘息患者における吸入ステロ
イド薬の血管新生抑制につい
て

46 ○田中雄大　○坂口健一郎　◇高江正道
◇五十嵐豪　□木口一成　◇石塚文平
（○矢崎病院産婦人科）
（◇産婦人科学（産科））
（□産婦人科学（婦人科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 当院における卵管鏡下卵管形
成術について

47 ○西根広樹　○平本雄彦　○井上健男
○木田博隆　○石川文月　○中村美保
○大重雅寛　○佐治淳子　○石田敦子
○延山誠一　○松岡由香　○星野誠
○峯下昌道　○白川妙子　◇黄正寿
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇金沢医大）

第48回日本呼吸器
学会

200806 気道カテーテルを用いた気道
内圧測定による中枢気道病変
の評価

48 ○吉岡伸人　◇渡邊弓花　○渡部真梨
◇森川香子　◇速水麻紀　○西ヶ谷順子
◇斉藤寿一郎　◇津田千春　○近藤春裕
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

日産婦神奈川地方
部会

200807 双胎妊娠経過中に発症した内
ヘルニアカントンの1症例

49 ○五十嵐豪　○井槌慎一郎　◇細沼信示
○高江正道　○杉下陽堂　○奥津由記
○中村真　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第44回日本周産
期･新生児医学会
総会

200807 当院における早産分娩､早産児
予後に関する検討NICU増床に
よる変化は見られたか
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50 ○藤田佳嗣　◇関順彦　□栗本典昭
◇江口研二
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇帝京大学）
（□外科学（呼吸器外科））

第48回日本呼吸器
学会

200806 肺末梢病変の生検に対して気
管支腔内超音波断層法を用い
た場合のX線透視時間について
の検討

51 ○西根広樹　○平本雄彦　○井上健男
○木田博隆　○石川文月　○中村美保
○大重雅寛　○石田敦子　○佐治淳子
○延山誠一　○松岡由香　○星野誠
○白川妙子　○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会

200806 中枢気道病変の評価における
気道内圧測定の意義ー呼吸器
インターベンションへの応
用ー

52 ○高江正道　○井槌慎一郎　○杉下陽堂
○五十嵐豪　○奥津由記　○中村真
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第44回日本周産
期･新生児医学会
総会

200807 当院における精神疾患合併妊
娠症例の10年間における変遷

53 ○今井陽子　◇四万村司　□鈴木直
○新井達弘　△西木戸修　▽峯下昌道
○今井美緒　○飯嶌麻希　○見延晴美
☆二宮正人　△舘田武志
（○聖マリアンナ医科大学病院腫瘍セン
ター緩和医療部会）
（◇消化器・一般外科）
（□産婦人科学（婦人科））
（△麻酔学）
（▽呼吸器・感染症内科）
（☆神経精神科学）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 緩和医療部会の活動と課題―2
年目の取り組み―

54 ○峯下昌道　○佐治淳子　○西根広樹
○木田博隆　○石川文月　○中村美保
○大重雅寛　○石田敦子　○延山誠一
○松岡由香　○井上健男　○星野誠
○白川妙子　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本呼吸器
学会

200806 健常男性における
VibrationResponseImaging
喫煙による影響について

55 ○鈴木直　◇二宮正人　◇丸田智子
□吉田彩子　○細沼信示　□渡邊弓花
□長田まり絵　□小池敦子　○大原樹
○西ヶ谷順子　△今井陽子　○小林陽一
○木口一成　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神経精神科学）
（□産婦人科学（産科））
（△聖マリアンナ医科大学看護部）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科悪性疾患患者における
癌告知後のHADSスコアを用い
た心理特性の評価

56 ○水谷由美子　◇斉藤春洋　◇山田耕三
◇佐久間裕司　◇尾下文浩　◇岡本直幸
◇中山治彦　□伊藤宏之　◇横瀬智之
◇野田和正　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）
（□麻酔学）

第48回日本呼吸器
学会

200806 肺野小型病変におけるFDG-
PET、TS-CT及び病理所見の比
較検討
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57 ○鈴木直　◇二宮正人　◇丸田智子
□渡邊弓花　○大原樹　○西ヶ谷順子
△今井陽子　○小林陽一　○木口一成
□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇神経精神科学）
（□産婦人科学（産科））
（△聖マリアンナ医科大学看護部）

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科癌患者における癌告知
後のHADSスコアを用いた心理
特性の評価

58 ○白川妙子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第31回日本呼吸器
内視鏡学会学術集
会気管支鏡ｾﾐﾅｰ

200806 超音波診断（中心　末梢）

59 ○駒瀬裕子　○山口裕礼　○森田あかね
○山本崇人　○池原瑞樹　◇岡田孝弘
◇井守輝一　◇飛鳥井洋子　◇飛鳥井洋子
◇藤井隆人　◇香山英之　◇橋場友則
□平本千佳子　□波多野智宏　□向井秀人
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇横浜市医師会）
（□横浜市薬剤師会）

第20回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期臨床大会

200806 喘息患者のための医療連携ー
横浜市西部地域における病薬
診連携の現状とその問題点、
今後の課題

60 ○渡邊弓花　◇鈴木直　◇細沼信示
○嶋田彩子　○小池敦子　○長田まり絵
◇大原樹　◇西ヶ谷順子　◇小林陽一
◇木口一成
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第13回日本緩和医
療学会学術集会

200807 婦人科悪性疾患末期患者の腹
水貯留に対する緩和的科学療
法について

61 ○小林陽一　○大原樹　○鈴木直
○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 TGP（Thermoreversible
Gelation Polymer)を用いた感
受性試験に基づく婦人科癌化
学療法の個別化の試み

62 ○森田あかね　○山口裕礼　○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第20回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会春期臨床大会

200806 横浜市西部地域における病薬
診連携の現状とその問題点，
今後の課題

63 ○五味弘道　○滝澤謙治　◇大原樹
◇西ヶ谷順子　◇鈴木直　◇小林陽一
◇木口一成　□石塚文平
（○放射線医学）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□産婦人科学（産科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 局所進行子宮頸癌への動注同
時併用放射線治療の成績

64 ○山本崇人　◇齋藤春洋　◇山田耕三
◇加藤靖文　◇伊藤宏之　◇尾下文浩
◇中山治彦　◇横瀬智之　◇中山治彦
◇亀田陽一　○駒瀬裕子　○宮澤輝臣
◇野田和正
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）

第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 肺野型小型扁平上皮癌のTS-CT
画像・病理所見および臨床像
の検討
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65 ○宮澤昌樹　○藤田麻里子　◇平澤猛
○梶原博　○平林健一　□村上優
△木口一成　▽安田政実　◇三上幹男
○長村義之
（○東海大学医学部基盤診療学系病理診断
学）
（◇東海大学医学部専門診療学系産婦人
科）
（□東海大学医学部付属大磯病院産婦人
科）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽埼玉医科大学国際医療センター病理診
断部）

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 卵巣明細胞腺癌におけるｍ
TOR-HIF-1経路を標的とした新
たな卵巣癌治療の可能性

66 ○駒瀬裕子　○山口裕礼　○池原瑞樹
○山本崇人　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 横浜市西部地域における専門
医および開業医師を受診する
患者の診療の実態ー調剤薬局
における処方箋による病診連
携の効果の検討

67 ○吉岡範人　○鈴木直　○大原樹
○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 卵巣癌の浸潤能におけるマイ
クロドメインの役割

68 ○桑平一郎　◇笠原慶太　□駒瀬裕子
△高橋宏　▽西川正憲　□峯下昌道
（○東海大学東京病院）
（◇昭和大学北部病院呼吸器センター）
（□内科学（呼吸器・感染症内科））
（△神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）
（▽藤沢市民病院）

第49回日本呼吸器
学会学術講演会

200806 神奈川県内一般開業医におけ
るCOPDの実態調査報告

69 ○吉田彩子　◇鈴木直　◇吉岡範人
◇大原樹　◇小林陽一　◇木口一成
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 若年子宮頸癌患者における卵
巣移動固定術後の卵巣機能維
持に関する検討

70 ○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第19回神奈川喘息
ﾌｫｰﾗﾑ

200806 喘息治療における地域連携の
重要性

71 ○山本崇人　○池原瑞樹　○山口裕礼
○森田あかね　◇武村民子　□小倉高志
○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇日赤医療センター）
（□神奈川県立循環器呼吸器病センター呼
吸器科）

第180回日本呼吸
器学会関東地方会

200806 稀な肉眼所見を示し、治療に
反応した間質性肺炎の一例

72 ○大原樹　○小林陽一　○鈴木直
○木口一成　◇新井正秀　◇角田新平
□上坊敏子　△平澤猛　△村松俊成
△三上幹男
（○産婦人科学（婦人科））
（◇北里大学産婦人科）
（□社会保険相模野病院産婦人科）
（△東海大学産婦人科）

第44回日本婦人科
腫瘍学会学術集会

200807 子宮内膜間質肉腫19例の臨床
病理学的検討
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73 ○半田寛　○延山誠一　○木田博隆
○石川文月　○西根広樹　○中村美保
○大重雅寛　○佐治淳子　○石田敦子
○藤田佳嗣　○井上健男　○星野誠
○白川妙子　○峯下昌道　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第125回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200807 悪性黒色腫による
endobronchialmetastasisの一
例

74 ○横道憲幸　○近藤春裕　○難波千絵
◇嶋田彩子　○名古崇史　○矢作奈美子
○大原樹　◇津田千春　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第10回神奈川婦人
科腫瘍研究会

200807 卵巣原発以降上皮癌の一例

75 ○難波千絵　◇石山めぐみ　○鈴木直
◇田村みどり　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第359回四水会 200807 卵管妊娠に対する温存手術の
工夫

76 ○星野誠　○佐治淳子　○峯下昌道
○白川妙子　○宮澤輝臣　◇中川武正
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇白浜医療福祉財団　川添診療所）

第18回国際喘息学
会

200807 サルメテロール・フルチカゾ
ン配合剤（SFC）とフルチカゾ
ン（FP）の喘息患者の気道抵
抗に及ぼす影響について

77 ○小林陽一
（○産婦人科学（婦人科））

平成20年度 第4回
がん専門薬剤師ｾﾐ
ﾅｰ

200807 子宮体がん、子宮頸がんの薬
物療法について

78 ○高江正道　◇田中雄大　○五十嵐豪
◇坂口健一郎　□木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇慈広会矢崎病院）
（□産婦人科学（婦人科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 腹腔鏡下付属器切除術１ヵ月
後に発生した尿管損傷の１例

79 ○延山誠一
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

LKｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 200807 気管支鏡を使っての診断と治
療NewApproachStentEBUSVRI

80 Hoshino. M
○Saji J,
○M, Miyazawa　◇T, Nakagawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇白浜町国民健康保険直営　川添診療
所）

The 18th
Congress of
INTERASTHMA
Japan/North Asia

200807 T. Effects of
salmeterol/fluticasone
propionate combination
versus fluticasone
propionate on airway
resistance in patients with
asthma

81 ○田村みどり
（○産婦人科学（産科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 子宮内膜症の術後に影響する
因子は？

82 ○斉藤寿一郎　◇宮澤輝臣
（○産婦人科学（産科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 卵巣チョコレート嚢腫に対す
る腹腔鏡手術
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83 ○近藤春裕　◇星野誠　□斉藤寿一郎
○名古崇史　□新橋成直子　□森川香子
□石山めぐみ　□津田千春　□谷内麻子
□田村みどり　△高橋則行　□石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□産婦人科学（産科））
（△産婦人科学）

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 アルゴンプラズマ凝固法の有
用性について

84 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

COPD学術講演会 200809 VRIからみたCOPD

85 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第3回北里･相模原
病院画像ﾌｫｰﾗﾑ

200809 呼吸機能的画像診断と内視鏡
治療

86 ○M.Mineshita　○J.Saji　○H.Kida
○F.Ishikawa　○H.Nishine
○M.Nakamura　○M.Ohshige　○A.Ishida
○S.Nobuyama　○Y.Matsuoka　○T.Inoue
○M.Hoshino　○Tshirakawa　○Tmiyazawa
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

ERS(ﾖｰﾛｯﾊﾟ呼吸器
学会)

200810 Vibration response imaging
(VRI) in COPD patients.

87 ○森川香子　○斉藤寿一郎　◇西ヶ谷順子
○速水麻紀　◇渡部真梨　○渡邊弓花
◇吉岡伸人　○津田千春　◇近藤春裕
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第48回日本産科婦
人科内視鏡学会

200808 腹腔鏡手術における狭帯域光
観察機能（NBI）を用いた子宮
内膜症性病変の観察

88 ○西根広樹
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

ERS(ﾖｰﾛｯﾊﾟ呼吸器
学会)

200810 Airway catheterization in
the assessment of tracheal
stenosis during
interventional bronchoscopy

89 ○峯下昌道
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

緑区医師会講演会 200810 COPDについての最近の知見

90 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第9回福島呼吸ﾌｫｰ
ﾗﾑ

200811 呼吸器疾患におけるインター
ベンション治療

91 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

大阪府立呼吸器ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ医療ｾﾝﾀｰ

200811 最新の呼吸器インターベン
ション

92 ○橋本周　◇宮澤輝臣　○森本義晴
□鈴木直　△石塚文平　▽細井美彦
（○IVFなんばクリニック）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□産婦人科学（婦人科））
（△産婦人科学（産科））
（▽近畿大学生物理工学部）

第26回日本受精着
床学会

200808 卵巣組織自家移植に関する基
礎的検討：カニクイザルをモ
デル動物とした卵巣皮質のガ
ラス化
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93 ○藤田佳嗣　◇井上顕　□関順彦
△岩元徳全　○木田博隆　○半田寛
○西根広樹　○石川文月　○中村美保
○大重雅寛　○佐治淳子　○石田敦子
○延山誠一　○井上健男　○星野誠
○白川妙子　○峯下昌道　□江口研二
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇藤田保健衛生大学）
（□帝京大学）
（△岩本クリニック）

第49回日本肺癌学
会総会

200811 肺がん死亡の推移と予防に向
けて〈第1 報〉―全国と神奈
川県の検討から―

94 ○園田桃代　○澤辺麻衣子　○濱田亜紀
◇杉下陽堂　○杉原研吾　○井田守
○中岡義晴　○福田愛作　□神原好美
□福田晴美　□富谷友枝　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 経腟的腹腔鏡
（THL;transvaginal
hydrolaparoscopy)によるART
適応症例の選択

95 ○濱田亜紀　○福田愛作　○松本寛史
○澤辺麻衣子　○小松原千暁　○井田守
◇杉下陽堂　○杉原研吾　○園田桃代
○中岡義晴　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 ART実施前の卵管鏡下卵管形成
術（FT)の卵管性不妊に対する
体外受精臨床成績への影響

96 ○Saji J
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

APSR2008 200811 Comparison of 21- and 22-
gauge Needle for
Endobronchial Ultrasound-
Guided Transbronchial
Needle Aspiration of
Mediastinal and Hilar Lymph
Nodes

97 ○星野誠　○佐治淳子　○峯下昌道
○宮澤輝臣　◇中川武正
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇白浜町国民健康保険直営　川添診療
所）

第58回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ
学会秋季学術大会

200811 サルメテロール・フルチカゾ
ン配合剤(SFC)とフルチカゾン
(FP)の喘息患者の気道抵抗に
及ぼす影響について

98 ○西根広樹
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第45回日本臨床生
理学総会

200811 Pressure-Pressure curveによ
る気管狭窄の評価

99 ○大田修二　◇藤田佳嗣　○堀明子
○高野利実　○関順彦　◇宮澤輝臣
○江口研二
（○帝京大学内科学講座腫瘍内科）
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））

第153回日本肺癌
学会関東部会

200812 高度狭窄をきたした縦隔腫瘍
に対し、緊急放射線の開始か
転院搬送によるステント留置
かの治療選択が議論となった
一例

100 ○杉下陽堂　◇園田桃代　◇濱田亜紀
◇澤辺麻衣子　◇井田守　◇杉原研吾
◇中岡義晴　◇福田愛作　○石塚文平
□森本義晴
（○産婦人科学（産科））
（◇IVF大阪クリニック）
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 Transvaginal
hydrolaparoscopy(THL)を用い
たIncipient ovarian
failure(IOF) の評価
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101 ○梶ヶ谷真理　○西根亜美　○木田博隆
○半田寛　○石川文月　○中村美保
○西根広樹　○佐治淳子　○大重雅寛
○石田敦子　○藤田佳嗣　○延山誠一
○井上健男　○峯下昌道　○白川妙子
◇森田克彦　◇栗本典昭
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第127回日本呼吸
器内視鏡学会関東
支部会

200812 骨髄異形成症候群に合併した
再発性多発軟骨炎の1例

102 ○大垣彩　○中岡義晴　○永野舞
○樽井幸与　◇杉下陽堂　○園田桃代
○杉原研吾　○井田守　○福田愛作
□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第26回日本受精着
床学会

200808 流産児染色体検査結果に基づ
いた着床前染色体スクリーニ
ング（PGS)の有用性シュミ
レーション

103 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　□樽見航　△高橋則行
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□日本大学生物資源科学研究科）
（△産婦人科学）

第26回日本受精着
床学会

200808 GnRHa投与後の凍結卵巣が卵巣
機能を保持しうるか

104 ○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第56回学術集会特
別集会

200811 呼吸器インターベンション

105 ○池原瑞樹　◇斎藤春洋　◇近藤哲郎
◇菅泰博　□伊藤宏之　◇尾下文浩
◇中山治彦　◇横瀬智之　◇亀田陽一
○駒瀬裕子　○宮澤輝臣　◇野田和正
◇山田耕三
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）
（□麻酔学）

第49回日本肺がん
学会総会

200811 径２０mm以下充実型肺腺癌の
Thin-section CT画像所見と予
後の検討

106 ○橋本周　○辻陽子　○山中昌也
○森本義晴　◇細井美彦　□小山周三
□有馬昭宏　△鈴木直　▽石塚文平
（○IVFなんばクリニック）
（◇近大生物理工）
（□新日本科学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽産婦人科学（産科））

第26回日本受精着
床学会

200808 カニクイザル卵巣組織ｶﾞﾗｽ化
保存：ｶﾞﾗｽ化溶液ならびにｶﾞﾗ
ｽ化溶液浸透時間の影響

107 ○高江正道　◇鈴木直　○大畠紀子
○長田まり絵　○五十嵐豪　○石塚文平
□辻陽子　□橋本周　□森本義晴
△細井美彦　▽竹之下誠
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□IVFなんばクリニック）
（△近畿大学生物理工学部遺伝子工学科）
（▽ケアリー研究所）

第26回日本受精着
床学会

200808 カニクイザルを用いた卵巣組
織自家移植および卵巣凍結保
存に関する研究
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108 ○池原瑞樹　◇斎藤春洋　◇近藤哲郎
◇菅泰博　◇伊藤宏之　◇尾下文浩
◇中山治彦　◇横瀬智之　◇亀田陽一
○駒瀬裕子　○宮澤輝臣　◇野田和正
◇山田耕三
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇神奈川県立癌センター）

第49回日本肺がん
学会総会

200811 肺野型小型扁平上皮癌のTs-CT
画像・病理所見および臨床像
の検討

109 ○大畠紀子　○奥津由記　○高江正道
○石山めぐみ　○田村みどり　◇鈴木直
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第26回日本受精着
床学会

200808 マウス卵胞培養系においてア
クビチンが卵胞発育に及ぼす
影響

110 ○森田あかね　○駒瀬裕子　○池原瑞樹
○山本崇人　○石橋令臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第182回日本呼吸
器学会関東地方会

200811 胸部CTにてair trapping 陰影
を呈したサルコイドーシスと
考えられる一例

111 ○杉下陽堂　○奥津由記　○石山めぐみ
○井槌慎一郎　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第32回日本産科婦
人科栄養･代謝研
究会

200809 肥満妊婦における妊娠中の体
脂肪・体水分動態と周産期予
後に関する検討

112 ○藤原正三　○石橋令臣　○森田あかね
○山本崇人　○池原瑞樹　○駒瀬裕子
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

第559回日本内科
学会関東地方会

200812 中葉症候群に合併した
Pasteurella multocida感染症
の一例

113 ○矢作奈美子　○小林陽一　○名古崇史
○大原樹　◇津田千春　○西ヶ谷順子
○近藤春裕　○鈴木直　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

JSAWI2008 200809 子宮頚癌における動注化学療
法前後のFDG-PET所見の変化と
臨床所見との関連性の検討

114 ○木田博隆　○峯下昌道　○半田寛
○石川文月　○西根広樹　○中村美保
○大重雅寛　○佐治淳子　○石田敦子
○藤田佳嗣　○延山誠一　○井上健男
○星野誠　○白川妙子　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

呼吸機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ
研究会

200901 健常人におけるVibration
Response Imaging (VRI) 所見

115 ○近藤春裕　○小林陽一　○矢作奈美子
○鈴木直　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））

JSAWI2008 200809 両側卵巣粘液性腺腫摘出後に
発症した腹膜偽粘液腫の１例

116 ○長田まり絵　◇大熊克彰　◇和田康菜
◇細沼信示　○栗林靖　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第383回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200809 TCR中に高度の低ナトリウム血
症を呈した一例

117 ○石橋令臣　○池原瑞樹　○森田あかね
○山口裕礼　○山本崇人　○駒瀬裕子
◇小泉宏隆
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇診断病理学）

第155回日本結核
病学会関東支部会

200902 サルコイドーシスの経過観察
中に胸腺癌を合併した一剖検
例
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118 ○渡邉聡子　◇石山めぐみ　◇田村みどり
◇石塚文平
（○研修医）
（◇産婦人科学（産科））

第383回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200809 腹腔鏡手術を施行した腹腔妊
娠の一例

119 ○鈴木直　◇石橋令臣　□二宮正人
◇池原瑞樹　□丸田智子　◇森田あかね
△渡邊弓花　◇山口裕礼　○細沼信示
◇山本崇人　○大原樹　◇駒瀬裕子
○西ヶ谷順子　▽小泉宏隆　☆今井陽子
○小林陽一　○木口一成　△石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇内科学（呼吸器・感染症内科））
（□神経精神科学）
（△産婦人科学（産科））
（▽診断病理学）
（☆看護部）

第21回日本ｻｲｺｵﾝｺ
ﾛｼﾞｰ学会

200810 HADSによる婦人科癌患者にお
ける癌告知後の心理特性の評
価に関して

120 ○石田敦子　○中村美保　◇森田克彦
○石川文月　○木田博隆　○大重雅寛
○佐治淳子　○延山誠一　○峯下昌道
○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））
（◇外科学（呼吸器外科））

第7回臨床腫瘍学
会

200903 悪性胸水に対するタルクによ
る胸膜癒着術の検討

121 ○五十嵐豪　◇鈴木直　○長田まり絵
○高江正道　□樽見航　△高橋則行
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））
（□日本大学生物資源科学研究科）
（△産婦人科学）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 GnRHa前投与を行った異なる凍
結方法による卵巣機能の回復
についての検討

122 ○奥津由記　○大畠紀子　◇武井智美
○杉下陽堂　○高江正道　○石山めぐみ
□伊藤正則　△鈴木直　○田村みどり
○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇生殖医療センター）
（□解剖学（解剖学））
（△産婦人科学（婦人科））

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 マウスの単一卵胞培養におけ
るactivinA,androgen添加の影
響

123 ○田村みどり　○石山めぐみ　○奥津由記
○谷内麻子　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 子宮内膜症手術後妊娠例の検
討

124 ○福田愛作　○河内山まどか　◇杉下陽堂
○井田守　○杉原研吾　○園田桃代
○中岡義晴　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 GnRHアゴニスト（スプレキュ
ア）によるLHサージを用いた
IVN-IVFの試み

125 ○杉原研吾　○大谷飛鳥　◇杉下陽堂
○井田守　○園田桃代　○中岡義晴
○福田愛作　□森本義晴
（○IVF大阪クリニック）
（◇産婦人科学（産科））
（□IVFなんばクリニック）

第53回日本生殖医
学会総会･学術講
演会

200810 HCG投与時E2値3500以上5000ｐ
ｇ/ml未満症例における新鮮胚
移植後妊娠率とOHSS発症率の
検討
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126 ○斉藤寿一郎　○谷内麻子　○津田千春
○長田まり絵　◇近藤春裕　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

APAGE 2009 (9th
Annual Congress
of Asia-Pacific
Association for
Gynecologic
Endoscopy and
Minimally
Invasive Therapy
2009)

200810 Laparoscopic surgery for
ovarian　tumors during 2nd
trimester pregnancy in
comparison with laparotomy

127 ○Ishizuka B
（○産婦人科学（産科））

APAGE 2009 (9th
Annual Congress
of Asia-Pacific
Association for
Gynecologic
Endoscopy and
Minimally
Invasive Therapy
2009)

200810 Hysteroscopic diagnosis of
intrauterine lesions

128 ○木口一成　◇清野研一郎　○鈴木直
○小林陽一　□石渡勇　△岩森正男
▽紀川純三　▽板持広明　☆磯西成治
◎菊池義公
（○産婦人科学（婦人科））
（◇難病治療研究センター）
（□石渡産婦人科病院）
（△近畿大理工）
（▽鳥取大女性診療科）
（☆慈恵医大青戸病院産婦人科）
（◎菊池がんクリニック）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 卵巣癌の癌幹細胞と抗癌剤耐
性

129 ○Masao Iwamori　◇Kyoko Tanaka
□Isamu Ishiwata　△Kazushige Kiguchi
（○Department of Biochemistry, Faculty
of Science and Technology, Kinki
University）
（◇Saitama National Hospital）
（□Ishiwata Gynecologic Hospital）
（△産婦人科学（婦人科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 Expression of transporter
and glycosyltransferase
genes in ovarian
carcinomatous cells and
anticancer drug-resistance

130 ○吉岡範人　○鈴木直　○難波千絵
○横道憲幸　◇嶋田彩子　○名古崇史
○矢作奈美子　○大原樹　◇津田千春
○近藤春裕　○小林陽一　○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 婦人科疾患における術前の静
脈血栓塞栓症の危険因子に関
する検討

131 ○矢作奈美子　○小林陽一　○大原樹
○近藤春裕　○鈴木直　○木口一成
◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第67回日本癌学会
学術総会

200810 再発卵巣癌に対するCPT-
11+CDDP療法の有用性
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132 ○大原樹　○鈴木直　○小林陽一
◇新井正秀　◇角田新平　□平澤猛
□村松俊成　□三上幹男　△上坊敏子
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇北里大学産婦人科）
（□東海大学産婦人科）
（△社会保険相模野病院）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 表層上皮性卵巣癌、卵管癌、
腹膜癌初回治療症例に対する
weekly
Docetaxelp+Carboplatin 併用
化学療法の検討（臨床第2相試
験：KanagawaGOG-OC01）、中
間解析結果

133 ○平澤猛　◇宮澤昌樹　□浅沼秀樹
○塚田ひとみ　△石渡勇　○村松俊成
▽村上優　☆木口一成　◎安田政実
○三上幹男
（○東海大学産婦人科）
（◇東海大学基盤診療学系病理診断学）
（□東海大学工学部生命化学科）
（△石渡産婦人科病院）
（▽東海大学大磯病院）
（☆産婦人科学（婦人科））
（◎埼玉医科大学国際センター病理診断
科）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 卵巣明細胞腺癌におけるP13K-
Akt-m-TOR-HIF-1経路の活性化
とエベロリムスの臨床応用の
可能性について

134 ○吉田彩子　○谷内麻子　○新橋成直子
○五十嵐豪　◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 更年期女性における境界型耐
糖能異常（IGT）の診断意義に
関する検討

135 ○五十嵐豪　○谷内麻子　○新橋成直子
◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 小学校児童の母親に対する、
ライフスタイルおよび更年期
様症状アンケート調査

136 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
第23回学術集会

200810 川崎市北部における５０歳女
性の更年期症状に関する一般
住民調査

137 ○村山季美枝　○長田まり絵　○森川香子
○渡邊弓花　○速水麻紀　◇西ヶ谷順子
○小池敦子　◇近藤春裕　○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第23回神奈川産婦
人科内視鏡研究会

200810 子宮筋層内内膜症性嚢胞の3例

138 ○五十嵐豪　○谷内麻子　○新橋成直子
◇代田琢彦　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇代田産婦人科）

日本更年期医学会
第23回学術集会

200811 小学校児童の母親に対する、
ライフスタイルおよび更年期
様症状アンケート調査

139 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

日本更年期医学会
第23回学術集会

200811 川崎市北部における50歳女性
の更年期症状に関する一般住
民調査

140 ○横道憲幸　○近藤春裕　○大原樹
○鈴木直　◇戸澤晃子　□星川咲子
◇小池淳樹　◇高木正之　○小林陽一
○木口一成
（○産婦人科学（婦人科））
（◇診断病理学）
（□病院病理部）

第47回日本臨床細
胞学会秋期大会

200811 卵巣原発移行上皮癌の一例
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141 ○Shu Hashimoto　◇Nao Suzuki
□Yoshihiko Hosoi　△Bunpei Ishizuka
○Yoshiharu Morimoto
（○IVFなんばクリニック）
（◇産婦人科学（婦人科））
（□近畿大生物理工学部遺伝子工学科）
（△産婦人科学（産科））

第35回日本低温医
学会総会

200811 W2-1 Preserving fertility
of cancer patients:effects
of vitrification solutions
and equilibration times on
the morphology of vitrified
cynomolgus ovarian tissues

142 ○名古崇史　○難波千絵　○横道憲幸
○吉岡伸人　○矢作奈美子　◇津田千春
○大原樹　○近藤春裕　○鈴木直
○小林陽一　○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200811 排尿障害を主訴に発見された
腟癌の一例

143 ○杉下陽堂　○村山季美枝　○吉田彩子
○高江正道　○奥津由記　○新橋成直子
○石山めぐみ　○中村真　○井槌慎一郎
◇鈴木直　○田村みどり　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第116回日本産科
婦人科学会関東連
合地方部会総会･
学術集会

200811 癒着胎盤に対し内腸骨動脈バ
ルーンカテーテル留置下に帝
王切開を施行した2症例

144 ○高橋則行　◇伊藤正則　□石塚文平
（○産婦人科学）
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学（産科））

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 hCGにより誘導される卵巣血管
内皮細胞でのNestinの発現

145 ○伊藤正則　◇高橋則行　□石塚文平
（○解剖学（解剖学））
（◇産婦人科学）
（□産婦人科学（産科））

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 卵母細胞によるメラトニン合
成

146 ○奥津由記　○杉下陽堂　○高江正道
◇伊藤正則　□高橋則行　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇解剖学（解剖学））
（□産婦人科学）

第13回 日本生殖
内分泌学会

200811 Androstenedioneによる卵巣
follicular cyst形成機構

147 ○吉田彩子　○津田千春　◇矢作奈美子
◇大原樹　◇近藤春裕　◇鈴木直
◇小林陽一　◇木口一成　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第360回四水会 200812 治療に難渋した子宮頚部神経
内分泌癌の一例

148 ○難波千絵　○大熊克彰　◇長田まり絵
◇房間茂由　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第384回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200812 開腹術後に肺血栓塞栓症をを
発症した尋常性疱瘡合併卵管
瘤膿腫の1例

149 ○吉岡伸人　◇吉田彩子　○細沼信示
○名古崇史　○吉岡範人　○矢作奈美子
◇津田千春　○大原樹　○和田康菜
○近藤春裕　○鈴木直　○小林陽一
○木口一成　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第384回日本産科
婦人科学会神奈川
地方部会

200812 当院におけるSSPCの臨床的検
討
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150 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

MOB Theapy Fourm 200812 ～悪性腫瘍による消化管閉塞
の治療～、婦人科がん患者に
おける消化管閉塞に対するオ
クトレオチド使用の実際

151 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第6回 更年期と加
齢のﾍﾙｽｹｱ研究会
横浜分科会

200812 日本人における更年期症状の
特徴

152 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

足立区産婦人科医
会講演会 第346回
合同学術講演会
二金会

200901 卵巣の老化に関わる 最新の知
見

153 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第138回日本産科
婦人科学会福岡地
方部会

200901 【ランチョンセミナー】早発
閉経の病態と治療 過去から未
来へ

154 ○高江正道
（○産婦人科学（産科））

第2回Womenn's
Imaging
Conference

200901 エストロゲンによる生体変化
を画像はどう捉えるか？卵巣
機能と画像診断『経膣超音波
で見る卵巣』

155 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第6回 閉経と女性
医療研究会

200902 川崎市北部における50歳女性
の更年期症状に関する一般住
民調査

156 ○石塚文平
（○産婦人科学（産科））

第2回 沖縄ﾘﾌﾟﾛﾀﾞ
ｸｼｮﾝ研究会

200902 早発閉経 －診断と治療の未来
－

157 ○細沼信示
（○産婦人科学（婦人科））

第26回神奈川3大
学ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ講演会

200902 当院における子宮体部槳液性
腺癌の5例

158 ○斉藤寿一郎
（○産婦人科学（産科））

第9回近畿産婦人
科内視鏡手術研究
会

200902 子宮鏡下粘膜下筋腫切除術の
UPDATE

159 ○鈴木直
（○産婦人科学（婦人科））

婦人科がん患者に
対するがん告知後
の心のｹｱ

200902 婦人科がん患者に対するがん
告知後の心のケア

160 ○村山季美枝　◇西ヶ谷順子　○速水麻紀
○森川香子　○小池敦子　○渡邊弓花
○斉藤寿一郎　○石塚文平
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 妊娠悪阻による嘔吐症状が原
因と考えられる縦隔気腫の一
症例

161 ○横道憲幸　◇新橋成直子　◇中村真
○吉岡伸人　◇五十嵐豪　○渡部真梨
◇石山めぐみ　◇谷内麻子　◇井槌慎一郎
◇田村みどり　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 妊娠15週で原田病を発症した
例
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162 ○難波千絵　○大熊克彰　○吉岡範人
◇長田まり絵　◇房間茂由　◇石塚文平
（○産婦人科学（婦人科））
（◇産婦人科学（産科））

第385日本産科婦
人科学会神奈川地
方部会

200902 結合型エストロゲン（ブレマ
リンR)内服後に急性膵炎を発
症した1例

163 ○須賀万智　◇谷内麻子　◇新橋成直子
◇石塚文平　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

第79回 日本衛生
学会学術総会

200903 地域在住50歳女性における閉
経と更年期症状の変化　10年
前との比較

164 ○須賀万智　◇谷内麻子　◇新橋成直子
◇石塚文平　○吉田勝美
（○予防医学）
（◇産婦人科学（産科））

第79回 日本衛生
学会学術総会

200903 地域在住50歳女性における更
年期症状に関連する要因
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1 上野聰樹 眼科診療のｺﾂと落
とし穴1    手術-
前眼部
(中山書店)

P176～
177

200809 開放隅角緑内障手術- ポイン
トと落とし穴

2 上野聰樹 眼科診療のｺﾂと落
とし穴1    手術-
前眼部
(中山書店)

P178 200809 閉塞隅角緑内障手術-ポイント
と落とし穴

1 ○M.Kayama　○M.S.Kurokawa　　H.Ueno
○N.Suzuki
（○免疫学・病害動物学）

Clinical
Ophthalmology

P373-382 200701 Recent Advances in Corneal
Regeneration and Possible
Application of Embryonic
Stem(ES) Cell-Derived
Corneal Epithelial Cells

2 熊谷悠太　　上野宏樹　○鈴木登
（○免疫学・病害動物学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

35 P109-
117

200704 角膜再生治療の現状とカニク
イザル胚性幹細胞を用いた角
膜上皮細胞移植研究

3 北岡康史 眼薬理 22(1) 200804 シンポジウムⅡ眼疾患の基礎
的研究
視神経保護

4 木村純一　　本間龍介　　山野邊隆二
北岡康史　　井上恵理　　上野聰樹

眼科臨床紀要 1(4) 200804 C型慢性肝炎のインターフェロ
ン療法中に発症したVｏｇｔ-
小柳-原田病の一症例

5 Y.Munemasa　　Y.Kitaoka　　Y.Hayashi
H.Takeda　　H.Fujino
○R.Ohtani-Kaneko　◇K.Hirata
S.Ueno
（○東洋大学）
（◇解剖学）

Visual
Neuroscience

25P197～
208

200804 Effects of unoprostone on
phosphorylated
extracellular signal－
regulated kinase expression
in endothelin-1-induced
retinal and optic nerve
damage

6 山田利津子　　上野聰樹　○山田誠一
◇辻本文雄
（○東京医科歯科大学国際環境寄生虫病学
講座）
（◇臨床検査医学）

あたらしい眼科 25(6) 200806 磁気治療器の家兎眼窩内網膜
中心動脈の血流動態への効果

7 徳田直人　　井上順　　上野聰樹 あたらしい眼科 25(6) 200806 粘弾性物質でSchlemm管を拡張
するサイノストミー併用トラ
ベクロトミーの検討

8 松澤亜紀子　　針谷明美　　河西雅之
上野聰樹

日本ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ学
会誌

50(2)P10
5～110

200806 ソフトコンタクトレンズとマ
ルチパーパスソリューション
との生体適合性

9 針谷明美 日本ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ学
会誌

50(2)P14
0～145

200806 レンズケアから考えるコンタ
クトレンズの選択

眼科学　著書

眼科学　誌上発表
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10 Y.Munemasa　○Seok Hwan Kim
○Jae Hong Abn　○Jacky M.K.Kwong
○Josepb Caprioli　○Natik Piri
（○UCLA）

IOVS 49(8) 200808 Protective Effect of
Thioredoxins 1 and 2 in
Retinal Ganglion Cells
after Optic Nerve
Transection and Oxidative
Stress

11 H.Fujino　　Y.Kitaoka　　Y.Hayashi
Y.Munemasa　　H.Takeda　○T.Kumai
○S.Kobayashi　　S.Ueno
（○薬理学）

Acta Neuropathol 117P75～
84

200810 Axonal protection by brain-
derived neurotrophic factor
associated with CREB
phosphorylation in tumor
necrosis factor-α-induced
optic nerve degeneration

12 Y.Munemasa　○JH　Aｈｎ　○JMK　Kwong
○J Caprioli　○N Piri
（○UCLA）

Gene Therapy 1～9 200901 Redox proteins thioredoxin
１ and thioredoxin 2
support retinal ganglion
cell survival in
experimental glaucoma

1 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

第112回日本眼科
学会総会

200804 黄連解毒湯投与後の家兎眼窩
内短後毛様動脈における血流
動態の検討

2 ○M.Kayama　○M.S.Kurokawa　○Y.Ueda
H.Ueno　　Y.Kumagai　○C.Masuda
○E.Takada　○R.Tago　　S.Ueno
○N.Suzuki
（○免疫学・病害動物学）

ARVO 200804 Subretinal Transplantation
of Embryonic Stem Cell
Derived Neuroretinal Cells
to Mice With Optic Nerve
Injury

3 H.Takeda　　Y.Kitaoka　　H.Fujino
Y.Hayashi　　Y.Munemasa　　S.Ueno

ARVO 200804 Early Elevation of OX2
Antigen and OX2 Receptor in
TNF-α-Induced Optic Nerve
Neurodegeneration

4 Y.Kitaoka　　Y.Kitaoka　　H.Takeda
H.Fujino　　Y.Hayashi　　S.Ueno

ARVO 200804 Distribution of ROCK2 in
TNF-α-Induced Optic Nerve
Degeneration

5 Y.Kitaoka　　Y.Hayashi　　H.Takeda
○T.Kumai　　H.Fujino　　Y.Kitaoka
◇F.N.Ross-Cisneros　　S.Ueno
◇A.A.Sadun　◇T.T.Lam
（○薬理学）
（◇USC）

ARVO 200804 Decreased Nicotinamide
Adenine Dinucleotide(NAD)
Level and the Effect of
Exogenous NAD on Microglia
Activation N TNF-α-Induced
Optic Nerve Degeneration

6 H.Fujino　　Y.Kitaoka　　H.Takeda
Y.Hayashi　　Y.Munemasa　　S.Ueno

ARVO 200804 Phosphorylation of CREB and
Up-Regulation of BDNF in
TNF-α-Induced Optic Nerve
Degeneration

眼科学　学会発表
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7 Y.Hayashi　　Y.Kitaoka　　H.Takeda
H.Fujino　　S.Ueno

ARVO 200804 Involvement of ERα in
Protective Effect of 17β-
Estradiol Against TNF-α-
Induced Optic Nerve
Degeneration

8 H.Ueno　○M.S.Kurokawa　　Y.Kumagai
○M.Kayama　　R.Homma　○C.Masuda
○E.Takada　◇K.Tubota　　S.Ueno
○N.Suzuki
（○免疫学・病害動物学）
（◇慶應義塾大学眼科）

ARVO 200804 Development of Corneal
Epithelial Cell Sheets
Derived From Mouse
Embryonic Stem(ES) Cells
Transfected With Pax6 Gene

9 Y.Kumagai　○M.S.Kurokawa　　H.Ueno
○M.Kayama　◇K.Tsubota　□N Nakatsuji
△Y.Kondo　　S.Ueno　○N.Suzuki
（○免疫学・病害動物学）
（◇慶應義塾大学眼科）
（□京都大学）
（△田辺三菱製薬）

ARVO 200804 Induction of Corneal
Epitheliumlike Cells From
Non Human Primate Embryonic
Stem Cells and Their
Experimental
Transplantation to Damaged
Cornea

10 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

日本超音波医学会
第81回学術集会

200805 永久磁石治療器装着時の家兎
眼窩内動脈血流速度の変動

11 大澤果織　　春日弘子　　鍬塚友子
槇島香代　　秋山由紀　　加藤沙和子
柳澤悠佳　　金子理恵　　松澤亜紀子
河西雅之　　上野聰樹

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 当院における間歇性外斜視に
対する融像増強訓練について

12 山口晋太朗　　松澤亜紀子　　井上恵理
上野宏樹　　徳田直人　　緒方裕治
上野聰樹

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 白内障手術におけるアクリル
眼内レンズの術後屈折誤差の
検討

13 栗林純子　　徳田直人　　河西雅之
小林賢太　　山野邊隆二　　緒方裕治
上野聰樹

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 OZil-Torsional水晶体乳化吸
引術を用いた症例と有用性

14 加藤葵　　徳田直人　　山口晋太朗
北岡由佳　　松澤亜紀子　　北岡康史
山野邊隆二　　上野聰樹

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 悪性緑内障発症機序が関与し
たと思われる白内障術後の閉
塞隅角緑内障の1例

15 北岡康史　　北岡由佳　　徳田直人
井上順　　上野聰樹

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 落屑症候群の視神経乳頭の形
態分析

16 嘉山尚幸　　井出尚史　　小林円
木村純一　　葉山優香

第118回神奈川県
眼科集談会

200805 網膜細動脈瘤破裂による網膜
前出血を呈し、硝子体手術に
至った超高齢者の1例

17 上野聰樹 第39回栃木県眼科
医会研究会

200806 特別講演「緑内障手術の現
状」

- 341 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

18 R.Yamada　○Y.Sugata　◇F.Tsujimoto
（○荏原病院）
（◇臨床検査医学）

World
Ophthalmology
Congress

200806 Some Questions on
Describing the Flow
Direction of Orbital
Ophthalmic Artery

19 針谷明美　　松澤亜紀子　　上野聰樹
○佐々木千鶴子　◇工藤昌之
（○大学院電子顕微鏡研究施設）
（◇工藤眼科）

第51回日本ｺﾝﾀｸﾄﾚ
ﾝｽﾞ学会総会

200807 シリコーンハイドロゲルレン
ズ表面の付着物質の観察

20 藤野博美　　北岡康史　　林泰博
武田裕行　　宗正泰成　　上野聰樹

第11回ｵﾌﾀﾙﾓﾆｭｰﾛ
ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ(ONP)研
究会

200807 TNF-α誘発視神経障害におけ
る、BDNFの軸索保護とCREBリ
ン酸化の関与

21 上野聰樹 第11回ｵﾌﾀﾙﾓﾆｭｰﾛ
ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ(ONP)研
究会

200807 眼底療法検討会　経過報告

22 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　◇市瀬雅寿　　上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

第25回和漢医薬学
会学術大会

200808 黄連解毒湯内服家兎の眼窩内
動脈の血流速度の変動

23 徳田直人　　井上順　　上野聰樹 第19回日本緑内障
学会

200809 GDx VCCとシラスHD-OCTによる
網膜神経線維層厚の解析（上
下視野別の検討）

24 宗正泰成　　北岡康史　　上野聰樹
○Natik Piri　○Josepｈ Caprioli
（○UCLA）

第19回日本緑内障
学会

200809 緑内障モデルラットにおける
Thioredoxin(Trx)強制発現に
よる神経保護作用

25 北岡康史 第19回日本緑内障
学会

200809 シンポジウム3　緑内障治療の
未来　「視神経変性の分子機
構と軸索保護」

26 栗林純子　　北岡康史　　林泰博
武田裕行　　藤野博美

第28回日本眼薬理
学会

200809 NMDA網膜神経節細胞障害にお
ける眼圧と視神経軸索の変化

27 北岡康史　　藤野博美　　林泰博
武田裕行　　宗正泰成　○熊井俊夫
○小林真一　　上野聰樹
（○薬理学）

第28回日本眼薬理
学会

200809 TNF-α誘発視神経障害におけ
るBDNFのCREBリン酸化を介す
る軸索保護

28 Y.Munemasa 2008
SEAGIG/AACGC
Joint Congress

200809 Redox Proteins Thioredoxin
1 and Thioredoxin 2 Support
Retinal Ganglion Cell
Survival in

29 河西雅之 第7回Bay
Ophthalmic
Surgical Seminar

200810 間歇性外斜視手術の変遷：前
後転術から両後転術へ
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30 小林円 第7回Bay
Ophthalmic
Surgical Seminar

200810 成人Down症候群3症例の白内障
手術

31 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
◇市瀬雅寿　◇桜井正児
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

第62回日本臨床眼
科学会

200810 網膜中心静脈分枝閉塞症にお
ける硝子体画像の動態

32 出川慎之 第37回神奈川県眼
科医会病院見学会
および講習会

200811 川崎市立多摩病院で経験した
難治白内障手術の症例

33 上野聰樹 第37回神奈川県眼
科医会病院見学会
および講習会

200811 特別講演「緑内障手術の動
向」

34 伊東靖人 第37回神奈川県眼
科医会病院見学会
および講習会

200811 川崎市立多摩病院の紹介と眼
科の現況

35 山田利津子　○辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　◇市瀬雅寿　　上野聰樹
（○臨床検査医学）
（◇超音波センター）

｢日本ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ/
肉芽腫性疾患学
会｣ 第28回学会総
会

200811 脈絡膜結節を主眼症状とした
サルコイドーシスの一例

36 宗正泰成　　北岡康史　　緒方裕治
武田裕行　　松澤亜紀子　　徳田直人
上野聰樹

第41回神奈川県眼
科臨床談話会

200901 外傷性虹彩嚢腫の1例

37 木村純一　　葉山優香　　小林円
嘉山尚幸　　井出尚史

第41回神奈川県眼
科臨床談話会

200901 家族性滲出性硝子体網膜症が
疑われた1症例

38 山﨑泉　　伊東靖人　　出川慎之
上野聰樹

第41回神奈川県眼
科臨床談話会

200901 新しい虹彩拡張クランプ(エイ
エムオー・ジャパン社販売
虹彩リトラクターシステム)の
使用経験

39 岡野義郎　　井上順　　井上恵理
松澤亜紀子　　緒方裕治　　上野聰樹

第41回神奈川県眼
科臨床談話会

200901 妊娠16週に発症しトリアムシ
ノロンアセトニドのテノン嚢
下注射を行った原田病の1例

40 山﨑泉　　徳田直人　　井上順
井上恵理　　上野聰樹

第32回日本眼科手
術学会総会

200901 ステロイド緑内障に対するサ
イノストミー併用トラベクロ
トミーの術後長期成績

41 井上恵理　　井上順　　徳田直人
上野聰樹

第32回日本眼科手
術学会総会

200901 マイトマイシンCを用いたサイ
ヌソトミー併用トラベクロト
ミーの手術成績

42 徳田直人 第3回緑内障ｼｪｱｰ
ﾄﾞｹｱ･ﾌｫｰﾗﾑ

200902 緑内障診療における眼底三次
元画像解析について
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43 井上順 第3回緑内障ｼｪｱｰ
ﾄﾞｹｱ･ﾌｫｰﾗﾑ

200902 緑内障眼の白内障手術

44 Y.Kitaoka Seoul National
University
annual meeting

200902 Axonal Protection in
Glaucoma

45 Y.Munemasa Seoul National
University
annual meeting

200902 Thioredoxin in Glaucoma
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1 肥塚泉 きょうの健康 P.54～61 200805 あなどれないめまいの対策

2 肥塚泉 今日の耳鼻咽喉科
頭頸部外科治療指
針

P.4～7 200807 めまい

3 肥塚泉 すぐに役立つ外来
耳鼻咽喉科疾患診
療のｺﾂ

P.12～16 200811 超音波振動メス（ハーモニッ
クスカルペル）

4 肥塚泉 すぐに役立つ外来
耳鼻咽喉科疾患診
療のｺﾂ

P.45～47 200811 平衡機能検査

5 肥塚泉 すぐに役立つ外来
耳鼻咽喉科疾患診
療のｺﾂ

P.298～
303

200811 メニエール病

6 肥塚泉 よくわかる病態生
理14 耳鼻咽喉科
疾患

P.48～53 200901 平衡機能検査

7 肥塚泉 よくわかる病態生
理14 耳鼻咽喉科
疾患

P.54～58 200901 末梢性めまい

1 肥塚泉 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
誌

36(2)P.1
75～185

200804 臨床医学教育の現状と課題

2 肥塚泉 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 10(3)P.4
17～421

200806 専門医に送らないと実施でき
ないめまい診療

3 肥塚泉 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ   200807 良性発作性頭位めまい症（Ｂ
ＰＰV）

4 肥塚泉 羽生市医師会会報 8P.42～
45

200808 宇宙酔いの発症機序-宇宙旅行
大衆化を目前に控えて-

5 肥塚泉 臨床検査 52(12)P.
1413～
1417

200811 半規管機能検査　回転検査

6 肥塚泉　○栗原宜子
（○放射線医学）

ENTONI 8P.43～
48

200812 鼻・副鼻腔異物

7 三上公志　　鈴木一輝　　宮本康裕
深澤雅彦　　肥塚泉

Equilibrium Res 68(1)P.2
8～33

200901 体性感覚入力が半規管-眼反射
に及ぼす影響

耳鼻咽喉科学　著書

耳鼻咽喉科学　誌上発表
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8 肥塚泉 耳鼻咽喉科･頭頸
部外科

81(1)P.2
7～32

200901 糖尿病合併症のステロイド療
法

9 肥塚泉 神経眼科 26(1)P.4
～11

200901 眼球運動生理からみためまい
疾患の診断-良性発作性頭位め
まい症から中枢性めまいまで-

10 肥塚泉 川崎市医師会会報 304P.136
～137

200903 スペースシャトル・コロンビ
アの実験に参加して

1 肥塚泉 XXⅤBarany
Society Meeting

200804 Rehabilitation；
Introdaction and Welcome
message

2 北島明美　　肥塚泉 XXⅤBarany
Society Meeting

200804 Otolith Function in
Patients with BPPV
Evaluated by Sinusoidal
OVAR

3 肥塚泉 宮城県耳鼻科医会
学術講演会

200804 めまいのリハビリテーション

4 肥塚泉 第9回杏林大学耳
鼻咽喉科病診連携
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

200804 危ないめまい、危なくないめ
まい

5 岡田智幸　　小宅大輔　　杉山裕
深澤雅彦　　肥塚泉

第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 先天性眼振症例に関する眼球
反対回施検査所見

6 矢野裕之　　肥塚泉　○望月隆一
◇七川歓次
（○大阪回生病院耳鼻科）
（◇行岡病院骨関節クリニック）

第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 声帯リューマチ結節の１例

7 小宅大輔　　岡田智幸　　杉山裕
深澤雅彦　　肥塚泉

第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 Minial incisionによる耳下腺
腫瘍摘出術

8 宮本康裕　　向出光博　　山口央一
黒田寿史　　俵道淳　○木下裕継
肥塚泉
（○非常勤講師）

第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 ナビゲーションが有用であっ
た副鼻腔手術症例

9 山口央一　　矢野裕之　　肥塚泉 第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 後半規管裂隙症候群の１例

10 北島明美 第109回日本耳鼻
咽喉科学会総会･
学術集会

200805 振子様OVARを用いたBPPVの耳
石機能評価

耳鼻咽喉科学　学会発表
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11 春日井滋　　渡辺昭司　　赤澤吉弘
大塚崇志　　北島明美　○小池淳樹
肥塚泉
（○診断病理学）

日本耳鼻咽喉科学
会神奈川県地方部
会第144回耳鼻咽
喉科･頭頸部外科
学術講演会

200806 当科における耳下多形腺腫再
発症例5例の検討

12 北島明美　　肥塚泉 日本耳鼻咽喉科学
会神奈川県地方部
会第144回耳鼻咽
喉科･頭頸部外科
学術講演会

200806 ふらつきを呈した神経ベー
チェットの一症例

13 肥塚泉 第25回日本めまい
平衡医学会医師講
習会

200807 メニエール病と突発性難聴

14 肥塚泉 Baylor Oto-
Research
Conference

200807 聖マリアンナ医科大学耳鼻咽
喉科学教室の最近8年間の進歩
と今後の展望

15 肥塚泉 聖医会北海道支部
総会

200808 人は何故宇宙に行くのか？－
スペースシャトル上での実験
の経験を踏まえて－

16 肥塚泉 第11回難聴の会 200809 めまいのリハビリテーション

17 ○斎藤善光　　小宅大輔　　春日井滋
岡田智幸　　肥塚泉
（○研修医（臨床研修センター））

日本耳鼻咽喉科学
会神奈川県地方部
会第145回耳鼻咽
喉科･頭頸部外科
学術講演会

2020809 舌下型・顎下型がま腫の1例

18 岡田智幸　　春日井滋　　深澤雅彦
肥塚泉

第67回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200810 白内障手術後の先天性眼振症
例における凸レンズ装用前後
の眼振変化

19 北島明美　　三上公志　　向出光博
肥塚泉

第67回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200810 BPPVに対するリハビリテー
ションとしてのrolling-over
maneuverの確立

20 三上公志　　鈴木一輝　　肥塚泉 第67回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200810 体性感覚が半規管眼反射に及
ぼす影響の検討

21 高橋佳孝　　肥塚泉 第67回日本めまい
平衡医学会総会･
学術講演会

200810 前庭機能障害に対する歩行解
析の有用性

22 佐々木祐幸 第9回上気道疾患
懇話会

200810 スギ花粉飛散予測

23 肥塚泉 第22回日本耳鼻咽
喉科学会専門医講
習会

200811 めまい治療とＥＢＭ-理学療法
-
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24 赤澤吉弘　　渡辺昭司　　向出光博
大塚崇志　　信清重典　　春日井滋
岡田智幸　　肥塚泉

第60回日本気管食
道科学会総会･学
術講演会

200811 頸部郭清術後長期間経過した
患者に対する肩関節機能リハ
ビリテーションについて

25 春日井滋　　小宅大輔　　岡田智幸
赤澤吉弘　　向出光博　　信清重典
肥塚泉

第60回日本気管食
道科学会総会･学
術講演会

200811 乳児における喉頭蓋嚢胞の1例

26 向出光博　　渡辺昭司　　大塚崇志
赤澤吉弘　　信清重典　　春日井滋
岡田智幸　　肥塚泉

第60回日本気管食
道科学会総会･学
術講演会

200811 腹部手術術後の嚥下障害に関
しての検討

27 北島明美　　肥塚泉 第54回日本宇宙航
空環境医会

200811 良性発作性頭位めまい症に対
するリハビリテーション
Rolling-over maneuver

28 肥塚泉 第4回静岡めまい
研究会

200811 危ないめまい、危なくないめ
まい

29 肥塚泉 NAGOAYA ENTｾﾐﾅｰ
2008

200812 めまいのリハビリテーション

30 肥塚泉 春日部薬剤師会 200812 人は何故宇宙へ行くのか？-ス
ペースシャトル上での実験の
経験を踏まえて-

31 深澤雅彦　○岡本一起　　中村学
○有戸光美　○黒川真奈絵　○増子佳世
◇末松直也　　肥塚泉　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇生化学（化学））

BMB2008 200812 片側内耳破壊後の前庭代償に
おけるラット小脳片葉タンパ
ク質のプロテオーム解析

32 山口央一　　佐々木祐幸　　俵道淳
宮本康裕　　黒田寿史　　三上公志
肥塚泉

日本耳鼻咽喉科学
会神奈川県地方部
会第147回耳鼻咽
喉科･頭頸部外科
学術講演会

200901 当科における突発性難聴に対
するバトロキソビン製剤の使
用経験

33 俵道淳 第9回耳疾患懇話
会

200901 最近の当科における中耳炎手
術の状況

34 肥塚泉 宮前区感染症ｾﾐﾅｰ 200901 副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎
の最近の知見

35 三上公志　　鈴木一輝　　宮本康裕
肥塚泉

厚生労働省難治性
疾患克服研究事業
前庭機能異常に関
する調査研究班報
告会

200902 体性感覚が半規管眼反射に与
える影響の検討
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1 Keiko Imamura　　Norishige Ehara
○Yoichi Inada　　Yoshihide Kanemaki
◇Joji Okamoto　□Ichiro Maeda
◇Keiko Miyamoto　◇Haruki Ogata
◇Hisanori Kawamoto　　Yasuo Nakajima
◇Mamoru Fukuda　△Keiji Umetani
△Kentarou Uesugi
（○生理学（物理学））
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□診断病理学）
（△JASRI）

AJR Women's
Imaging

190P.
234～236

200804 Microcalcifications of
Breast Tissue: Appearance
on Synchrotron Radiation
Imaging with 6-μm
Resolution

2 Yasuyuki Kurihara　　Shin Matsuoka
Kunihiro Yagihashi
Yoshiko K.Yakushiji　　Yasuo Nakajima

Radiation
Medicine

26(3)P.
129～132

200804 Vertical Fissure: Computed
Tomographic Observation and
Correlation with Chest
Radiography

3 Kyoko Okamoto　　Yasuyuki Kurihara
Keiko Imamura　　Yoshihide Kanemaki
Yasuo Nakajima　○Mamoru Fukuda
◇Ichiro Maeda
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

The Breast
Journal

14(4)P.
376～378

200804 Desmoid Tumor of the
Breast: The Rose of Proton
Magnetic Resonance
Spectroscopy for a Breast
Lesion Mimicking a
Malignancy

4 Yasuo Nakajima　○Kei Yamada
Keiko Imamura　◇Kazuko Kobayashi
（○京都府立大病・放射線）
（◇放射線医学）

Radiation
Medicine

26P. 455
～465

200805 Radiologist Supply and
Workload: International
Comparison -Woking Group of
Japanese College of
Radiology-

5 森本毅　○飯沼元　○平野雄士
○山崎通尋　○富松英人　○三宅基隆
（○国立がんｾﾝﾀｰ中央病院）

INNERVISION 23(7)P.
46～51

200806 画像処理・解析技術の最新動
向  優れものｿﾌﾄｳｪｱを中心に
黎明期のCT Colonographyに挑
む  CTCﾀｽｸﾌｫｰｽの結成とこれ
までの成果

6 Tsuyoshi Morimoto　○Gen Iimura
◇Junji Shiraishi　□Yasuaki Arai
□Noriyuki Moriyama　△Gareth Beddoe
（○国立がんｾﾝﾀｰ放射線）
（◇ｼｶｺﾞ大学放射線科）
（□国立がんｾﾝﾀｰ）
（△Medicsight PLC, London）

Radiation
Medicine

26(5)P.
261～269

200806 Computer-aided Detection in
Computed Tomography
Colonography: Current
Status and Problems with
Detection of Early
Colorectal Cancer

7 小橋優子　　小玉涼子　　橘川薫
中島康雄　○福田潤
（○藤沢湘南台病院整形）

画像診断 28(8)P.
729～738

200807 競技種目別ｽﾎﾟｰﾂ障害と外傷の
画像診断 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ：ｼﾞｬﾝﾌﾟと切り返し動作

8 今村惠子　　岡本恭子　　中島康雄 日獨医報 53(2)P.
114～120

200807 乳癌画像診断勉強会 MRSの乳
腺疾患への応用

9 ○戸崎光宏　◇中村清吾　□角田博子
△秋山太　　印牧義英　　中島康雄
（○亀田ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ）
（◇聖路加病院ﾌﾞﾚｽﾄｾﾝﾀｰ）
（□聖路加病院放射線科）
（△癌研究会癌研究所病理）

JRCﾆｭｰｽ 164P. 21
～23

200807 MRﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ実態調査報告

放射線医学　誌上発表
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10 中島康雄　　印牧義英　　岡本恭子
奥田逸子

乳癌の臨床 23(3)P.
197～200

200807 乳がん検診の現状と展望 ﾏﾝﾓ
ｸﾞﾗﾌｨ遠隔診断の現状、問題点
と今後

11 橘川薫 臨床画像 24(7)P.
865～874

200807 ｽﾎﾟｰﾂ外傷を主体とした外傷の
画像診断 肘の外傷・ｽﾎﾟｰﾂ外
傷

12 服部貴行 臨床画像 24(7)P.
908～912

200807 救急画像診断における私の教
訓症例 意識障害を合併した胸
部大動脈解離症例

13 栗原泰之　　八木橋国博　　松岡伸
栗原宜子　　中島康雄

肺癌 48(4)P.
312～317

200808 核磁気共鳴画像（MRI）による
形態診断

14 ○松本純一　○山下高寛　○箕輪良行
○平泰彦　　中島康雄
（○救急医学）

臨床画像 24(8)P.
91～93

200808 正確な診断は質の高い検査か
ら

15 Tsuyoshi Morimoto　○Ukihide Tateishi
○Tetsuo Maeda　○Yasuaki Arai
Yasuo Nakajima　◇E.Edmund Kim
（○国立がんｾﾝﾀｰ放射線）
（◇ﾃｷｻｽ大学画像診断）

European Journal
of Radiology

67P. 508
～513

200809 Nodal Status of Malignant
Lymphoma in Pelvic and
Retroperitoneal Lymphatic
Pathways: Comparison of
Integrated PET/CT with or
without Contrast
Enhancement

16 Shin Matsuoka　　Yasuyuki Kurihara
Kunihiro Yagihashi　○Makoto Hoshino
Yasuo Nakajima
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

Radiology 248(3)P.
1042～
1049

200809 Airway Dimensions at
Inspiratory and Expiratory
Multisection CT in Chronic
Obstructive Pulmonary
Disease: Correlation with
Airflow Limitation

17 ○山下康行　◇富樫かおり　◇中本裕士
□加藤勤　△門澤秀一　▽松井美詠子
☆北垣一　☆内田幸司　◎興梠征典
※福田国彦　　中島康雄　*1佐久間肇
*2鳴海善文　*2堀之内隆　*3上谷雅孝
*4室井三男　*5土橋俊男　*6土井司
*7林田佳子
（○熊本大院・放射線）
（◇京大放射線科）
（□住友別子病・放射線）
（△兵庫県立成人病ｾﾝﾀｰ）
（▽西神戸医療ｾﾝﾀｰ放射）
（☆島根大医・放射線）
（◎産業医大・放射線）
（※慈恵医大・放射線）
（*1三重大・放射線）
（*2大阪成人病ｾﾝﾀｰ放射線）
（*3長崎大・放射線）
（*4東海大学医・放射線科）
（*5日本医科大・放射線科）
（*6奈良県立医大病・放射）
（*7熊本大病・中央放射）

日本磁気共鳴医学
会雑誌

28(3)P.
196～209

200809 日本磁気共鳴医学会研究ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ 「ﾙｰﾁﾝMRI撮像法の標準
化検討」成果報告（第1報：脊
椎・脊髄、乳腺）
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18 Hisao Nakamura　　Yasuyuki Kurihara
○Kazuhiko Matsushima　◇Akehide Sakai
Toshio Yamaguchi　　Yasuo Nakajima
（○栄共済・病理）
（◇栄共済・泌尿器）

Journal of
Medical Case
Reports

2(304)P.
1～4

200810 Extrarenal Multiorgan
Metastases of Collecting
Duct Carcinoma of the
Kidney: A Case Series

19 栗原泰之 日本医師会雑誌 137(2)P.
109～113

200810 呼吸器疾患診療ﾏﾆｭｱﾙ  胸部単
純X線写真とCT 肺実質外疾患

20 栗原泰之　　八木橋国博　　萩野りょう子
松岡伸　　栗原宜子　　中島康雄
○大重雅寛　○宮澤輝臣
（○内科学（呼吸器・感染症内科））

日本気管食道化学
会会報

59(5)P.
477～485

200810 画像診断機器の進歩－気道 放
射線画像による中枢気道の評
価

21 小川普久　　滝澤謙治　　船窪正勝
八木橋国博　　中島康雄　○田所衛
（○診断病理学）

日本腹部救急医学
会雑誌

28(6)P.
775～780

200810 消化管に対するN-butyl-2-
cyanoacrylateを用いた経ｶﾃｰﾃ
ﾙ的動脈塞栓術の濃度別安全性
の組織学的検証

22 ○肥塚泉　　栗原宜子
（○耳鼻咽喉科学）

ENTONI 96P. 43
～48

200812 異物  初期対応から摘出まで
鼻・副鼻腔異物

23 橘川薫　○新井猛　○別府諸兄
（○整形外科学）

整形･災害外科 51(12)P.
1537～
1542

200812 特集：肘関節鏡の実際 上腕骨
外側上顆炎（ﾃﾆｽ肘）のMRI所
見と関節鏡所見

24 ○Hiroyuki Nishikawa　○Wenwen Wu
○Ayaka Koike　　Ryoko Kojima
Hiromichi Gomi　○Mamoru Fukuda
○Tomohiko Ohta
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

Cancer Research 69(1)P.
111～119

200901 BRCA1-associated Protein 1
Interferes with BRCA1/BARD1
RING Heterodimer Activity

25 Keiko Imamura　○Yoichi Inada
Norishige Ehara　◇Keiji Umetani
Yasuo Nakajima
（○生理学（物理学））
（◇JASRI）

Insight 51(1)P.
12～16

200901 Sensitive Inspection of
Void Defects Using
Synchrotron Refraction
Imaging with Quantitative
Modelling of Contrast
Enhancement

26 ○川本久紀　○小池彩華　○上島知子
○土屋恭子　○志茂新　○速水良介
○河原太　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　◇前田一郎
◇田所衛　　印牧義英　　中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

乳癌の臨床 24(1)P.
148～149

200901 当科での温存術後断端陽性症
例における局所再発の検討

27 Kenji Takizawa　　Hiroshi Shimamoto
Yukihisa Ogawa　　Misako Yoshimatsu
Kunihiro Yagihashi　　Yasuo Nakajima
○Takashi Kitanosono
（○ﾛﾁｪｽﾀｰ大学）

Cardiovascular
and
Interventional
Radiology

24P. 1～
8

200902 Development of a New
Subclavian Arterial
Infusion Chemothrapy Method
for Locally or Recurrent
advanced Breast Cancer
Using an Implanted
Catheter-Port System ...

28 橘川薫 関節外科  基礎と
臨床

28(2)P.
43～48

200902 骨・軟部腫瘍診断における各
種画像診断の意義とﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙ
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29 中島康雄 日本医事新報 4431P.
68～76

200903 臨床放射線医学 診断面（IVR
を含む）

1 森本毅 JRC2008 200804 CTｺﾛﾉｸﾞﾗﾌｨｰ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ
CTcolonographyのｺﾝﾋﾟｭｰﾀ支援
診断＝iCAD）

2 滝澤謙治　　嶋本裕　　小川普久
濱口真吾　　吉松美佐子　　山下寛高
藤川あつ子　　上島巌　　八木橋国博
中島康雄

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 胸壁露出型進行乳癌に対するﾘ
ｻﾞｰﾊﾞｰ鎖骨下動注化学療法の
試み

3 栗原宜子　　岡本恭子　　中地俊介
山田良美　　中島康雄

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 感音性難聴やめまいを呈する
内耳奇形、内耳道狭窄のCT画
像

4 吉松美佐子　　滝澤謙治　　栗原宜子
小川普久　　八木橋国博　　濱口真吾
○松本純一　○山下寛高　　鈴木卓也
中島康雄
（○救急医学）

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 周産期出血に対するNBCA-LPD
を用いたTAEの治療成績

5 吉松美佐子　　滝澤謙治　　橘川薫
小川普久　　嶋本裕　　境野晋二朗
濱口真吾　　八木橋国博　　上島巌
中島康雄

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する
経皮的椎体形成術のQOL評価

6 栗原泰之　　八木橋国博　　栗原宜子
小谷博子　　上島巌　　山田良美
中島康雄

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 Minor Fissureの形状と放射線
解剖学的関連

7 橘川薫　　濱口真吾　　今村惠子
嶋本裕　　鈴木卓也　　中島康雄
○仁木久照　○岡田洋和
（○整形外科学）

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 距骨骨軟骨損傷の術前術後評
価における高分解能MRIの有用
性

8 ○松本純一
（○救急医学）

第67回日本医学放
射線学会総会

200804 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 単純？造影？それ
とも・・・重要な病態を見逃
さないためのCTﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ

9 江原範重 日本医学物理学会
第95回学術大会

200804 座長　Ｘ戦診断Ⅰ

10 Hiroshi Shimamoto　　Kenji Taskizawa
Yukihisa Ogawa　○Hirotaka Yamashita
Atsuko Fujikawa　　Iwao Uejima
Kumihiro Yagihashi　　Yasuo Nakajima
（○救急医学）

ISIR & JSIR2008 200805 Arterial Chemothrapy of
Exposed Progressive Breast
Cancer Using Subclavian
Arterial Reservoir System

11 服部貴行 ISIR & JSIR2008 200805 技術教育ｾﾐﾅｰ 出血

放射線医学　学会発表
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12 Ryoko Teramoto　　Reiko Kumano
Eigoro Yamanouchi　　Mio Takahashi
Masakatsu Funakubo　　Ken Kamijo
Takeshi Oonishi

ISIR & JSIR2008 200805 CV Catheter A Case of Shock
Caused by an Injury of the
Internal thoracic Artery by
Supraclavicular Puncute

13 Yoshiko Kurihara　　Misako Yoshimatsu
Hiroko Okazaki　　Kenji Takizawa
Yukihisa Ogawa　　Yasuo Nakajima
○Shin Nakamura　◇Nao Suzuki
（○産婦人科学（産科））
（◇産婦人科学（婦人科））

ISIR & JSIR2008 200805 Transarterial Embolization
with NBCA-lipiodol for
Life-threatening Obstetric
and Gynecologic Hemorrhage:
Follow-up Study after TAE

14 Kenji Takizawa　　Misako Yoshimatsu
Yasuo Nakajima　　Kunihiro Yagihashi
Yukihisa Ogawa　○Hirotaka Yamashita
Iwao Uejima　　Atsuko Fujikawa
（○救急医学）

ISIR & JSIR2008 200805 Isocenter Puncture Method
(ISOP) for Percutaneous
Vertebroplasty (PVP)

15 滝澤謙治 ｶｲﾛ大学国立がんｾ
ﾝﾀｰIVR講演

200805 乳癌動注ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ治療の実践と
講演

16 ○松本純一
（○救急医学）

第15回石巻地区医
用画像研究会

200805 外傷診療における画像検査－
その重要性を理解する－

17 ○山口順子　○倉本憲明　　服部貴行
○荒木潤子　○古川誠　　武藤絢子
◇雅楽川聡
（○国立災害医療ｾﾝﾀｰ）
（◇公立阿伎留医療ｾﾝﾀｰ）

第22回日本外傷学
会

200805 ｽﾃﾝﾄ留置が奏功した鈍的外傷
性外腸骨動脈損傷の一例

18 岡崎寛子 第23回神奈川乳腺
疾患症例検討会

200805 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨで石灰化を認めず、
超音波で点状高ｴｺｰを認めた2
症例

19 赤下志保　　栗原泰之　　八木橋国博
萩野りょう子　　高橋美緒　　中島康雄

第37回頭頚部･胸
部画像研究会

200805 Bronchial Hemangiomaの一成
人例

20 栗原宜子　　中地俊介　　岡本恭子
高橋美緒　　中島康雄

第37回頭頚部･胸
部画像研究会

200805 Mondini's deformity を呈す
る感音性難聴の同胞発症例

21 中島康雄 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国ﾊﾞﾘ州
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支
援事業

200806 ｷﾞｱｰﾆｱ病院医師ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、CTｽ
ｷｬﾅ指導、研修評価ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮ
ﾝ

22 中島康雄 横浜市立大学附属
病院  講義

200806 依頼講義 救急の画像診断

23 中島康雄 第28回CT画像研究
会

200806 特別講演 救急初期診療におけ
るCT診断とIVR治療

24 栗原泰之 第2回城東ｱﾚﾙｷﾞｰ･
呼吸器ｾﾐﾅｰ

200806 教育講演 肺結節性病変の画像
診断
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25 小池祐哉　　橘川薫　　中村尚生
中地俊介　　栗原宜子　　中島康雄
○平本準　○森嶋啓之　◇笹生豊
（○脳神経外科学）
（◇整形外科学）

第433回日本医学
放射線学会関東地
方会

200806 巨大内頸動脈瘤および著明な
dural ectasiaを合併した神経
線維腫症1型の1例

26 ○山下寛高　○松本純一　　岡本恭子
八木橋国博　　滝澤謙治　　中島康雄
（○救急医学）

第433回日本医学
放射線学会関東地
方会

200806 中心静脈ｶﾃｰﾃﾙ挿入・留置に伴
う合併症の一例

27 寺本りょう子　　熊野玲子　　高橋美緒
船窪正勝　　上條謙　　山内栄五郎

第433回日本医学
放射線学会関東地
方会

200806 胸膜外腔や肋間筋を主体とし
た血腫様の悪性ﾘﾝﾊﾟ腫の一例

28 ○荒木潤子　○倉本憲明　　服部貴行
武藤絢子　　鈴木卓也　○古川誠
○川口祐子　◇大下哲
（○国立災害医療ｾﾝﾀｰ）
（◇内科学（循環器内科））

第433回日本医学
放射線学会関東地
方会

200806 感染性冠動脈瘤の一例

29 福島徹　　立澤夏紀　　黒木一典
山口敏雄

第433回日本医学
放射線学会関東地
方会

200806 骨盤腔後腹膜奇形腫の一例

30 太田智行　○辻本文雄　　中島康雄
（○臨床検査医学）

第44回日本小児放
射線学会

200806 みんなに役立つ小児画像診断
小児急性虫垂炎の6-8ﾙｰﾙ

31 森本毅 第6回北海道医療
画像診断研究会

200806 CTｺﾛﾉｸﾞﾗﾌｨｰによる新たな大腸
診断：現状と今後の展望

32 江原範重 日本保健物理学会
第42回研究発表会

200806 学会賞（貢献賞）受賞

33 小川普久　　滝澤謙治　　上島巌
小池祐哉　　吉松美佐子　　嶋本裕
八木橋国博　　中島康雄

第3回日本IVR学会
関東地方会

200807 ﾋﾟｯｸﾞﾃｰﾙ型ｶﾃｰﾃﾙによる血管選
択術

34 上島巌　　小川普久　　滝澤謙治
小池祐哉　　吉松美佐子　　嶋本裕
八木橋国博　　中島康雄　○千葉清
○幕内晴朗
（○外科学（心臓血管外科））

第3回日本IVR学会
関東地方会

200807 TAE後にsealed ruptureを起こ
した巨大脾動脈瘤の一例

35 江原範重 放射線医学総合研
究所
第4回医学物理ｺｰｽ

200807 依頼講義 放射線診断物理学

36 中島康雄 第5回今日の放射
線診療研究会

200807 今日の放射線診療－日米の違
いに見る放射線医療－

37 栗原泰之 徳島大学ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ 200807 依頼講義 呼吸器の画像診断
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38 太田智行 22nd Workshop on
Endoscopic
Ultrasonography&
Abdominal US

200808 Sonographic diagnosis of
renal disease

39 栗原泰之　　八木橋国博　　松岡伸
栗原宜子　　中島康雄

The 33rd
Diagnostic
Imaging Seminar

200808 核磁気共鳴画像（MRI）による
形態診断

40 中島康雄　　吉松美佐子 JIVROSG第1回班会
議

200808 緩和ｹｱにおけるIVRの確立につ
いての研究

41 中島康雄　　五味弘道 大田原地区医師会
連絡会議

200808 ｱﾒﾘｶの予防医学及び予防接種

42 栗原泰之 第121回びまん性
肺疾患研究会

200808 A Case of Progressive
Dyspnea with Diffuse
Pulmonary Infiltration

43 小橋優子 第19回骨軟部放射
線診断ｾﾐﾅｰ

200808 下肢・足の疾患

44 ○松本純一　　服部貴行
（○救急医学）

第7回外傷外科手
術手技研究会-腎･
泌尿器損傷-

200808 腎動脈損傷に対する
Endovascular Stent挿入

45 太田智行 超音波診断  最新
の動向
SIEMENS社最新技
術

200808 乳癌超音波検査の展望
Automated Breast Scannerに
よる当院での臨床研究

46 中島康雄 日本産婦人科乳癌
学会第2回近畿支
部学術集会

200808 特別講演 乳房超音波の基礎と
臨床

47 滝澤謙治 JSAWI2008 200809 産科出血のIVR治療（放射線科
医の立場から）

48 ○Mutsuo Takagi　○Hiroyuki Matuzaki
○Kiyonobu Ikeda　○Daisi Hayata
◇Hiroshi Nakano　　Kunihiro Yagihashi
Kenji Takizawa
（○茅ヶ崎徳洲会病・外科）
（◇外科学（消化器・一般外科））

AVD 200809 A Case of the Multiple
Pancreaticoduodenal
Aneurysms which Shows the
Symptoms of in Hematemesis
and could be Cured
Completely by Aneurysm
Excision and TAE

49 吉松美佐子 IVR看護師ｾﾐﾅｰ 200809 大好きなQOL－それを評価する
技術

50 ○吉岡知子　○小池彩華　○岩谷胤生
○土屋恭子　○志茂新　○河原太
○川本久紀　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　　岡本恭子
印牧義英　　中島康雄
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 乳癌症例における高精細MRIに
よる両側同時撮影の対側乳房
病変の検討
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51 岡本恭子　　印牧義英　　岡崎寛子
中島康雄　○志茂新　○河原太
○川本久紀　○矢吹由香里　○緒方晴樹
○太田智彦　○福田護　◇前田一郎
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇診断病理学）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 両側高分解能MRIにおけるDCIS
の検出能の評価

52 岡崎寛子　○辻本文雄　　印牧義英
太田智行　　岡本恭子　　中島康雄
◇前田一郎　□川本久紀　□緒方晴樹
□矢吹由香里　□河原太　□土屋恭子
□太田智彦　□福田護
（○臨床検査医学）
（◇診断病理学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 示設討論 Neoadjuvant
chemotherapy (NAC)後超音波
(US)ﾏｰｷﾝｸﾞの有用性の検討

53 印牧義英　　中島康雄　○福田護
○戸崎光宏　◇角田博子　□中村清吾
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇聖路加病院放射線科）
（□聖路加病院乳腺科）

第16回日本乳癌学
会学術総会

200809 MRﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ実態調査報告

54 立澤夏紀　　上島巌　　太田智行
萩野りょう子　　吉松美佐子　　岡本恭子
森本毅　　中島康雄　○堤久　○力石辰也
◇三浦偉久男
（○腎泌尿器外科学）
（◇内科学（血液・腫瘍内科））

第28回泌尿器画像
診断研究会

200809 CT陰性尿路結石の1例

55 中島康雄 第36回日本磁気共
鳴医学会大会

200809 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 『MR
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨの現状と課題』

56 印牧義英 第36回日本磁気共
鳴医学会大会

200809 MRﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ実態調査報告

57 栗原泰之 第483回呼吸器臨
床談話会  特別例
会

200809 症例の臨床面（画像）の検討

58 栗原泰之 第483回呼吸器臨
床談話会  特別例
会

200809 症例検討 臨床・画像および病
理のｺﾒﾝﾃｰﾀｰ（画像）

59 栗原泰之 第483回呼吸器臨
床談話会  特別例
会

200809 ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 討論まとめ発表（画
像）

60 ○松本純一
（○救急医学）

第59回撮影技術ｾﾐ
ﾅｰ

200809 特別講演 救急疾患のCT－検査
の質は予後を左右する－

61 森本毅 第8回Clinical
3D-Imaging研究会

200809 依頼講演 腹部のMDCTの応用

62 ○松本純一
（○救急医学）

奈良CT
Conference14周年
記念特別講演会

200809 特別講演 救急診断における画
像検査の位置づけとCTﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ
の考え方
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63 吉松美佐子 日本IVR学会  IVR
看護師ｾﾐﾅｰ

200809 大好きなQOL－それを評価する
技術－

64 中島康雄 乳がん市民公開講
座

200809 依頼講師 「聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
の取り組み」  画像診断につ
いて

65 Kaoru Kitsukawa 10th World
Congress of
Socirty for
Tennis Medicine
and Science

200810 MR Imaging in Diagnosis
Ankle Injuries

66 Tomoyuki Ohta AOCR2008 200810 Initial Experience with
Automated Breast Volume
Scanner (ABVS) Using a
SomoVuTM Possibile
Application in Breast
Cancer Screening and
Associated Feasibility
Study

67 Tomoyuki Ohta AOCR2008 200810 The 6-8 rule for Acute
Appemelicitis in Pediatric
Patients

68 Kyoko Okamoto　　Yoshihide Kanemaki
Keiko Imamura　　Hiroko Okazaki
Yasuo Nakajima　○Mamoru Fukuda
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

AOCR2008 200810 Diagnostic Utility of
Proton Magnetic Resonance
Spectroscopy in Breast
Iesions

69 Iwao Uejima AOCR2008 200810 Evaluation of the
Usefulness of the New
Trancpedicular Puncture
Method Isocenter Puncture
Method (ISOP Method) for
Percutaneous Vertebroplasty
(PVP)

70 Takuya Suzuki　○Junichi Matsumoto
Takayuki Hattori　　Junko Araki
Hiroko Okamoto　○Hirotaka Yamashita
Yasuyuki Kurihara　◇Kenmei Kuramoto
（○救急医学）
（◇高津中央ｸﾘﾆｯｸ）

ASER2008 200810 Portable Chest Radiograph

71 Yasuo Nakajima The Second
Japanese-Korean
Joint Session of
36th Annual
Meeting

200810 Currrent Status of Trans-
catheter Treatment for
Acute Arterial Bleeding

72 中島康雄 FDﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 200810 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学の教育の基礎
を理解し、理念を共有する
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73 中島康雄 第14回つきじ放射
線研究会

200810 特別発言 JCR（日本放射線科
専門医会・医会）会長の立場
から

74 ○山下寛高　○松本純一　○箕輪良行
○平泰彦　　中島康雄　　服部貴行
船窪正勝　◇田島廣之　□水沼仁孝
△西巻博
（○救急医学）
（◇日本医大・放射線）
（□大田原赤十字・放射線）
（△北里大・救命救急）

第18回救急放射線
研究会

200810 CT所見に基づく肝、脾損傷分
類の提案

75 ○松本純一
（○救急医学）

第18回救急放射線
研究会

200810 ERｾﾐﾅｰ 胸腹部外傷のCT診断－
臓器損傷分類2008

76 八木橋国博　　栗原泰之　　萩野りょう子
中島康雄　○安藤幸二　○栗本典昭
○中村治彦　◇高木正之
（○外科学（呼吸器外科））
（◇診断病理学）

第22回胸部放射線
研究会

200810 胸壁発生のmyxofibrosarcoma
の1例

77 ○山下寛高　○松本純一　○箕輪良行
○田中拓　○柳井真知　○境野高資
○児玉貴光　○平泰彦
（○救急医学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 初期臨床研修医参加型ERでの
画像診断医の意義

78 田島信哉　　印牧義英　　岡本恭子
岡崎寛子　　嶋本裕　　前田一郎
栗原泰之　　中島康雄　○福田護
◇奥田逸子
（○外科学（乳腺・内分泌外科））
（◇虎の門病・放射線診断）

第44回日本医学放
射線学会秋季臨床
大会

200810 乳腺線維腺腫と共存した浸潤
性小葉癌の1例

79 藤川あつ子　　八木橋国博　　栗原宜子
栗原泰之　　中島康雄　○小尾竜生
○高間晴之　○田中逸
（○内科学（代謝・内分泌内科））

第44回日本医学放
射線学会秋季臨床
大会

200810 Basedow病に合併する胸腺過形
成

80 阿部達之　　境野晋二朗　　五味弘道
中島康雄

日本放射線腫瘍学
会第21回学術大会

200810 CTｶﾞｲﾄﾞ下放射線治療における
前立腺の移動量とD95の変化に
ついて

81 五味弘道　　阿部達之　○堤康一朗
○渡邉昭司　○大塚崇志　○赤澤吉弘
境野晋二朗　　中島康雄
（○耳鼻咽喉科学）

日本放射線腫瘍学
会第21回学術大会

200810 咽頭声門癌T2ND症例に対するｶ
ﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ/ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ併用放射線
治療の成績

82 Hiroshi Shimamoto　　Kenji Takizawa
Misako Yoshimatsu　　Yukihisa Ogawa
Kunihiro Yagihashi　　Yasuo Nakajima

RSNA2008 200811 Arterial Chemotherapy of
Exposed Progressive Breast
Cancer Using Sublavian
Arterial Reservoir System

83 五味弘道 第2回慈恵医大放
射線医学講座  市
民公開講座

200811 子宮頚がんの放射線治療
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84 印牧義英 第6回  平成20年
度川崎市乳がん検
診画像講習会

200811 線維腺腫と乳癌画像

85 江原範重 京都大学原子炉実
験所
ｱﾄﾑｻｲｴﾝｽﾌｪｱ講演
会2008

200812 依頼講師 暮らしの中の放射線
放射線の医学利用「放射線診
療：体内を診る・体内に運
ぶ」

86 中島康雄 川崎市放射線科医
会

200812 記念講演 臨床各科と放射線科
との連携

87 ○櫻井正児　◇福田護　□辻本文雄
中島康雄　△遠藤登喜子　▽森田孝子
☆中島一毅　□信岡祐彦
（○超音波ｾﾝﾀｰ）
（◇外科学（乳腺・内分泌外科））
（□臨床検査医学）
（△名古屋医療ｾﾝﾀｰ放射線）
（▽中日病院乳腺科）
（☆川崎医大乳腺甲状腺外）

第18回日本乳癌検
診学会

200812 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ II　乳房超音波画像
の精度管理 3. 乳がん検診に
用いる超音波診断装置の精度
管理と品質管理

88 太田智行　○辻本文雄　　中島康雄
岡崎寛子　　印牧義英　　岡本恭子
嶋本裕
（○臨床検査医学）

第18回日本乳癌検
診学会

200812 Automatically breast scan
(ABS) Somo Vu TMの使用初期
経験 乳癌検診導入の可能性，
通常乳房超音波検査との比較

89 ○岡村隆徳　◇辻本文雄　○櫻井正児
太田智行　　岡崎寛子　　中島康雄
□福田護
（○超音波ｾﾝﾀｰ）
（◇臨床検査医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

第18回日本乳癌検
診学会

200812 自動式乳房超音波検査(Somo
Vu)に対するｱﾝｹｰﾄ調査

90 栗原泰之 第434回日本放射
線学会関東地方会

200812 見落とすと生死に関わる画像
所見～胸部～

91 栗原泰之 第121回びまん性
肺疾患研究会

200901 画像司会 慢性好酸球性肺炎の
既往をもつ両性肺野ｽﾘｶﾞﾗｽ影
の1例

92 森本毅　　中島康雄　○三宅基隆
◇市川珠紀　□富松英人　○飯沼元
（○国立がんｾﾝﾀｰ中央・放）
（◇東海大医・画像診断）
（□岐阜市民病・放射線）

第20回医用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
動画像研究会

200901 CT colonographyにおけるｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀｰ支援検出（CAD）：早期
大腸癌の検出について

93 立澤夏紀　　橘川薫　　中島康雄
小橋優子　○杉原俊弘　◇千川昌弘
◇高木正之
（○整形外科学）
（◇診断病理学）

第20回骨軟部放射
線研究会

200901 膝窩部Reactive
Osteochondromatous Lesionの
一例

94 船窪正勝　○松本純一
（○救急医学）

第22回ﾐｯﾄﾞｳｨﾝﾀｰｾ
ﾐﾅｰ

200901 外傷の画像診断
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95 橘川薫 第26回清水整形外
科症例検討会

200901 特別講演 骨軟部領域における
画像診断のPitFall

96 中島康雄 日本がん治療認定
医機構  教育ｾﾐﾅｰ

200901 2008年度日本がん治療認定医
機構教育ｾﾐﾅｰ受講

97 Yukihisa Ogawa CAIRO UNIVERSITY
Lecture

200902 Regional Arterial Port-a-
cath Chemoinfusion for
Liver Tumors

98 ○松本純一
（○救急医学）

救急放射線画像
ﾌｫｰﾗﾑ

200902 特別講演 胸部救急疾患の画像
検査、画像診断

99 栗原宜子 第25回多摩画像医
学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

200902 CT・MRIが役立つ産婦人科救急
疾患

100 ○松本純一
（○救急医学）

第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 急性肺疾患の画像診断

101 吉松美佐子 第8回放射線科IVR
ｾﾐﾅｰ

200902 医療におけるQOL，IVRのため
のQOL～評価する方法、そして
そこから見えてくるものは？
～

102 森本毅 平成20年度胃が
ん･大腸がん検診
従事者講習会

200902 CTｺﾛﾉｸﾞﾗﾌｨｰによる大腸がん診
断と将来展望

103 Kenji Takizawa　　Yukihisa Ogawa
Misako Yoshimatsu　　Yasuo Nakajima
Kunihiro Yagihashi　　Atsuko Fujikawa
Hiroshi Shimamoto

SIR2009 200903 Development of a New
Subclavian Arterial
Infusion Chemotherapy
Method Using an Implanted
Catheter-Port System after
Redistribution of Arterial
Tumor Supply for Locally or
Recurrent Advanced Breast
Cancers

104 小川普久 2008年度日本腹部
救急医学会

200903 学会賞受賞 「消化管に対する
N-butyl-2-cyanoacrylateを用
いた経ｶﾃｰﾃﾙ的動脈塞栓術の濃
度別安全性の組織学的検証」

105 ○山下寛高
（○救急医学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 救急放射線ｾﾐﾅｰ（ERｾﾐﾅｰ） 急
性腹症の画像診断－血管病変
－

106 ○松本純一
（○救急医学）

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 救急放射線ｾﾐﾅｰ（ERｾﾐﾅｰ） 外
傷のCT
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1 永納和子 第102回医師国家
試験問題解説書

 200804 　

2 ○山中郁男　　永納和子
（○総合高津中央病院）

医師国試問題解説
ｱﾌﾟﾛｰﾁ'08
救急医学/麻酔

 200807  

3 舘田武志 ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ 第1
部患者さんによく
わかる薬の説明
2009年版

P725-734 200901 10.その他（漢方薬、ビタミ
ン、点眼薬など）  ｇ、麻酔
薬

4 永納和子 改訂版外科系実践
的看護ﾏﾆｭｱﾙ

  200903 　

1 西木戸修　　舘田武志 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 29(4)P53
8-539

200804 超音波検査が診断に有用で
あった腰部交感神経ブロック
後に生じた腸腰筋内血腫の1症
例

2 西木戸修　○増田豊　○橋本誠
○岡本健一郎　○松本知子　　舘田武志
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 29(5)P68
9-691

200805 変形性膝関節症に対する骨髄
減圧術施行中の骨髄内圧変化

3 ○白井美江子　　日野博文
（○聖マリアンナ医科大学病院クリニカル
エンジニア部）

Clinical
engineering

19(5)P48
4-489

200805 理想的な人工呼吸器管理チー
ムを目指して

4 Osamu Tajiri　　Takeshi Tateda
Maya Tanaka　　Hiroyuki Ito
Yasuko Yago　　Masashi Kanazawa
Jun Sasano

St. Marianna
Med. J.

36(3)P24
5-249

200806 A Case Fulminant Malignant
Hyperthermia During
Sevoflurane Anesthesia
Using Laryngeal Mask Airway

5 大橋弥生　　坂本三樹　　西迫良
高林令奈　　玉川隆生　　舘田武志

臨床麻酔 32(6)P10
93-1094

200806 Aarskog 症候群患者の麻酔経
験

6 舘田武志 臨床麻酔 32(7)P12
59

200807 印象記：第29回日本循環制御
医学会総会

7 西木戸修　○増田豊　　舘田武志
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 29(7)P97
9-982

200807 経椎間板法による腰部交感神
経節ブロックの末梢皮膚温に
及ぼす影響  -サーモグラフィ
による検討-

8 西木戸修　○増田豊　○樋口比登美
○岡本健一郎　○橋本誠　　舘田武志
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 29(9)P12
83-1285

200809 Interventional pain
management の透視時間・被爆
線量の検討

麻酔学　著書

麻酔学　誌上発表
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9 ○杉原玄久　　永納和子　　赤坂徳子
舘田武志
（○近江八幡市立総合医療センター麻酔
科）

麻酔 57(10)P1
273-1275

200810 拍動下冠動脈バイパス手術お
よび右残存肺全的術同時手術
の麻酔経験

10 田尻治　○舘田武志
（○麻酔学）

臨床麻酔 32(10)16
84-1686

200810 質疑応答  妊娠初期の妊婦に
全身麻酔下での腹腔鏡手術を
行ってもよいか？

11 ○岡本健一郎　　西木戸修
（○昭和大学横浜市北部病院麻酔科緩和ケ
ア）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 29(12)P1
605-1612

200812 レーザードップラー血流量計

1 舘田武志 第2回神奈川ｵﾋﾟｵｲ
ﾄﾞ研究会

200804 総合司会

2 森田さおり　　玉川隆生　　西迫良
坂本三樹　　舘田武志　○大坪毅人
（○消化器・一般外科）

第26回循環制御医
学会総会

200805 肝切除術における肝門部・下
大静脈遮断時の血行動態

3 舘田武志 日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 座長

4 金澤雅　　田尻治　　笹野淳　　矢郷泰子
土居朗子　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 セボフルレンはピルジカイニ
ドおよびフレカイニドの陰性
変力作用を増強する

5 赤坂徳子　　前山哲朗　　椋本知佐子
矢崎泰司　　坂本三樹　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 当院における閉塞性換気障害
患者の周術期管理の検討

6 森田さおり　　進藤由樹　　西迫良
赤坂徳子　　日野博文　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 レミフェンタニルによる気管-
気管支ステントの麻酔管理

7 玉川隆生　　森田さおり　　横塚牧人
田中麻香　　坂本三樹　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 開腹および腹腔鏡下移植腎摘
出法における麻酔管理の比較

8 進藤由樹　　王子盛嘉　　土居朗子
○矢崎泰司　　日野博文　　舘田武志
（○麻酔学）

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 照射血輸血後に高カリウム血
症を生じた２症例

9 矢郷泰子　　田尻治　　笹野淳　　金澤雅
椋本知佐子　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 婦人科腹腔鏡手術におけるれ
みふぇんたニルの投与が尿量
に与える影響について

10 高林令奈　　篠田麻衣子　　佐藤祐
西木戸修　　坂本三樹　　舘田武志

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 レミフェンタニルを用いた側
彎症手術

11 小幡由美　　永納和子　　西木戸修
○増田豊　　舘田武志
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

日本麻酔科学会第
55回学術集会

200806 椎間板法による腰部交感神経
節ブロックの検討‐斜位法‐

麻酔学　学会発表
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12 日野博文 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第55回学
術集会

200807 座長：第Ⅳ群

13 篠田麻衣子　　西木戸修　　笹野淳
舘田武志

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会 第55回学
術集会

200807 ２回の気管挿管ごとに反回神
経麻痺と繰り返した一例

14 田中麻香　　西木戸修　　宮沢章子
北山隆　　舘田武志　○増田豊
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学
会第42回大会

200807 特発性脳脊髄液減少症による
慢性硬膜下水血腫の２症例

15 大橋弥生　　西木戸修　　宮沢章子
北山隆　　舘田武志　○樋口比登美
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学
会第42回大会

200807 神経ブロック療法により軽快
した下肢リンパ浮腫の１例

16 O Nishikido　○K Okamoto　◇Y Masuda
T Tateda
（○Anesthesiology,Showa University
Yokohama Northem Hospital）
（◇Anesthesiology,Showa University
Yokohama School of Medicine）

12th world
congress on pain

200808 Changes in intramedullary
pressure during core
decompression

17 西木戸修 第7回神奈川痛み
の研究会

200809 仙骨硬膜外ブロックにおける
皮膚からの仙骨裂孔中央部ま
での距離

18 西木戸修 第7回神奈川痛み
の研究会

200809 座長：教育講演２

19 田尻治 第7回みなとみら
い麻酔ﾌｫｰﾗﾑ

200809 座長：16：00-17：10

20 日野博文 第7回みなとみら
い麻酔ﾌｫｰﾗﾑ

200809 座長：17：10-18：30

21 佐藤祐　　日野博文　　前山哲朗
升森泰　　横塚牧人

日本麻酔科学会関
東甲信越･東京支
部第48回合同学術
集会

200809 プロポフォール-セボフルラン
により単収縮高漸減が認めら
れたギランバレー症候群の１
例

22 王子盛嘉　　永納和子　　福島祐二
安藤由美　　田中麻香

日本麻酔科学会関
東甲信越･東京支
部第48回合同学術
集会

200809 ゴム製駆血帯にてラテックス
アレルギーが疑われた１症例

23 伊藤宏之　　田尻治　　矢郷泰子
金澤雅　　舘田武志

日本麻酔科学会関
東甲信越･東京支
部第48回合同学術
集会

200809 腹腔鏡下手術中に torsades
de pointes をきたした二次性
QT延長症候群に一症例

24 金澤雅　　田尻治　　伊藤宏之
矢郷泰子　　舘田武志

日本麻酔科学会関
東甲信越･東京支
部第48回合同学術
集会

200809 腹腔鏡下S状結腸切除術におい
て後骨筋神経麻痺を生じた１
症例
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25 西木戸修　　舘田武志　　篠田麻衣子
進藤由樹　　高林令奈　○増田豊
（○昭和大学医学部麻酔科学講座）

日本麻酔科学会関
東甲信越･東京支
部第48回合同学術
集会

200809 経椎間板法による腰部交感神
経節ブロックの末梢皮膚温に
及ぼす影響  -サーモグラ
フィックによる検討-

26 舘田武志 第4回緩和医療部
会講演会

200809 座長：特別講演

27 Yuji Fukushima　○Masao Kaneki
○Nobuyuki Shimizu　○Kyungho Chang
○J.A.Jeevendra Martyn
（○Anesthesia&Critical Care
Massachasetts General Hospital,chares
town,MA）

The 2008 ASA
Annual Meeting

200810 Role of Inos in Increased
GSK-3βActivity Following
Burn Injury in Skeletal
Muscle of Burned Rats

28 Saori Morita　　Miki Sakamoto
Takeshi Tateda

The 2008 ASA
Annual Meeting

200810 Changes of Stroke Volume
Variation in Patients
during Hepatic Vascular
Exclusion

29 篠田麻衣子　　進藤由樹　　安藤由美
坂本三樹　　舘田武志

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 パーキンソン疾患患者の開心
術後悪性症候群を発症した１
例

30 新澤正秀　○仙田正博　○入江友哉
○吉谷健司　○大西佳彦　　中島年人
（○国立循環器病センター）

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 超低体温下胸部下行及び胸腹
部大動脈瘤手術における体温
変化の運動誘発電位モニタリ
ングに及ぼす影響

31 新澤正秀　○仙田正博　○入江友哉
○吉谷健司　○能見俊浩
（○国立循環器病センター）

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 部分体外循環下胸部下行及び
胸腹部大動脈置換術における
運動誘発電位変化症例の検討

32 ○吉谷健司　○宮崎敦　○新澤正秀
○大西佳彦
（○国立循環器病センター）

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 胸腹部大動脈瘤手術において
運動誘発電位が消失から３時
間後に回復し運動麻痺をおこ
さなかった１症例

33 ○坂本三樹　　篠田麻衣子　　進藤由樹
舘田武志　◇西迫良　◇後藤晃一郎
安藤由美
（○麻酔学）
（◇石心会狭山病院）

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 肝動注用カテーテルによる胸
腹部仮性動脈瘤に対しパッチ
形成術およびオープンステン
ト術を施行した１症例

34 進藤由樹　　舘田武志　　坂本三樹
横塚牧人

日本心臓血管麻酔
学会 第13回学術
大会

200811 Brugada 症候群に虚血性心疾
患を合併した患者の頚椎手術
に対する麻酔管理の一例

35 舘田武志 日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 座長：大量出血

36 高林令奈　　日野博文　　舘田武志
篠田麻衣子　　佐藤祐　　進藤由樹

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 術前未診断の悪性褐色細胞腫
頚椎転移の麻酔経験
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37 安藤由美　　永納和子　　王子盛嘉
田中麻香　　福島祐二

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 低心機能患者の褐色細胞腫麻
酔経験

38 横塚牧人　　赤坂徳子　　王子盛嘉
玉川隆生　　坂本三樹　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 抗リン脂質抗体症候群を合併
した特発性血小板減少性紫斑
病患者の周術期管理

39 福島祐二　　安藤由美　　伊藤宏之
佐藤祐　　永納和子

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 内腸骨動脈バルーンカテーテ
ルを用いた前置癒着胎盤患者
の麻酔管理

40 佐藤祐　　笹野淳　　前山哲朗
西木戸修　　日野博文　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 術後にコレステロール結晶塞
栓症と診断された一症例

41 ○申美和　　赤坂徳子　　矢崎泰司
舘田武志
（○初期臨床研修センター）

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 術後高血圧により肺水腫をき
たした症例

42 篠田麻衣子　　日野博文　　升森泰
森田さおり　　舘田武志

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 筋緊張性ジストロフィー合併
３症例の麻酔経験

43 進藤由樹　　矢崎泰司　　椋本知佐子
舘田武志

日本臨床麻酔学会
第28回大会

200811 重症胎児水腫にて胎児麻酔を
必要とした妊婦に対する帝王
切開の麻酔

44 ○四万村司　◇新井達弘　□二宮正人
◇今井陽子　◇有木宏宗　　西木戸修
△鈴木直　▽峯下昌道　　舘田武志
○大坪毅人
（○消化器・一般外科）
（◇聖マリアンナ医科大学緩和医療部会）
（□神経精神科学）
（△産婦人科学（婦人科））
（▽呼吸器・感染症内科）

第70回 日本臨床
外科学会総会

200811 当院における緩和ケアチーム
の役割と現状

45 赤坂徳子 第2回神奈川3大学
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾌｫｰﾗﾑ

200812 尿管ステント挿入時における
レミフェンタニルの使用症例

46 舘田武志 第2回神奈川3大学
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾌｫｰﾗﾑ

200812 座長：特別講演

47 坂本三樹 第23回心臓血管外
科ｳｨﾝﾀｰｾﾐﾅｰ

200901 麻酔科医からみた開心術術後
管理と業務分担

48 田尻治 神奈川麻酔医会
平成20年度学術集
会

200902 座長：一般演題１

49 ○天神和美　　日野博文　　王子盛嘉
横塚牧人　　坂本三樹　　舘田武志
（○初期臨床研修センター）

神奈川麻酔医会
平成20年度学術集
会

200902 脊椎麻酔後心電図上 Morbitz
Ⅱ型の変化を認めた1症例
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50 H. Hino　　A. Anzai　　T. Tateda
J. Sasano

International
Anesthsisa
Research Society
2009 Annual
meeting

200903 THE VENULE, NOT CAPILLARY,
MAY REPRESENT THE CRITICAL
SITE FOR MICROCIRCULATORY
DETERIORATION UPON
PERIPHERAL NERVES AND THE
PROTECTIVE EFFECTS OF
DANAPALOID IN THE ACUTE
SEPTIC RAT MODEL

51 H. Hino　　A. Anzai　　T. Tateda
J. Sasano

Kosakasession
:Top 4 study for
Kasaka award
,IARS 2009

200903 THE VENULE, NOT CAPILLARY,
MAY REPRESENT THE CRITICAL
SITE FOR MICROCIRCULATORY
DETERIORATION UPON
PERIPHERAL NERVES AND THE
PROTECTIVE EFFECTS OF
DANAPALOID IN THE ACUTE
SEPTIC RAT MODEL

52 Hirofumi Hino AECOM-MMC
critical care
conference

200903 The peripheral nerve
disorders in sepsis
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1 箕輪良行 救急診療指針 改
訂第3版

P.42～50 200804 救急検査と評価

2 箕輪良行 高齢者の口腔機能
管理-高齢者の心
身の特性を踏まえ
た在宅歯科医療を
進めるには-

P.93～
104

200805 歯科医が知っておきたい緊急
時の対応

3 平泰彦　○脇坂宗親
（○外科学（小児外科））

実践 小児外傷初
療学 初期対応と
緊急処置

P.100～
111

200806 胸部外傷

4 箕輪良行 標準救急医学第4
版

P.298～
305

200903 頭痛、めまい、痙攣、失神

1 平泰彦 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2)P.1
87～194

200804 臨床医学教育の現状と課題：
救急医学

2 森澤健一郎　　桝井良裕　○明石勝也
（○役員）

救急医学 32(4)P.3
74～377

200804 循環器疾患の救急診療におけ
る全般的な診療上の注意点と
ﾎﾟｲﾝﾄ 診察の基本 聞き逃して
はならない問診と見逃しては
ならない身体所見

3 境野高資 救急医療ｼﾞｬｰﾅﾙ 16(2)P.6
～11

200804 意識障害・痙攣

4 箕輪良行 JJNｽﾍﾟｼｬﾙ 救急ｹｱ
最前線 知ってお
くべき救急初期対
応

(81)P.8
～11

200804 知っておくべき救急初期対応

5 児玉貴光　　箕輪良行 JJNｽﾍﾟｼｬﾙ 救急ｹｱ
最前線 知ってお
くべき救急初期対
応

(81)P.72
～73

200804 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｱｰｼﾞ

6 小山泰明 JJNｽﾍﾟｼｬﾙ 救急ｹｱ
最前線 知ってお
くべき救急初期対
応

(81)P.10
8～113

200804 ＥＲ 最近の初期救急 ｾｶﾝﾀﾞﾘｰ
ABCD 院内で患者が急変したら

7 大内崇裕 JJNｽﾍﾟｼｬﾙ 救急ｹｱ
最前線 知ってお
くべき救急初期対
応

(81)P.14
0～143

200804 ＥＲ 最近の初期救急 脳卒中
の"7D"

8 松本純一　　平泰彦　　箕輪良行
○中島康雄
（○放射線医学）

月刊ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 1(2)P.58
～63

200805 胸部 胸部外傷

救急医学　著書

救急医学　誌上発表
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9 児玉貴光　　箕輪良行 Medical Practice 25臨増
P.411～
416

200805 救急・応急のための基本手技
JATEC法

10 児玉貴光　　箕輪良行　　桝井良裕
平泰彦　○明石勝也
（○役員）

日本臨床救急医学
会雑誌

11(3)P.2
92～299

200806 川崎市における救急車の適正
利用に関する検証

11 箕輪良行 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 10(3)P.3
64～366

200806 特集にあたって めまいが苦手
なその訳は

12 田中拓 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 10(3)P.4
12～416

200806 有用な薬物診療はどうなって
いるんですか?

13 藤谷茂樹 HANDS-ON 3(2)P.44
～47

200806 院内急変時のﾁｰﾑ医療指導の手
引き 米国最新ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育に
学ぶ医療事故対策におけるRRT
の位置づけと看護教育への応
用

14 ○山下雅知　◇明石勝也　○太田凡
○瀧健治　○瀧野昌也　○寺澤秀一
○林寛之　○本多英喜　○堀進悟
箕輪良行　○山田至康　○山本保博
（○日本救急医学会ER検討特別委員会）
（◇役員）

日本救急医学会雑
誌

19(7)P.4
16～423

200807 日本救急医学会救急科専門医
指定施設におけるER型救急医
療の実施状況

15 松本純一　　山下寛高　　箕輪良行
平泰彦　○中島康雄
（○放射線医学）

映像情報Medical 40(8)P.6
90～694

200807 救急診療における造影ＣＴﾌﾟﾛ
ﾄｺﾙの考え方

16 松本純一　○山下寛高　　箕輪良行
平泰彦　○中島康雄
（○放射線医学）

臨床画像 24(8)P.1
033～
1035

200808 救急画像診断における私の教
訓症例 正確な診断は質の高い
検査から

17 児玉貴光　　箕輪良行 Medical Torch 4(1)P.32
～35

200808 外科医のための救命救急ﾏﾆｭｱﾙ
TAE(Transcatheter Arterial
Embolization)

18 ○安藤幸二　　平泰彦
（○外科学（呼吸器外科））

救急医学 32(8)P.8
91～899

200808 ＥＲにおける胸部外傷への対
応

19 ○小野元　◇佐々木直　◇長谷川泰弘
○橋本卓雄　　平泰彦　　箕輪良行
□明石勝也
（○脳神経外科学）
（◇内科学（神経内科））
（□役員）

日本救急医学会雑
誌

19(9)P.9
14～920

200809 Prehospital Stroke Scale に
よる脳卒中救急患者ﾄﾘｱｰｼﾞの
効果

20 平泰彦　　和田崇文 救急医学 32(10)P.
1267～
1276

200809 敗血栓塞栓症および深部静脈
血栓症の診断・治療・予防に
関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

21 和田崇文 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 23P.468
～471

200809 副作用と毒性 ｼｮｯｸの発見と対
応
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22 藤谷茂樹 LiSA 15(9)P.8
58～862

200809 SSI(手術部位感染)の予防 予
防的抗菌薬の使い方

23 藤谷茂樹 HANDS-ON 3(3)P.44
～49

200809 院内急変時のﾁｰﾑ医療指導の手
引き 米国最新ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育に
学ぶDifficult airwayのﾄﾚｰﾆﾝ
ｸﾞ

24 若竹春明　　箕輪良行 治療 90(9)P.2
524～
2528

200809 腹痛を遅れて呈する腹部外傷
のﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙ

25 児玉貴光　　箕輪良行 Medical Torch 4(2)P.34
～37

200811 外科医のための救命救急ﾏﾆｭｱﾙ
骨盤骨折(1)

26 藤谷茂樹 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾉｰﾄ 10(8)P.1
180～
1187

200811 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸの呼吸・循環管
理 造影剤によるｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ

27 齋藤賢一　　箕輪良行 月刊ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 1(8)P.10
0～107

200811 造影CT検査中の急変

28 箕輪良行 総合診療医学 13(2)P.2
09～210

200812 Perspective 病院総合医をど
う育てるか

29 平泰彦 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(6)P.5
21～529

200812 ｼｮｯｸの概念の変遷 ｼｮｯｸの本態
は組織酸素代謝異常である

鹿志村剛　　細山明子　　古屋利行
小松弘嗣　　平泰彦

日本高気圧環境･
潜水医学会雑誌

43(4)P.1
95～201

200812 急性一酸化炭素中毒における
光照射を用いた新しい治療に
ついての検討

31 境野高資 ﾌﾟﾚﾎｽﾋﾟﾀﾙ･ｹｱ 21(6)P.4
4～46

200812 海外の救急事情 ｵｰｽﾄﾗﾘｱの病
院前救護とAIR AMBULANCE

32 山下寛高　　松本純一　　箕輪良行
平泰彦　○中島康雄
（○放射線医学）

救急医学 32(13)P.
1749～
1755

200812 救急における単純X線診断の意
義

33 藤谷茂樹 HANDS-ON 3(4)P.40
～43

200812 院内急変時のﾁｰﾑ医療指導の手
引き 米国最新ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育に
学ぶ院内急変対応立案までの
道のり

34 児玉貴光　　箕輪良行 救急医学 33(1)P.5
5～59

200901 疾患・病態別の気道確保の実
際 顔面外傷

35 児玉貴光 日本救急医学会中
部地方会誌

4P.12～
15

200901 救急現場活動における警察機
関の関与についての調査

36 松本純一　○新美浩
（○聖隷横浜病院）

Intensivist 1(1)P.33
～39

200901 画像診断 画像検査の位置づけ
と画像所見の意味

実験動物飼育管理研究施設
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37 田中拓　　上山裕二　○井上哲也
境野高資　　大橋仁志　　小山泰明
箕輪良行
（○船橋市立医療ｾﾝﾀｰ）

日本救急医学会雑
誌

20(2)P.6
0～66

200902 大学病院に併設した夜間急患ｾ
ﾝﾀｰ受診患者の致死的疾患は
0.3%であった

38 松本純一　　山下寛高　○栗原泰之
（○放射線医学）

映像情報Medical 41(2)P.1
84～191

200902 救急診療、ICU、重症患者の診
療とﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ胸部単純X線写真

39 箕輪良行 JIM 19(2)P.1
27～129

200902 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育のためのｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
外傷のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育
ATLS,PTLA,JATECについて

40 児玉貴光　　藤谷茂樹 医療安全 6(1)P.20
～23

200903 日本での取り組み事例 聖ﾏﾘｱﾝ
ﾅ医科大学 医療事故対策とし
てのRRTの有用性と導入に向け
た取り組み

1 松本純一 第67回日本医学放
射線学会総会

200804 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ10 単純?造影?それ
とも:重要な病態を見逃さない
ためのCTﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ

2 柳井真知 第105回日本内科
学会総会･講演会

200804 集中治療室における抗菌薬耐
性化防止対策

3 江上順子　　藤谷茂樹 第82回日本感染症
学会総会･学術講
演会

200804 結核類似の上肺野空洞病変を
有するMycobacterium szulgai
の2症例の経験

4 高橋政照　　箕輪良行　　平泰彦
関一平　　中澤暁雄　　藤縄宜也
○明石勝也
（○役員）

第22回日本外傷学
会

200805 生体を用いたﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ手
技ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽの問題点

5 松本純一 第15回石巻地区医
用画像研究会

200805 特別講演 外傷診療における画
像検査-その重要性を理解する
-

6 児玉貴光　　桝井良裕　　平泰彦
箕輪良行　○明石勝也
（○役員）

第11回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200806 DMAT運用における問題点とそ
の解決策

7 ○内田将司　　柳井真知　◇石郷岡晋也
森澤健一郎　　児玉貴光　　井上哲也
藤谷茂樹　　平泰彦　　箕輪良行
（○脳神経外科学）
（◇内科学（消化器・肝臓内科））

第11回日本臨床救
急医学会総会･学
術集会

200806 急激な経過をたどった
Clostridium
perfringens(C.perfringens)
による肝膿瘍の一例

8 ○小野元　◇佐々木直　◇長谷川泰弘
平泰彦　　箕輪良行　□明石勝也
（○脳神経外科学）
（◇内科学（神経内科））
（□役員）

第22回日本神経救
急学会学術集会

200806 Prehospital Stroke Scaleに
よる脳卒中救急患者ﾄﾘｱｰｼﾞの
効果

救急医学　学会発表
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9 柳井真知　　森澤健一郎　　児玉貴光
井上哲也　　藤谷茂樹　　平泰彦
箕輪良行

第5回日本臨床高
気圧酸素･潜水医
学会学術総会

200806 急激な経過をたどった
Clostridium
perfringens(C.perfringens)
による肝膿瘍の一例

藤縄宜也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
医学会第55回学術
集会ならびに平成
20年度評議員会･
総会

200807 ﾗｯﾄの出血性ｼｮｯｸﾓﾃﾞﾙにおける
人工酸素運搬体(HbV)の有用性
の検討

11 松本純一 第4回臨床研修医
のための画像診断
ｾﾐﾅｰ

200807 救急：今日から使える!ﾎﾟｰﾀﾌﾞ
ﾙ写真読影のﾎﾟｲﾝﾄ

12 ○田中克之　　箕輪良行　◇月川賢
□方波見卓行　△岡田智幸　▽須賀万智
▽吉田勝美
（○脳神経外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□内科学（代謝・内分泌内科））
（△耳鼻咽喉科学）
（▽予防医学）

第40回日本医学教
育学会大会

200807 初期臨床研修におけるﾎﾟｰﾄﾌｫｰ
ﾘｵ評価の有用性の検討

13 田中拓　　上山裕二　○井上哲也
児玉貴光　　箕輪良行
（○船橋市立医療ｾﾝﾀｰ）

第40回日本医学教
育学会大会

200807 大学病院付属の夜間急患ｾﾝﾀｰ
における研修内容の検討

14 松本純一　○服部貴行
（○放射線医学）

第7回外傷外科手
術手技研究会-腎･
泌尿器損傷-

200808 腎動脈損傷に対する
Endovascular Stent 挿入

15 藤谷茂樹 第23回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200809 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ1 救命医療におけ
るsimulation training

16 児玉貴光　　和田崇文　　平泰彦
○明石勝也
（○役員）

第23回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200809 当院における硫化水素ｶﾞｽ中毒
対策ﾏﾆｭｱﾙ作成について

17 小山泰明 第23回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200809 他院では受け入れ不能で2次救
急病院である川崎市立多摩病
院が収容した救急患者の実態

18 小林哲士　○藤谷博人　◇内藤隆廣
◇山下勝史　◇別府諸兄　　平泰彦
（○スポーツ医学）
（◇整形外科学）

第23回日本救命医
療学会総会･学術
集会

200809 大学ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部における
ﾁｰﾑﾄﾞｸﾀｰの役割-外傷発生時の
対応を中心に-

19 松本純一 奈良CT
Conference 14周
年記念特別講演会

200809 特別講演「救急診療における
画像検査の位置づけとCTﾌﾟﾛﾄ
ｺｰﾙの考え方」

実験動物飼育管理研究施設

10

- 371 -



番号 氏                名
誌上発表／著書／

学会発表
巻・号・

頁
発表西暦

年次
研    究    題    目

20 小野元 第4回世界移植DAY 200809 Session2-1 臓器移植を推進す
るために-Donar Action
Program を用いた当院でのﾓﾃﾞ
ﾙ

21 ○小野元　　桝井良裕　◇吉野茂
□向井敏二　△秋山政人　▽高橋公太
（○脳神経外科学）
（◇医療安全管理室）
（□法医学）
（△新潟県臓器移植ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）
（▽新潟大学泌尿器科）

第44回日本移植学
会総会

200809 臓器提供自体に問題となる外
因死等の検討

22 ○Yuji UEYAMA　○Yoshiyuki MINOWA
（○St.Marianna University,School of
Medicine）

67th Annual
Meeting of the
American
Association for
the Surgery of
Trauma

200809 EPIDEMIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF TRAUMA
PATIENTS AT THE RURAL
EMERGENCY MEDICAL CENTER IN
JAPAN:A COMPARISION WITH
LEVEL Ⅲ/Ⅳ TRAUMA CENTERS
IN USA

23 ○Takuya Suzuki　○Junichi  Matsumoto
○Takayuki Hattori　◇Junko Araki
○Hiroko Okamoto　○Hirotaka Yamashita
○Yasuyuki Kurihara　◇Kenmei Kuramoto
○Yasuo Nakajima
（○St.Marianna University School of
Medicine）
（◇災害医療ｾﾝﾀｰ）

2008 American
Society of
Emergency
Radiology

200810 Portable Chest Radiograph

24 中澤暁雄　　下澤信彦　　高橋浩雄
関一平　　藤縄宜也　　高橋政照
森澤健一郎　　柳井真知

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ・砒素同時摂取による
自殺企図の1例

25 川崎成郎　　大橋仁志　　和田崇文
桝井良裕　　藤谷茂樹　○明石勝也
平泰彦
（○役員）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 消化管運動からみた急性期栄
養管理

26 山下寛高　　松本純一　　箕輪良行
田中拓　　柳井真知　　境野高資
児玉貴光　　平泰彦

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 初期臨床研修医参加型ERでの
画像診断医の意義

27 児玉貴光　　箕輪良行　　和田崇文
平泰彦　○明石勝也
（○役員）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾞｶｯｼｮﾝ7 川崎市にお
ける転院搬送ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ徹底の
試み

28 田中拓　　箕輪良行　　上山裕二
○井上哲也　　境野高資　　大橋仁志
小山泰明　　柳井真知　　下澤信彦
齋藤賢一　◇明石勝也
（○船橋市立医療ｾﾝﾀｰ）
（◇役員）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4 大学病院ERにおけ
る臨床研修の効果

29 森澤健一郎　　高橋浩雄　　柳井真知
藤谷茂樹　　平泰彦

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 敗血症における血中と皮下組
織の乳酸値に関わる検討
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30 高橋政照　　平泰彦　　箕輪良行
○大坪毅人　◇明石勝也
（○外科学（消化器・一般外科））
（◇役員）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰから見た日本人外科
医の外傷ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

31 藤縄宜也　　関一平　　中澤暁雄
下澤信彦　　高橋政照　　森澤健一郎
柳井真知　　高橋浩雄

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 老人施設からのCPA搬送に関す
る問題点

32 藤谷茂樹　　児玉貴光　　平泰彦
森澤健一郎　　柳井真知　　高橋浩雄
桝井良裕　　和田崇文　　箕輪良行

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 米国式院内急変対応 Medical
Emergency Teamの導入

33 柳井真知　　高橋浩雄　　森澤健一郎
藤谷茂樹　　箕輪良行　　平泰彦

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 集中治療室における抗菌薬耐
性化防止対策

34 ○小野寺英孝　○中山博文　○松森隆史
○中村歩希　○榊原陽太郎　○田口芳雄
中澤暁雄　　関一平
（○脳神経外科学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 脳神経外科における積極的栄
養管理

35 ○中山博文　○松森隆史　○小野寺英孝
○中村歩希　○榊原陽太郎　○田口芳雄
中澤暁雄　　関一平
（○脳神経外科学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 くも膜下出血におけるｼﾍﾞﾚｽﾀｯ
ﾄﾅﾄﾘｳﾑの効果(Efficacy of
sivelestat sodium in
subarachnoid hemorrhage)

36 ○Nakajima Yasuo　○Takizawa Kenji
○Ogawa Yukihisa　○Funakubo Masakatsu
○Yagihashi Kunihiro
○Yoshimatsu Misako
Matsumoto Junichi
Yamashita Hirotaka　○Hattori Takayuki
（○放射線医学）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 救急医療の進歩 急性動脈性出
血に対する経ｶﾃｰﾃﾙ的治療の現
状(Progress in Emergency
Medicine Current status of
trans-catheter treatment
for acute arterial
bleeding)

37 ○小野元　◇吉野茂　　桝井良裕
箕輪良行　　平泰彦　○田中雄一郎
森澤健一郎　　藤谷茂樹
（○脳神経外科学）
（◇医療安全管理室）

第36回日本救急医
学会総会･学術集
会

200810 救急医療における移植医療 ﾘｽ
ｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを中心とした臓器提
供体制のｼｽﾃﾑ構築

38 ○Y.EGAMI　◇A.SEKINE　◇T.OGURA
□T.SAITO　△R.SAWAMOTO　○S.FUJITANI
（○St.Marianna Univ.）
（◇Kanagawa Heart Respiratory Ctr.）
（□Ibaragi Higashi Natl. Hosp.）
（△Fukuoka Natl. Hosp.）

48th Annual
ICAAC/IDSA 46th
Annual Meeting

200810 Review of 15 Cases of
Mycobacterium szulgai Lower
Respiratory Infection

39 山下寛高　　松本純一　　箕輪良行
平泰彦　○中島康雄　○服部貴行
○船窪正勝　◇田島廣之　□水沼仁孝
△西巻博
（○放射線医学）
（◇日本医科大学放射線医学）
（□大田原赤十字病院放射線科）
（△北里大学救命救急医学）

第18回救急放射線
研究会

200810 CT所見に基づく肝、脾損傷分
類の提案
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40 ○園部智子　　川崎成郎　　和田崇文
◇大坪毅人　　平泰彦
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））

第70回日本臨床外
科学会総会

200810 気腫性腎盂腎炎の1例

41 Takamitsu Kodama 11th Western
Pacific Congress
on Chemotherapy
and Infectious
Diseases

200812 Successful reduction of
Pseudomonas aeruginosa
susceptibility in ICU with
use of CDC 12 steps
guideline

42 箕輪良行 第32回日本眼科手
術学会総会

200901 教育ｾﾐﾅｰ20 ﾍﾞﾃﾗﾝ臨床医のた
めのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

43 川崎成郎　○鈴木裕　○川崎優子
○小沼宗大　○木下博子　○山崎望
○柏木秀幸　　平泰彦
（○東京慈恵会医科大学）

第24回日本静脈経
腸栄養学会

200901 栄養投与経路の変化による栄
養学・形態学的評価

44 ○入佐温子　　児玉貴光　○小原秀樹
○神保大士　○藤野智子　○本舘教子
○熊木孝代　　和田崇文　　平泰彦
（○看護部）

第14回日本集団災
害医学会総会･学
術集会

200902 当院看護部による災害研修の
教育効果について

45 児玉貴光　○小原秀樹　○神保大士
○入佐温子　○藤野智子　○本舘教子
和田崇文　　平泰彦
（○看護部）

第14回日本集団災
害医学会総会･学
術集会

200902 災害訓練における体験学習～
看護学生からのｱﾝｹｰﾄ調査～

46 若竹春明　　児玉貴光　　齋藤賢一
藤谷茂樹　　和田崇文　　平泰彦

第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 多臓器不全を呈した肺炎球菌
性敗血症の剖検例

47 児玉貴光　　藤谷茂樹　　和田崇文
若竹春明　　平泰彦

第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 初期臨床研修医に対するｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝを用いたMET/RRT教育の効
果に関する検討

48 ○小野元　　藤谷茂樹　　和田崇文
齋藤賢一　　桝井良裕　　箕輪良行
平泰彦
（○脳神経外科学）

第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 ﾄﾞﾅｰｿｰｽとしての集中治療ﾘｽｸﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄを中心とした臓器提供
体制のｼｽﾃﾑ構築 いかにﾄﾞﾅｰを
見過ごさないかへの提言

49 藤谷茂樹 第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 CTG委員会からの報告「集中治
療医学会としての共同臨床研
究の支援 海外の現況を踏まえ
て」米国の臨床経験からみる
共同臨床研究のあり方

50 藤谷茂樹　○讃井将満　◇林淑朗
□橋本圭司
（○自治医大さいたま医療ｾﾝﾀｰ）
（◇Brisbane&Women'sHosp.）
（□東京医科歯科大学）

第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 集中治療における研修医教育
標準的な集中治療医学の普及
を目指す若手医師の集まり”
JSEPTIC(日本集中治療教育研
究会)”の発足

51 松本純一 第36回日本集中治
療医学会学術集会

200902 急性肺疾患の画像診断
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52 ○三浦和裕　◇櫻井丈　○上原悠也
○京井玲奈　◇瀬上航平　○園部智子
○嶋田仁　□野田顕義　◇佐々木貴浩
◇諏訪敏之　◇小林慎二郎　◇陣内祐二
◇戸部直孝　◇小泉哲　◇四万村司
◇牧角良二　　平泰彦　◇大坪毅人
（○外科学）
（◇外科学（消化器・一般外科））
（□内科学（血液・腫瘍内科））

第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 腹部刺創の検討

53 山下寛高 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 急性腹症の画像診断 血管病変

54 松本純一 第45回日本腹部救
急医学会総会

200903 外傷のCT
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1 信岡祐彦 検査と技術 36巻4号
P322

200804 心ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽ

2 信岡祐彦 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36巻2号
P87-92

200804 ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟの現状と課題

3 辻本文雄 臨床画像 24巻4号
P29-44

200804 若手放射線医が知っておきた
い腹部救急の画像診断　画像
解剖と基本検査の知識　腹部
超音波検査の適応と役割

4 信岡祐彦 検査と技術 36巻5号
P396

200805 ｴﾌﾞｽﾀｲﾝ奇形

5 信岡祐彦 検査と技術 36巻6号
P476

200806 左房粘液腫

6 ○Kengo SUZUKI　○Takashi SHIMOZATO
○Seisyou KOU　○Masaki IZUMO
○Akio HAYASHI　○Masachika TAMURA
○Naohiko OSADA　○Fumihiko MIYAKE
◇Eiji OHTAKI　　Sachihiko NOBUOKA
（○内科学（循環器内科））
（◇Ohtaki Heart Clinic）

日本臨床生理学会
誌

38巻3号
P175-178

200806 Cerebral Embolism Caused by
a Left Intraventricular
Mobile Thrombus in a
Patient with Severe
Systolic Dysfunction

7 ○山田利津子　○上野聰樹　◇山田誠一
辻本文雄
（○眼科学）
（◇東京医科歯科大学国際環境寄生虫病学
講座）

あたらしい眼科 25巻6号
P847-850

200806 磁気治療器の家兎眼窩内網膜
中心動脈の血流動態への効果

8 ○Ritsuko Yamada　◇Yasuo Sugata
Fumio Tsujimoto
（○眼科学）
（◇（財）日産厚生回玉川病院眼科）

World
Ophthalmology
Congress
Hong Kong

CT-D2-
470

200806  Questions on Describing
the Flow Direction of
Orbital Ophthalmic Artery

9 辻本文雄 Nephrology
Frontier

7巻2号
P176-186

200806 画像診断　腎の超音波検査・
診断法　ﾄﾞﾌﾟﾗ法の原理とその
応用

10 信岡祐彦 検査と技術 36巻7号
P617

200807 僧帽弁狭窄症と心房中隔瘤

11 ○Mai KURATA　○Nobuyoshi NARITA
○Keito TORIKAI　○Hirofumi TAKEOKA
Sachihiko NOBUOKA　○Masatoshi HARA
○Midori NARITA　○Yuko TOHYOU
○Masato ISHIBASHI　○Yuka SUZUKI
○Takahide MATSUDA　◇Fumihiko MIYAKE
（○Department of Internal Medicine）
（◇内科学（循環器内科））

日本臨床生理学会
誌

38巻4号
P209-213

200808 Foiiow-Up Study of Elderly
Subjects Receiving Annual
Health Checkups

12 信岡祐彦 検査と技術 36巻8号
P692

200808 心房中隔欠損症

臨床検査医学　誌上発表
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13 信岡祐彦　○鈴木健吾
（○内科学（循環器内科））

検査と技術 36巻9号
P819

200809 感染性心内膜炎

14 辻本文雄 JCRﾆｭｰｽ(日本放射
線科専門医会･医
会誌)

NO166
P27-28

200809 JCR超音波ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰに関する
将来展望

15 辻本文雄 Nephrology
Frontier

7巻3号
P272-283

200809 画像診断Imaging Ａｐｐｒｏ
ａｃｈ腎の超音波検査・診断
法　超音波の基礎知識とﾊｰﾓﾆｯ
ｸｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ(1)

16 信岡祐彦 検査と技術 36巻11号
P1214

200810 肺動脈血栓塞栓症

17 ○鶴岡佳代　○安田隆　○谷澤雅彦
○小板橋賢一郎　○嶋崎美奈子　○櫻田勉
○白井小百合　○柴垣有吾　○木村健二郎
辻本文雄
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36巻5号
P435-445

200810 慢性腎臓病におけるﾍﾟﾝﾌﾙﾌﾞﾀﾝ
造影超音波を用いた小葉間動
脈の血流評価

18 信岡祐彦 検査と技術 36巻12号
P1324

200811 肥大型閉塞性心筋症

19 信岡祐彦 検査と技術 36巻13号
P1406

200812 肺高血圧症

20 辻本文雄 Nephrology
Frontier

7巻4号
P392-398

200812 腎の超音波検査・診断法　超
音波の基礎知識とﾊｰﾓﾆｯｸｲﾒｰｼﾞ
ﾝｸﾞ(2)

21 信岡祐彦 日本医事新報 4423号
P89

200901 一般臨床における入浴指導の
ﾎﾟｲﾝﾄ

22 辻本文雄 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37巻1号
P51-63

200902 超音波診断の新たな展開

23 ○秋山佳子　○清水裕子　○稲村祥代
○中谷信一　○土田浩生　○石井修
○松田隆秀　　信岡祐彦
（○内科学（総合診療内科））

日本未病ｼｽﾃﾑ学会
雑誌

14巻2号
P338-341

200903 両手足のしびれと起立困難で
受診した55歳男性例

1 ○市瀬正寿　◇前田一郎　　辻本文雄
○桜井正児　□福田護
（○超音波ｾﾝﾀｰ）
（◇診断病理学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

第20回日本乳腺甲
状腺超音波診断会
議

200804 超音波画像上悪性所見を呈し
た乳管腺腫の2症例

2 ○山田利津子　　辻本文雄　◇宮内元樹
○上野聰樹
（○眼科学）
（◇超音波ｾﾝﾀｰ）

第112回日本眼科
学会総会

200804 黄連解毒湯投与後の家兎眼窩
内短後毛様動脈における血流
動態の検討

臨床検査医学　学会発表
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3 信岡祐彦 日本温泉気候物理
医学会

200805 一般臨床における入浴指導・
管理について修得すべき知識
のminimum requirement

4 ○桜井正児　　辻本文雄　○岡村隆徳
◇太田智行　◇岡崎寛子　□福田護
（○超音波ｾﾝﾀｰ）
（◇放射線医学）
（□外科学（乳腺・内分泌外科））

日本超音波医学会
第81回学術集会

200805 乳腺検診・技術　自動式乳房
超音波検査（SomVuTM)の穝像
技術

5 ○鳥飼圭人　○成田信義　◇原正寿
信岡祐彦　○松田隆秀　◇三宅良彦
（○内科学（総合診療内科））
（◇内科学（循環器内科））

第50回日本老年医
学会学術集会

200806 当院健康診断ｾﾝﾀｰにおける老
人健診の有用性の検討

6 信岡祐彦　○別府諸兄　◇熊谷憲夫
□長田尚彦　△平山俊和　▽月川賢
☆鈴木通博　◎太田明雄
（○整形外科学）
（◇形成外科学）
（□内科学（循環器内科））
（△内科学（神経内科））
（▽外科学（消化器・一般外科））
（☆内科学（消化器・肝臓内科））
（◎内科学（代謝・内分泌内科））

第40回日本医学教
育学会大会

200807 臨床実習終了時点での
Advanced OSCE-3年間の取り組
みと課題

7 ○山田利津子　　辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　◇市瀬雅寿　○上野聰樹
（○眼科学）
（◇超音波ｾﾝﾀｰ）

第25回和漢医薬学
会学術大会

200808 黄連解毒湯内服家兎の眼窩内
動脈の血流速度の変動

8 ○大栁只智　○高木妙子　○山崎哲
○杉山和夫　　辻本文雄　　信岡祐彦
◇竹村弘　◇中島秀喜
（○臨床検査部）
（◇微生物学）

第64回神奈川県感
染症医学会

200809 血液培養から検出された
Campylobacter fetus
subsp.fetusの1症例

9 ○高木妙子　○村上純子　○赤津哲
○山崎哲　○杉山和夫　　信岡祐彦
◇竹村弘　◇中島秀喜
（○臨床検査部）
（◇微生物学）

第64回神奈川県感
染症医学会

200809 細菌性敗血症における血中ﾌﾟﾛ
ｶﾙｼﾄﾆﾝ測定の有用性の評価

10 辻本文雄 神奈川県母体保護
法指定医師研修会

200809 乳房疾患の超音波診断

11 ○大栁只智　○高木妙子　○山崎哲
○杉山和夫　　辻本文雄　　信岡祐彦
◇竹村弘　◇中島秀喜
（○臨床検査部）
（◇微生物学）

第64回神奈川県感
染症医学会

200809 血液培養から検出された
Campylobacter fetus
subsp.fetusの1症例

12 ○山田利津子　　辻本文雄　◇宮内元樹
◇市瀬正寿　◇桜井正児
（○眼科学）
（◇超音波ｾﾝﾀｰ）

第62回日本臨床眼
科学会

200810 網膜中心静脈分枝閉塞症にお
ける硝子体画像の動態
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13 ○山田利津子　　辻本文雄　◇宮内元樹
◇桜井正児　◇市瀬正寿　○上野聰樹
（○眼科学）
（◇超音波ｾﾝﾀｰ）

第28回日本ｻﾙｺｲ
ﾄﾞｰｼｽ/肉芽腫性疾
患学会

200811 脈絡膜桔節を主眼症状としたｻ
ﾙｺｲﾄﾞｰｼｽの一例
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1 ○Mutsuko Ihara　◇Katsuo Tamaoka
□Tadao Murata
（○St. Marianna University School of
Medicine）
（◇Nagoya University）
（□Kyushu Institute of Technology）

Current Issues
in Unity and
Diversity of
Languages

p. 1007
～1019

200902 Lyman's Law Effect in
Japanese Sequential Voicing

1 ○Mutsuko Ihara　◇Katsuo Tamaoka
□Tadao Murata　○Mao Naito
（○St. Marianna University School of
Medicine）
（◇Nagoya University）
（□Kyushu Institute of Technology）

Proceedings of
the 18th
International
Congress of
Linguists XVIII

p. 444～
445

200807 Lyman's Law Effect in
Japanese Sequential Voicing

2 ○Akiko Hagiwara
（○Tokyo University of Pharmacy and
Life Sciences）

東京薬科大学研究
紀要

第12号
p11-17

200903 Developing a Profiling Tool
for English Language Texts
on Life Sceinces:
Compilation of a
Biosceience Corpus and Its
Application

1 ○Mutsuko Ihara　◇Katsuo Tamaoka
□Tadao Murata
（○St. Marianna University School of
Medicine）
（◇Nagoya University）
（□Kyushu Institute of Technology）

The Eighteenth
International
Congress of
Linguists

200807 Lyman's Law Effect in
Japanese Sequential Voicing

2 ○Akiko Hagiwara　◇Mao Naito
（○Tokyo University of Pharmacy and
Life Sciences）
（◇St. Marianna University School of
Medicine）

WorldCALL 2008 200808 Corpus research and its
application in ESP
programs: Lexical profiling
of reading materials using
frequency vocabulary lists

医学教育文化部門（語学系（英語））　著書

医学教育文化部門（語学系（英語））　誌上発表

医学教育文化部門（語学系（英語））　学会発表
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1 ○伊野美幸　○福田誠二
（○医学教育文化部門）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

36(2),p.
105-110

200804 日本における医学教育の変革
期にあたって―卒前教育から
卒後教育，生涯教育へ―

2 ○伊野美幸　○福田誠二　○江畠佐知子
（○医学教育文化部門）

文京学院大学総合
研究所紀要

9,p207-
220

200812 新医師臨床研修必修化に伴う
研修医のストレスについて―
研修医のストレッサー,ストレ
スコーピングスタイル,ストレ
ス反応について―

3 ○江畠佐知子
（○文京学院大学）

文京学院大学臨床
心理相談ｾﾝﾀｰ紀要

7,p55-60 200903 青年期における過剰適応傾向
と自尊感情および自己愛との
関連

1 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

日本基督教学会
(第56会)

200809 キュンクの義認論：バルトに
対するカトリック側からの応
答

2 ○福田誠二
（○医学教育文化部門）

日本基督教学会関
東支部

200903 諸宗教対話における真理問
題：ハンス・キュンクとヨゼ
フ・ラッツインガーの理解か
ら

医学教育文化部門（語学系（人文・社会科学））　誌上発表

医学教育文化部門（語学系（人文・社会科学））　学会発表
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○立浪忍
（○医学統計学）

みんなに役立つ血
友病の基礎と臨床
医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 ㈱

P.30-37 200901 血友病の疫学

Shinobu Tatsunami　○Junichi Mimaya
◇Akira Shirahata　□Jiri Zelinka
□Ivana Horova　△Jugo Hanai
▽Yutaka Nishina　☆Katsumi Ohira
◎Masashi Taki
（○静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（◇産業医科大学小児科）
（□マサリク大学）
（△ネットワーク医療と人権）
（▽仁科法律事務所）
（☆（財）はばたき福祉事業団）
（◎小児科学）

Int J Hematol 88,
P.304-
310

200808 Current status of Japanese
HIV-infected patients with
coagulation disorders:
coinfection with both HIV
and HCV

○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
△花井十五　▽仁科豊　☆大平勝美
◎桑原理恵　※浅原美恵子　※瀧正志
（○医学統計学）
（◇静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（□産業医科大学小児科）
（△大阪HIV訴訟原告団）
（▽仁科法律事務所）
（☆（財）はばたき福祉事業団）
（◎大学院アイソトープ研究施設）
（※小児科学）

日本ｴｲｽﾞ学会誌 10 (3),
P.131-
136

200808 本邦のHIV感染血友病における
HIV/AIDS関連の集計数

○上野隆彦　○立浪忍
（○医学統計学）

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
雑誌

37(1),
P.45-49

200901 2×2分割表における片側検定
と両側検定について

○立浪忍
（○医学統計学）

第11回九州血友病
研究会

200805 血液凝固異常症に関する全国
調査について　：2000年から
2007年まで

○Shinobu Tatsunami　◇Masashi Taki
○Takahiko Ueno
（○医学統計学）
（◇小児科学）

Compstat 2008 200808 Interpretation of
Hemophilic Patients'
Opinions Using Textual Data
Anaysis

アイソトープ研究施設

2

アイソトープ研究施設

3

医学教育文化部門（医学統計学）　学会発表

アイソトープ研究施設

1

医学教育文化部門（医学統計学）　誌上発表

アイソトープ研究施設

1

アイソトープ研究施設

2

医学教育文化部門（医学統計学）　著書

アイソトープ研究施設

1
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○立浪忍　◇大平勝美　□仁科豊
△花井十五　▽白幡聡　☆三間屋純一
◎小島賢一　※吉川喜美枝　◎和田育子
*1竹谷英之　*2牧野健一郎　*3瀧正志
（○医学統計学）
（◇（財）はばたき福祉事業団）
（□仁科法律事務所）
（△大阪HIV訴訟原告団）
（▽産業医科大学小児科）
（☆静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（◎荻窪病院）
（※聖マリアンナ医科大学病院看護部）
（*1東京大学医科学研究所）
（*2産業医科大学リハビリテーション）
（*3小児科学）

第70回日本血液学
会総会

200810 血液凝固異常症における関節
内出血回数と社会生活関連項
目の調査結果

○瀧正志　◇小島賢一　◇和田育子
□吉川喜美枝　△立浪忍　△上野隆彦
▽竹谷英之　☆牧野健一郎　◎白幡聡
※三間屋純一　*1花井十五　*2仁科豊
*3大平勝美
（○小児科学）
（◇荻窪病院）
（□聖マリアンナ医科大学病院看護部）
（△医学統計学）
（▽東京大学医科学研究所）
（☆産業医科大学リハビリテーション）
（◎産業医科大学小児科）
（※静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（*1ネットワーク医療と人権）
（*2仁科法律事務所）
（*3（財）はばたき福祉事業団）

第70回日本血液学
会総会

200810 血液凝固異常症における医療
機関に対する満足度の調査結
果

○竹谷英之　◇牧野健一郎　□立浪忍
△三間屋純一　▽白幡聡　☆花井十五
◎仁科豊　※大平勝美　*1小島賢一
*2吉川喜美枝　*1和田育子　*3瀧正志
（○東京大学医科学研究所）
（◇産業医科大学リハビリテーション）
（□医学統計学）
（△静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（▽産業医科大学小児科）
（☆大阪HIV訴訟原告団）
（◎仁科法律事務所）
（※（財）はばたき福祉事業団）
（*1荻窪病院）
（*2聖マリアンナ医科大学病院看護部）
（*3小児科学）

第70回日本血液学
会総会

200810 血液凝固異常症における関節
機能障害に関するアンケート
調査結果

○立浪忍　◇桑原理恵　□浅原美恵子
△三間屋純一　▽白幡聡　□瀧正志
（○医学統計学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）
（□小児科学）
（△静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（▽産業医科大学小児科）

第22回日本ｴｲｽﾞ学
会学術集会

200811 2007年度までの血液凝固異常
症全国調査に報告されたHIV感
染血液凝固異常症における
AIDS指標疾患と死亡例につい
て

アイソトープ研究施設

6

アイソトープ研究施設

4

アイソトープ研究施設

5

アイソトープ研究施設

3
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○廣井朋子　◇立浪忍　□山本多喜夫
○桑原理恵　○神山廣司　○松井宏晃
（○大学院アイソトープ研究施設）
（◇医学統計学）
（□ラドセーフテクニカルサービス㈱）

第7回日本放射線
安全管理学会

200812 フレキシブルホースを用いた
地下埋設配管の予防保守につ
いて

○Shinobu Tatsunami　○Takahiko Ueno
◇Rie Kuwabara　□Junichi Mimaya
△Akira Shirahata　▽Masashi Taki
（○医学統計学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）
（□静岡県立こども病院血液腫瘍科）
（△産業医科大学小児科）
（▽小児科学）

11th Conference
of the
International
Federation of
Classification
Societies

200903 Estimation of benefits from
interferon therapy using
random numbers with a
logistic regression model

アイソトープ研究施設

8

アイソトープ研究施設

7
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1 ○西松寛明　　鈴木越　◇竹田亮
◇高橋政夫　◇大庭成喜　□長野哲夫
◇平田恭信
（○Dept. of Urology, Univ. of Tokyo）
（◇Dept. of Internal Medicine, Univ.
of Tokyo）
（□The Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Univ. of
Tokyo）

Hypertens Res 31: 737-
743

200804 Blockade of endogenous
proinflammatory cytokines
ameliorates endothelial
dysfunction in obese Zucker
rats.

2 山口葉子 ｢MEMS/NEMS工学全
集｣株式会社ﾃｸﾉｼｽ
ﾃﾑ

p228-233 200804 第2章　第7節　医学基礎　4.
DDSを活用した治療

3 山野嘉久 教えて!HTLV-1の
こと

P.169-
181

200804 HTLV-1ｳｲﾙｽと免疫の関係

4 ○竹田亮　　鈴木越　○高橋政夫
○大庭成喜　◇西松寛明　□木村健二郎
△長野哲夫　○永井良三　○平田恭信
（○Dept. of Internal Medicine, Univ.
of Tokyo）
（◇Dept. of Urology, Univ. of Tokyo）
（□内科学（腎臓・高血圧内科））
（△The Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Univ. of
Tokyo）

Am J Physiol
Heart Circ
Physiol

294:
H2871-
H2878

200806 Calcineurin Is Critical for
Sodium-Induced Neointimal
Formation in Normotensive
And Hypertensive Rats.

5 ○高橋政夫　　鈴木越　○竹田亮
○大庭成喜　◇西松寛明　□木村健二郎
△長野哲夫　○永井良三　○平田恭信
（○Dept. of Internal Medicine, Univ.
of Tokyo）
（◇Dept. of Urology, Univ. of Tokyo）
（□内科学（腎臓・高血圧内科））
（△The Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, Univ. of
Tokyo）

Am J Physiol
Heart Circ
Physiol

294:
H2879-
H2888

200806 Angiotensin II and Tumor
Necrosis .Factor-{alpha}
Synergistically Promote
Monocyte Chemoattractant
Protein-1 Expression: Roles
of NF{kappa}B, p38 and
Reactive Oxygen Species.

6 山野嘉久　○ナズグル　オムルザコワ
西岡久壽樹　　中島利博
（○難病治療研究センター）

世界の発酵乳 P.84-91 200807 現代ｷﾙｷﾞｽの健康問題の一側面

7 山口葉子 ｢機能性DDSｷｬﾘｱの
製剤設計｣株式会
社ｼｰｴﾑｼｰ出版

p306-312 200810 13 経皮吸収促進のための外用
基剤開発-皮膚最外層に存在す
る細胞間脂質の有効利用

1 ○長田賢一　○富永桂一朗　　岡寛
◇磯村達也　□中村郁郎　△高橋忍
△小島綾子　　西岡久壽樹
（○神経精神科）
（◇CRC）
（□株式会社Argenes）
（△TRAMNetGroup）

臨床ﾘｳﾏﾁ 20 p.19-
28

200804 日本語版Fibromyaglia Impact
Questionnaire (JFIQ)の開
発：言語妥当性を担保とした
翻訳版の作成

難病治療研究センター　著書

難病治療研究センター　誌上発表
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2 西岡久壽樹 もっと知的に美し
く･ｱｰﾙ

20 p.12-
16

200804 ﾘｳﾏﾁのｻｲﾝを見逃さないで！

3 西岡久壽樹 日本医師会雑誌 137
p.1230-
1231

200804 知っておくべき新しい診療理
念99　抗ｻｲﾄｶｲﾝ療法

○Takenaga M　○Ohta Y
◇Disratthakit A　○Tokura Y
○Hamaguchi A　◇Doi N　○Igarashi R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Research Inst Tuberculosis,Japan 結
核研究所）

Drug Delivery 15(3):p1
69-175

200804 Lipid microsphere
formulation containing
rifampicin that targets
alveolar macrophages.

5 ○Fujisawa H　○Ohtani-Kaneko R
◇Naiki M　◇Okada T　□Masuko K
○Yudoh K　□Suematsu N　□Okamoto K
○Nishioka K　□KatoT
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Nippon Zoki Pharm.Co.Ltd.）
（□St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）

Proteomics 8(8)p.17
06-1719

200804 Involvement of post-
translational modificatoin
of neuronal plasticity-
related proteins in
hyperalgesia revealed by a
proteomic analysis.

6 ○Aratani S　◇Kageyama Y
□Nakamura A　○Fujita H　○Fujii R
○Nishioka K　○Nakajima T
（○Institute of Medical Science）
（◇Japan Science and Technology
Agency）
（□RIKEN Center for Developmental
Biology）

Int J Mol Med 21(4)P.4
69-476

200804 MLE activates transcription
via the minimal
transactivation domain in
Drosophila.

7 ○Kamijuku H　◇Nagata Y　◇Jiang X
□Ichinohe T　◇Tashiro T　◇Mori K
◇Taniguchi M　◇Hase K　◇Ohno H
△Shimaoka T　▽Yonehara S
□Odagiri T　□Tashiro M　□Sata T
□Hasegawa H　○Seino K
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇RIKEN Research Center）
（□National Inst of Infectious
Diseases）
（△University of Tokyo）
（▽Kyoto Univ）

Mucosal
Immunology

1(3)
p.208-
218

200805 Mechanism of NKT cell
activation by intranasal
coadministration of a-
galactosylceramide which
can induce cross-protection
against influenza viruses.

8 西岡久壽樹 週刊朝日増巻号
新｢名医｣の最新治
療2009

p.292-
293

200806 分子を標的にした新治療　ﾘｳﾏ
ﾁに対する抗ｻｲﾄｶｲﾝ療法

9 ○Wijagkanalan W　○Kawakami S
◇Takenaga M　◇Igarashi R
○Yamashita F　○Hashida M
（○Pharm Sci. Kyoto Univ.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

J Controlled
Release

125:p121
-130

200806 Efficient targeting to
alveolar macrophages by
intratracheal
administrationof
mannosylated liposomes in
rats.

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

4
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10 山口葉子 aromatopia 17(6)
:p1-5

200806 特集：ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰにおける皮膚
吸収を考える　香粧品分野に
おける経皮吸収の研究動向

11 ○Okunuki Y　◇Usui Y　◇Kezuka T
◇Hattori T　□Masuko K　○Nakamura H
○Yudoh K　◇Goto H　◇Usui M
○Nishioka K　□Kato T　◇Takeuchi M
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Tokyo Medical University）
（□St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）

Molecular Vision 14
P.1094-
1104

200806 Proteomic surveillance of
retinal autoantigens in
endogenous uveitis:
implication of esterase D
and brain-type creatine
kinase as novel
autoantigens.

12 ○Grant C　○Oh U　○Yao K　◇Yamano Y
○Jacobson S
（○National Institutes of
Health(NIH)）
（◇Institute of Medical Science）

Blood. 111(12)P
. 5601-
5609

200806 Dysregulation of TGF-beta
signaling and regulatory
and effector T cell
function in virus-induced
neuroinflammatory disease.

○Ishihara T　◇Takahashi M
○Higaki M　□Takenaga M
◇Mizushima T　○Mizushima Y
（○The Jikei Univ. Sch of Med.）
（◇Pharm Sci, Kumamoto Univ.）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

Pharm Res 25(7):p1
686-1695

200807 Prolonging the in vivo
residence time of
prostaglandin E1 with
biodegradable
nanoparticles.

14 ○Duc PA　○Yudoh K　◇Masuko K
◇Kato T　○Nishioka K　□Nakamura H
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）
（□Nippon Medical School）

Clin Exp
Rheumatol

26(4)
p.589-
595

200807 Development and
characteristics of pannus-
like soft tissue in
osteoarthritic articular
surface in rat
osteoarthritis model.

15 鈴木越　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

心血管病薬物治療
ﾏﾆｭｱﾙ､中山書店

216-217 200808 利尿薬（ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ拮抗薬以
外）

16 清野研一郎 再生医療(日本再
生医療学会雑誌)

7(3)
p.61-62

200808 細胞ﾘﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術を用いた
免疫細胞再生医療の開発

17 ○Imaizumi T　◇Arikawa T　□Sato T
○Uesato R　○Matsumiya T　○Yoshida H
◇Ueno M　□Yamasaki S　□Nakajima T
◇Hirashima M　△Sakata K
○Ishibashi Y　○Toh S　○Ohyama C
○Satoh K
（○Hirosaki University Graduate School
of Medicine）
（◇Kagawa University）
（□Institute of Medical Science）
（△Kumamoto University Graduate School
of Medicine）

Clin Exp Imunol 153(2)P.
240-244

200808 Involvement of retinoic
acid-inducible gene-I in
inflammation of rheumatoid
fibroblast-like
synoviocytes.

18 和田はるか　○桂義元　○河本　宏
（○理化学研究所）

実験医学 26(8)
p.2096-
2100

200808 T前駆細胞はﾐｴﾛｲﾄﾞ系細胞への
分化能を保持している

実験動物飼育管理研究施設

13
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19 ○河本　宏　　和田はるか　○桂義元
（○理化学研究所）

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞｲｵ 5(5)
p.78-87

200809 血液細胞の新しい分化経路図

20 村田三奈子　○増子佳世
（○生化学（生化学））

日本女性科学者の
会学術誌

9(1)
p.1-5

200809 関節軟骨と血管新生

21 西岡久壽樹 月刊｢薬事｣ じほ
う

50
p.1879-
1883

200810 Feature特集　慢性疼痛の薬学
的ｹｱ　慢性疼痛を引き起こす
多彩な病態　線維筋痛症

22 ○Yudoh K　○Karasawa R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

International
Journal of
Rheumatic
Diseases

11(3)
p.212-
215

200810 Potential invoivement of
cellular ageing in the
pathogenesis of arthritis.

23 西岡久壽樹 週刊朝日MOOK手術
数でわかるいい病
院2009 全国&地方
別ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ

308 200811 新薬登場で飛躍する関節ﾘｳﾏﾁ
治療　　　抗ｻｲﾄｶｲﾝ療法の実
力

24 ○Omurzakova N.A.　○Yamano Y
○Sato T　○Izumi T　○Azakami K
○Hasegawa D　○Fujii R　○Yagishita N
○Aratani S　◇Kabaeva Z.S
◇Mirrakhimov M.M　□Kami M
△Maruyama I　△Osame M　▽Yokota S
○Nishioka K　○Nakajima T
（○Institute of Medical Science）
（◇National Center of Cardiology and
Internal Medicine）
（□University of Tokyo）
（△Kagoshima University）
（▽Yokohama City University）

Molecular
Medicine Reports
1

6P.869-
874

200811 Increased prevalence of
group A ・-hemolytic
streptococcus among an
ethnic population in
Kyrgyzstan detected by the
rapid antigen detection
test.

25 岡寛　　西岡久壽樹 綜合臨床 12
p.2916-
2920

200812 線維筋痛症

○Ohta Y　○Takenaga M　○Tokura Y
○Hamaguchi A　◇Matsumoto T　□Kano K
□Mugishima H　△Okano H　○Igarashi R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Nihon Univ. Depart of Veterinary
Med.）
（□Nihon Univ. Sch of Med.）
（△Sch of Med, Keio Univ.）

Cell Transplant
17(8):p8
77-886

200812 Mature adipocyte-derived
cells, DFAT (de-
differentiated fat cells)
promoted functional
recovery from spinal cord
injury-induced motor
dysfunction in rats.

27 ○河本　宏　　和田はるか
（○理化学研究所）

医学のあゆみ 228(2)
p.185-
186

200901 T前駆細胞はミエロイド系細胞
への分化能を保持している

28 ○河本宏　　和田はるか
（○理化学研究所）

血液･腫瘍科(科学
評論社)

58(1)
p.89-96

200901 リンパ系細胞と骨髄系細胞分
化の新たな系譜

実験動物飼育管理研究施設

26
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29 ○Ishihara T　○Tanaka K　○Tasaka Y
○Suzuki J　◇Ishihara T　□Okamoto S
□Hibi T　△Takenaga M　△Igarashi R
◇Mizushima Y　○Mizushima T
（○Pharm Sci, Kumamoto Univ.）
（◇The Jikei Univ. Sch of Med.）
（□Sch of Med, Keio Univ.）
（△Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

J Pharmacol Exp
Ther

328:p152
-164

200901 Therapeutic effect of
lecithinized superoxide
dismutase (PC-SOD) against
colitis.

30 ○Murata M　○Yudoh K　◇Nakamura H
□Chiba J　△Okamoto K　△Suematsu N
○Nishioka K　△Beppu M　□Inoue K
△Kato T　△Masuko K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Nippon Medical School）
（□Tokyo Women's Medical University）
（△St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）

J Orthop Res 27 p.50-
57

200901 Hypoxia upregulates the
expression of angiopoietin-
like-4 in human articular
chondrocytes: role of
angiopoietin-like-4 in the
expression of matrix
metalloproteinases and
cartilage degradation.

31 ○Katano M　◇Okamoto K　◇Arito M
◇Kawakami Y　◇Kurokawa MS
◇Suematsu N　○Shimada S
□Nakamura H　△Xiang Y　◇Masuko K
○Nishioka K　○Yudoh K　◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）
（□Nippon Medical School）
（△Univ Hospital,Hubei Univ for
Nationalities）

Arthritis Res
Ther

11(1)
p.R3

200901 Implication of GM-CSF
induced neutrophil
gelatinase-associated
lipocalin in pathogenesis
of rheumatoid arthritis
revealed by proteome
analysis.

32 ○Izumi Toshihiko　◇Fujii R
□Izumi Tomonori　◇Nakazawa M
◇Yagishita N　△Tsuchimochi K
◇Yamano Y　◇Sato T　◇Fujita H
◇Aratani S　◇Araya N　◇Azakami K
◇Hasegawa D　□Kasaoka S　▽Tsuruta R
△Yokouti M　△Ijiri K　☆Beppu M
△Maruyama I　◇Nishioka K
□Maekawa T　△Komiya S　◇Nakajima T
（○St. Marianna University School of
Medicine）
（◇Institute of Medical Science）
（□Yamaguchi University Graduate
School of Medicine）
（△Kagoshima University Graduate
School of Medicine and Dental Science）
（▽Yamaguchi University Hospital）
（☆整形外科学）

Arthritis Rheum. 60(1)P.6
3-72

200901 Activation of Synoviolin
Promoter in Rheumatoid
Synovial Cells by a Novel
Transcription Complex of
Interleukin Enhancer
Binding Factor 3 and GA
Binding Protein.

33 ○合田朋仁　　岡　寛　◇後藤 博道
○佐藤 倫子　○谷本 光生　○井尾 浩章
○清水 芳男　○濱田　千江子
○堀越　哲　○富野　康日己
（○順天堂大学 医学部腎臓内科学講座）
（◇順天堂大学 医学部腎臓内科学講座，埼
友草加病院）

日本透析医学会雑
誌

42(1)P77
-83

200901 血液透析患者における
PainVision PS-2100を用いた
電流知覚閾値（CPT）の検討
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34 ○Haruka Wada　◇Kazuhiko Yanagisawa
○Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇University of Tsukuba）

Inflammation and
Regeneration(日
本炎症･再生医学
会雑誌 炎症･再
生)

29(2)
p.128-
130

200902 Cancellation of NKT cell
immunosuppression targeting
myeloid suppressor cells

○Takenaga M　○Ohta Y　○Tokura Y
○Hamaguchi A　◇Shudo K　□Okano H
○Igarashi R
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Graduate Sch..of Pharmaceutical
Sci, The Univ of Tokyo）
（□Sch of Med, Keio Univ.）

 Biol Pharm Bul
32(2):p2
25-231

200902 The effect of Am-80, a
synthetic retinoid, on
spinal cord injury-induced
motor dysfunction in rats.

36 ○Matsuno H　○Nakamura H
○Katayama K　○Hayashi S　○Kano S
◇Yudoh K　□Kiso Y
（○Matsuno Clin.Pheum.Diseases）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（□Iinst.Health Care Scie. Suntory
Ltd.）

Biosci
Biotechnol
Biochm

73(2)
p.288-
292

200902 Effects of an oral
administraton of
glucosamine-chondroitin-
quercetin glucoside on the
synovial fluid properties
in patients with
osteoarthritis and
rheumatoid arthritis.

37 鈴木越　○木村健二郎
（○内科学（腎臓・高血圧内科））

高血圧治療薬ﾊﾝﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ､羊土社

103-107 200903 ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系利尿薬

38 ○Shimizu Y　○Takamori A
◇Utsunomiya A　□Kurimura M
△Yamano Y　▽Hishizawa M
○Hasegawa A　○Kondo F　○Kurihara K
○Harashima N　☆Watanabe T
◎Okamura J　○Masuda T　○Kannagi M
（○Tokyo Medical and Dental University
Graduate School）
（◇Imamura Bun-in Hospital）
（□Kamigotoh Hospital）
（△Institute of Medical Science）
（▽Graduate School of Medicine Kyoto
University）
（☆Graduate School of Frontier
Sciences University ofTokyo）
（◎National Kyusyu Cancer Center）

Cancer Sci. 100(3)P.
481-489

200903 Impaired Tax-specific T-
cell responses with
insufficient control of
HTLV-1 in a subgroup of
individuals at asymptomatic
and smoldering stages.

1 武永美津子 第6回ｱﾄﾑの会 全
国大会

200804 再生治療の最前線

2 ○加藤智啓　　唐澤里江　　遊道和雄
○増子佳世　◇尾崎承一
（○生化学（生化学））
（◇内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ･ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾐｸｽを用いた
血管炎関連自己抗体および血
清ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの探索

3 ○加藤智啓　○増子佳世　◇中村洋
西岡久壽樹　　遊道和雄
（○生化学（生化学））
（◇日本医科大学リウマチ科）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽを用いた変形性関節
症関連自己抗原およびペプチ
ドの探索

難病治療研究センター　学会発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

35
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4 唐澤里江　　遊道和雄　　村田三奈子
○尾崎承一　　西岡久壽樹　◇加藤智啓
（○内科学（リウマチ・膠原病・アレル
ギー内科））
（◇生化学（生化学））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽを用いた血管炎患者
における抗血管内皮細胞抗体
の対応抗原の同定

5 ○増子佳世　　村田三奈子　◇中村洋
遊道和雄　○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇日本医科大学リウマチ科）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 関節軟骨細胞におけるﾌﾟﾛｽﾀｸﾞ
ﾗﾝｼﾞﾝ(PG)E2の作用

6 ○川上雄起　○松尾光祐　○増子佳世
◇稲葉裕　　遊道和雄　◇齋藤知行
○加藤智啓
（○生化学（生化学））
（◇横浜市立大学医学部運動器病態学）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽを用いたRA滑膜にお
ける新規ｼﾄﾙﾘﾝ化自己抗原の解
析

7 遊道和雄　　唐澤里江　○増子佳世
○加藤智啓
（○生化学（生化学））

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 ｽﾀﾁﾝは軟骨細胞機能低下・老
化を抑制する

8 岡　寛　○西岡 真樹子　　西岡 久壽樹
（○東京慈恵会医科大学放射線科）

第52回日本ﾘｳﾏﾁ学
会総会･学術集会

200804 関節ﾘｳﾏﾁにおけるｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ治
療の長期投与結果

9 ○渡部和彦　　和田はるか　○高澤隆紀
◇澤智華　○秋山けい子　□安田琢和
□吉田尚弘　△西野一三　　清野研一郎
（○東京都神経科学総合研究所
）
（◇分子薬理学講座Argenes）
（□理化学研究所）
（△国立精神・神経センター）

第49回日本神経病
理学会

200805 ENU　mutagenesis によるﾋﾄ乳
児型軸索ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰﾓﾃﾞﾙﾏｳｽの樹
立

10 ○渡部和彦　　和田はるか　○高澤隆紀
◇澤智華　○秋山けい子　□安田琢和
□吉田尚弘　△西野一三　　清野研一郎
（○東京都神経科学総合研究所
）
（◇分子薬理学講座Argenes）
（□理化学研究所）
（△国立精神・神経センター）

第49回日本神経学
会

200805 ENU誘発PLA2G6変異ﾏｳｽ：ﾋﾄ乳
児型軸策ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰﾓﾃﾞﾙﾏｳｽの樹
立

11 ○Yamaguchi　Y
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

2nd NRL 2008 in
Korea

200805 Novel transdermal delivery
system (TDS)by the soft
matter physics

12 山口葉子 日本薬剤学会旭化
成製剤学奨励賞受
賞講演

200805 Order-Chaos構造転移が導く皮
膚再生-Disruptive
Technology「NANOCUBEⓇ」の
開発-

13 ○磯貝真史　○平藤真智子　○長澤輝明
○平田圭一　○増田知恵子　○中村なつみ
五十嵐理慧　　山口葉子
（○㈱ナノエッグ）

第23回日本薬剤学
会

200805 ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ化ﾚﾁﾉｲﾝ酸（NANOEGG
R）によるｼﾜ改善効果の検討
(in vivo)
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14 山野嘉久　○宇都宮與　　西岡久壽樹
中島利博
（○慈愛会今村病院分院）

第49回日本神経学
会総会

200805 HTLV-I関連脊髄症（HAM）患者
におけるCD4+CD25+FoxP3low異
常T細胞の増加

15 ○Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

World Vaccine
Congress Asia

200806 Case study: Novel nasal
adjuvant development for
pandemic and seasonal
influenza vaccines

16 山口葉子 第45回 薬剤学研
究討論会

200806 薬剤額を取り巻く環境の変化
と薬剤学の進歩

17 山口葉子 第7回女性のため
の抗加齢医学会

200806 働く女性のﾊｯﾋﾟｰ&ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙｴｲ
ｼﾞﾝｸﾞ実践から実証へ

18 山口葉子 平成21年度神奈川
県受託事業｢ﾊﾞｲｵ
人材養成事業｣

200806 Disruptive Technologies for
venture business

19 ○平田圭一　◇西裏宏美　◇杉本和久
○磯貝真史　○増田知恵子　○長澤輝明
○平藤真智子　○中村なつみ　○松本香代
○石松朋子　○久保田芳樹　◇栗木隆
五十嵐理慧　　山口葉子
（○㈱ナノエッグ）
（◇江崎グリコ株）

第24回日本DDS学
会

200806 α‐ﾘﾎﾟ酸ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ化技術の構
築（α-LipoeggTM）および抗ｼ
ﾜ効果を目的とした薬理効果の
検討

20 ○武蔵弥菜　○森山礼子　◇長澤輝明
◇平田圭一　◇磯貝真史　◇中村なつみ
◇平藤真智子　○松倉知之　　山口葉子
五十嵐理慧
（○㈱ＴＢＣ）
（◇㈱ナノエッグ）

第24回日本DDS学
会

200806 ﾊｲﾄﾞﾛｷﾉﾝ配合NANOCUBERにおけ
る薬理効果検討

21 ○久保田芳樹　○増田知恵子　○平田圭一
五十嵐理慧　　山口葉子
（○㈱ナノエッグ）

第24回日本DDS学
会

200806 α－ﾘﾎﾟ酸ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ製剤（α-
lipoeggLIPOEGGTM）の脂肪細
胞への影響 in vitro 解析

22 遊道和雄　　唐澤里江 第14回神奈川県続
発性骨粗鬆症研究
会

200806 ｽﾀﾁﾝは軟骨細胞機能低下・老
化を抑制する

23 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki M　◇Ozaki S　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

The European
League Against
Rheumatism 2008

200806 Targets of Anti-Endothelial
Cell Antibodies in Patients
With Systemic Vasculitis
:Identification by the
Proteomic Approach

24 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki M　◇Ozaki S　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

The European
League Against
Rheumatism 2008

200806 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA) identified
by proteomics in systemic
vasculitis
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25 ○Yudoh K　◇Masuko K　◇KatoT
○Karasawa R　○Nishioka K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

The European
League Against
Rheumatism 2008

200806 A novel biomaterial for
cartilage repair generated
by self-organized articular
cartilage-like tissue
without using chondrocytes
as a cell resource.

26 清野研一郎 第29回日本炎症･
再生医学会

200807 担がん状態におけるNKT細胞機
能の抑制とその解除

27 ○M. Musashi　◇T. Nagasawa
◇K. Hirata　◇M. Isogai　◇Y. Kubota
◇M. Hirafuji　◇C. Masuda
◇N. Nakamura　◇K. Matsumoto
□R. Igarashi　□Y. Yamaguchi
（○TBC GROUP CO., LTD.）
（◇NANOEGG Research Lab., Inc.）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

11th Liposome
Research Days
Conference

200807 Multiple functionality of
NANOCUBER gel in the skin
regeneration,

28 ○Y. Kubota　○K. Hirata　○C. Masuda
○M. Isogai　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　◇R. Igarashi
◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

11th Liposome
Research Days
Conference

200807 Pharmacological analysis by
the application of the a-
lipoic acid (a-lipoeggTM)
which was nanoencapsulated

太田有紀　　武永美津子　　都倉享恵
濱口明美　○井上肇　○熊谷憲夫
五十嵐理慧
（○形成外科学）

第29回日本炎症再
生医学会

200807 外傷性脊髄損傷に対する脂肪
組織由来細胞の静脈投与によ
る治療効果

太田有紀　　武永美津子　　都倉享恵
濱口明美　　五十嵐理慧 第29回日本炎症再

生医学会

200807 ﾀﾐﾊﾞﾛﾃﾝ(Am80)の外傷性脊髄損
傷に対する治療効果

武永美津子
第29回日本炎症再
生医学会

200807 脂肪組織由来幹細胞を利用し
た外傷性脊髄損傷治療

32 ○久保田芳樹　○長澤輝明　○平田圭一
○中村なつみ　○松本香代　　五十嵐理慧
山口葉子
（○㈱ナノエッグ）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 紫外線照射およびｵｰﾙﾄﾗﾝｽﾚﾁﾉｲ
ﾝ酸(atRA)外用剤塗布による炎
症系ｻｲﾄｶｲﾝ遺伝子発現と発癌
についての考察

33 山口葉子　○中村なつみ　○松本香代
（○㈱ナノエッグ）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 ﾚﾁﾉｲﾝ酸(atRA)ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ
(NANOEGG)投与による2型糖尿
病の根治治療戦略　ｲﾝｽﾘﾝ分泌
障害とｲﾝｽﾘﾝ抵抗性の改善

実験動物飼育管理研究施設

31

実験動物飼育管理研究施設

29

実験動物飼育管理研究施設

30
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34 山口葉子 第29回日本炎症･
再生医学会

200807 再生医療の産業化 Order構造
をChaos構造へ導く
「NANOCUBE」の開発
Disruptive Technologyが拓く
炎症と再生の新機軸

35 遊道和雄 第29回日本炎症･
再生医学会

200807 次世代の骨・関節疾患治療に
向けた新規医療技術の創出

36 阿座上和子　　佐藤知雄　　新谷奈津美
八木下尚子　　荒谷聡子　　中島利博
西岡久壽樹　　山野嘉久

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 HAM(HTLV-Ⅰ関連脊髄症)にお
けるNKT細胞

37 山野嘉久　　阿座上和子　　岡寛
西岡久壽樹

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 全身性筋緊張性疼痛症候群：
線維筋痛症から見出された新
しい疾患概念

38 佐藤知雄　　阿座上和子　　新谷奈津美
長谷川大輔　　荒谷聡子　　藤井亮爾
八木下尚子　　中島利博　　西岡久壽樹
山野嘉久

第12回日本神経ｳｲ
ﾙｽ研究会学術集会

200807 HTLV-I関連脊髄症（HAM）にお
ける自然免疫系の異常

39 新谷奈津美　　佐藤知雄　　長谷川大輔
荒谷聡子　　藤井亮爾　　八木下尚子
西岡久壽樹　　山野嘉久

第12回日本神経ｳｲ
ﾙｽ研究会学術集会

200807 HTLV-1 taxによるRhoGTPaseを
介した細胞運動機能への作用

40 岡　寛 第29回日本炎症･
再生医学会 DS1-5
ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1
｢関節ﾘｳﾏﾁ治療に
おける生物製剤の
治療戦略ｰどの薬
剤をどのように用
いるかｰ｣

200807 生物学的製剤の使い分けと切
り換え

41 岡　寛　○土屋　恭子　○福田　護
○太田　智彦　○緒方　春樹
藤井　亮爾　　西岡 久壽樹
（○外科学（乳腺・内分泌外科））

第29回日本炎症･
再生医学会 一般
演題｢自己免疫疾
患･ﾘｳﾏﾁ性疾患
(2)｣

200807 ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤の関節症状の検
討

42 岡　寛　○長田 賢一　　山野 嘉久
阿座上 和子　◇臼井 千恵
西岡 久壽樹
（○神経精神科）
（◇順天堂大学 医学部精神医学教室）

第29回日本炎症･
再生医学会 一般
演題｢線維筋痛症｣

200807 線維筋痛症に対するｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ
の効果

43 ○西岡 洋右　◇西岡 真樹子　　岡　寛
□長田 賢一　△臼井 千恵
▽松本 美富士　　西岡 久壽樹
（○医療法人虎の門会 西岡医院）
（◇東京慈恵会医科大学放射線科）
（□神経精神科）
（△順天堂大学 医学部精神医学教室）
（▽藤田保健衛生大学七栗ｻﾅﾄﾘｳﾑ 内科）

第29回日本炎症･
再生医学会 一般
演題｢線維筋痛症｣

200807 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ服用の線維筋痛症患
者の臨床経過について
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44 山野 嘉久　　阿座上 和子　　岡　　寛
西岡 久壽樹

第29回日本炎症･
再生医学会 一般
演題｢線維筋痛症｣

200807 全身性筋緊張性疼痛症候群：
線維筋痛症から見出された新
しい疾患概念

45 岡　寛　　西岡 久壽樹 第58回神奈川ﾘｳﾏﾁ
医会

200807 線維筋痛症の相談状況の実態

46 ○神奈木 真理　○清水 由紀子
○高森 絢子　○長谷川 温彦
◇宇都宮 與　□田野崎 隆二　　山野嘉久
○高塚 奈津子　○小森 一哉　○栗原 清
△原島 奈々江　▽渡辺 俊樹
☆菱澤 方勝　◎栗村 真由美　※岡村 純
（○東京医科歯科大学）
（◇慈愛会今村病院分院）
（□国立がんｾﾝﾀｰ）
（△島根大学）
（▽東京大学）
（☆京都大学）
（◎上五島病院）
（※九州がんセンター）

第1回HTLV研究会 200808 ATLおよびその前段階における
Tax特異的T細胞の低応答性：
免疫学的ATL危険因子とその回
避

47 山野嘉久　　新谷奈津美　○宇都宮與
佐藤知雄　　阿座上和子　　長谷川大輔
中島利博　　西岡久壽樹
（○慈愛会今村病院分院）

第1回HTLV研究会 200808 HTLV-I関連脊髄症（HAM）患者
におけるIFN-γ産生
CD4+CD25+CCR4+FoxP3low異常T
細胞の増加

48 佐藤知雄　　阿座上和子　　新谷奈津美
清野研一郎　　長谷川大輔　　荒谷聡子
藤井亮爾　　八木下尚子　○久保田龍二
○有村公良　◇宇都宮與　　中島利博
西岡久壽樹　　山野嘉久
（○鹿児島大学大学院）
（◇慈愛会今村病院分院）

第1回HTLV研究会 200808 HTLV-I関連脊髄症（HAM）にお
けるNatural killer T (NKT)
細胞および樹状細胞の異常

49 ○Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

13th Congress of
The Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 NKT cell-mediated nasal
vaccine against influenza

50 ○Wada H　◇Masuda K　◇Satoh R
◇Kakugawa K　◇Ikawa T　○Seino K
◇Katsura Y　◇Kawamoto H
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇RIKEN Research Center）

13th Congress of
The Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Adult T-cell progenitors
retain myeloid potential

51 山口葉子 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
2008 大学見本市

200809 ﾊﾞｲｵﾍﾞﾝﾁｬｰの生き残り方-ﾅﾉｴｯ
ｸﾞ成功の秘訣-
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52 ○M. Musashi　◇T. Nagasawa
◇K. Hirata　◇M. Isogai　◇Y. Kubota
◇M. Hirafuji　◇C. Masuda
◇N. Nakamura　◇K. Matsumoto
□R. Igarashi　□Y. Yamaguchi
（○TBC GROUP CO., LTD.）
（◇NANOEGG Research Lab., Inc.）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology,

200809 Multiple functionality of
NANOCUBER gel in the skin
regeneration

53 ○M. Isogai　○N. Nakamura
○K. Hirata　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　○K. Matsumoto
◇R. Igarashi　◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology､

200809 Nano-capsule all-trans
retinic acid (NANOEGGR)is a
potential medicine for
osteoporosis therapy

54 ○Y. Kubota　○K. Hirata　○C. Masuda
○M. Isogai　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　◇R. Igarashi
◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology､

200809 Analysis Of Pharmacological
Effects By Endermic
Liniment Of Nanocapsulation
a-Lipoic Acid (a-lipoeggTM)

55 ○Yudoh Kazuo
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Chodrocyte aging and
Osteoarthritis

56 ○Yudoh Kazuo
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Secondary synovitis in
osteoarthritis(OA)
:Therapeutic potencial of
apopaosis induction in the
OA synovitis

57 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Ｓｃｈ. oｆ Ｍｅ
ｄ．）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Identification of targets
of the anti-endothelial
cell antibodies(AECA):
Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

58 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA)

59 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Murata M
○Tamaki  M　◇Ozaki S　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology

200809 Autoantibodies to
peroxiredoxin 1 and
peroxiredoxin 4 in patients
with systemic autoimmune
disease
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60 ○Yamano Y　○Araya N　○Sato T
○Azakami K　○Hasegawa D　○Aratani S
○Fujii R　○Yagishita N　○Nakajima T
（○Institute of Medical Science）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Detection of Immuno-
Pathogenic T cells In HTLV-
I Associated
Neuroimunological Disease:
Discovery of A New T Cell
Population.

61 ○Omurzakova N.A.　○Yamano Y
○Sato T　○Izumi T　○Azakami K
○Nishioka K　○Nakajima T
（○Institute of Medical Science）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Increased Prevalence Of
Group A b-hemolytic
Streptococcus Among Ethnic
Population In Kyrgyzstan
Defined By Rapid Antigen
Detection Test.

62 ○Yamano Y　○Azakami K　○Oka H
○Sawada C　○Nakajima T　○Nishioka K
（○Institute of Medical Science）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Systemic Myotonic Pain
Syndrome: A New Clinical
Entity Found From
Fibromyalgia.

63 ○Azakami K　○Sato T　○Araya N
○Hasegawa D　○Aratani S　○Fujii R
○Yagishita N　◇Kanekura T
○Nakajima T　○Nishioka K　○Yamano Y
（○Institute of Medical Science）
（◇Kagoshima University）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Deficiency of innate
immunity in HTLV-1
associated
neuroimmunological disease.

64 ○Izumi Toshihiko　○Fujii R
◇Izumi Tomonori　○Nakazawa M.
○Nishioka K　◇Maekawa T.
□Komiya S.　○Nakajima T
（○Institute of Medical Science）
（◇Yamaguchi University Graduate
School of Medicine）
（□Kagoshima University Graduate
School of Medicine and Dental Science）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Novel transcriptional
complex of ILF3-GABPα
activates synoviolin
promoter in rheumatoid
synovial cells

65 ○Hiroshi Oka　◇Kenichi Osada
○Yoshihisa Yamano　○Kusuki Nishioka
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇TRAM NET STUDY GROUP,Institute of
Medical Science, St.Marianna University
School of Medicine）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Management of fibromyalgia
in Japan

66 ○Hiroshi Oka　◇Yoshifuji Matsumoto
□Shinji Maeda　△Akiko Tamakoshi
○Kusuki Nishioka
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇The Department of
Rheumatology,Fujita Health University
Nanakuri Sanatrium）
（□The Department of Molecular
Medicine, Nagoya City University
Graduate School of Medicine）
（△The Department of Preventive
Medicine, Nagoya  University Graduate
School of Medicine）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 A nationwide
epidemiological survey for
patients with Fibromylgia
in Japan
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67 ○Hiroki Wakabayashi　○Akihiro Sudo
○Masahiro Hasegawa　◇Hiroshi Oka
○Atsumasa Uchida　◇Kusuki Nishioka
（○Department of Orthopedic Surgery,
Mie University Postgraduate School of
Medicine）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809 Long term outcome of low
dose MTX and infliximab
therapy in the patients
with RA

68 ○Hiroshi Oka
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
association for
Rheumatology.

200809  Novel Sicca Syndrome in
Fibromyalgia

69 ○Haruka Wada　○Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）

11th Meeting of
the Society for
Natural Immunity

200810 Generation of lymphocytes
from induced pluripotent
stem (iPS) cells in vitro

70 ○木口一成　◇清野研一郎　○鈴木直
○小林陽一　□石渡勇　△岩森正男
▽紀川純三　▽板持広明　☆磯西成治
◎菊池義公
（○産婦人科学（婦人科））
（◇難病治療研究センター・生体機能制
御）
（□石渡産婦病）
（△近畿大・理工・生化学）
（▽鳥取大・医・女性診療科）
（☆慈恵医大・青戸病。産婦）
（◎菊池がんｸﾘﾆｯｸ）

第67回日本癌学会
学術総会

200810 Cancer stem cells of
ovarian cancer and the
resistance to anticancer
drugs、卵巣癌の癌幹細胞と抗
癌剤耐性

太田有紀　　武永美津子　　都倉享恵
濱口明美　○井上肇　○熊谷憲夫
（○形成外科学）

第17回日本形成外
科学会

200810 外傷性脊髄損傷に対する脂肪
組織由来細胞の静脈投与によ
る治療効果

72 ○井上知子　○名古ゆり恵　○山本有貴
◇片岡良孝　○武永博　　武永美津子
（○東京都立墨東病院）
（◇流山総合病院）

第46回日本癌治療
学会

200810 自己血清、自己腹水を用いた
培地での卵巣癌抗癌剤感受性
試験の検討

73 唐澤里江　　遊道和雄　　西岡久壽樹
○加藤智啓
（○生化学（生化学））

第36回日本臨床免
疫学会総会

200810 高安動脈炎の診断ﾏｰｶｰ

74 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Tamaki M
◇Ozaki S　○Nishioka K　◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

2008 American
College of
Rheumatology

200810 Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

75 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Tamaki M
◇Ozaki S　○Nishioka K　◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

2008 American
College of
Rheumatology

200810 Novel autoantigen for anti-
endothelial cell
antibodies(AECA) identified
by proteomics in systemic
vasculitis.

実験動物飼育管理研究施設

71
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76 岡　寛　○長田　賢一　　山野　嘉久
◇臼井 千恵　　西岡　久壽樹
（○神経精神科）
（◇順天堂大学 医学部精神医学教室）

第2回線維筋痛症
研究会

200810  治療：薬物療法（新規抗痙攣
薬）線維筋痛症に対するｶﾞﾊﾞ
ﾍﾟﾝｼﾞﾝの効果

77 ○長田　賢一　○富永　桂一郎
◇高橋　忍　◇小島　綾子　　岡　寛
西岡　久壽樹
（○神経精神科）
（◇霞が関ｱｰﾊﾞﾝｸﾘﾆｯｸ）

第2回線維筋痛症
研究会

200810 治療：薬物療法：抗うつ薬を
含めた精神科治療

78 山野　嘉久　○阿座上 和子　　岡　寛
西岡　久壽樹
（○鹿児島大学医学部皮膚科）

第2回線維筋痛症
研究会

200810  全身性筋緊張性疼痛症候群：
線維筋痛症から見出された新
しい疾患概念

79 ○渋谷 美雪　　岡　寛　◇西岡　洋右
山野　嘉久　　西岡　久壽樹
（○霞が関ｱｰﾊﾞﾝｸﾘﾆｯｸ）
（◇医療法人虎の門会 西岡医院）

第2回線維筋痛症
研究会

200810 TORAM-NET FMﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについ
てPOS治療戦略の作成　新たな
FMﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽによる患者のｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾄとｹｱ導入

80 岡　寛　　西岡　久壽樹 第2回線維筋痛症
研究会

200810 線維筋痛症の相談状況の実態

81 ○Wada Haruka　◇Yasuda Takuwa
◇Yoshida Hisahiro　○Seino Ken-ichiro
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇RIKEN Research Center）

第38回日本免疫学
会総会

200812 ENUﾗﾝﾀﾞﾑﾐｭｰﾀｼﾞｪﾈｼｽによる神
経系および免疫系に変調をき
たすﾏｳｽ系統の樹立と解析/
Analysis of ENU mutant mice
which have abnormality in
both neural and
hematopoietic systems

82 ○澤智華　　和田はるか　　神宿元
○小徳暁生　◇渡部和彦　　清野研一郎
□吉田尚弘　□安田琢和
（○医学部分子薬理学）
（◇東京都神経科学総合研究所）
（□理化学研究所）

第31回日本分子生
物学会年会､第81
回日本生化学会大
会合同大会

200812 神経組織におけるﾘﾝ脂質分解
酵素（iPLA2β）の機能解析

○松本朱加　○村上拓郎　○徳岡由一
○川島徳道　　武永美津子　○落合晃
（○桐蔭横浜大学）

材料技術研究協会
討論会

200812 ｵｿﾞﾝUV処理したPETへのﾍﾊﾟﾘﾝ
付加

84 ○Karasawa R　○Yudoh K　○Nishioka K
◇Kato T
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

第38回日本免疫学
会総会･学術集会

200812 高安動脈炎の診断ﾏｰ
ｶｰ:Diagnostic marker for
Takayasu's arteritis

85 阿座上和子　　佐藤知雄　　新谷奈津美
○宇都宮與　◇金蔵拓郎　　西岡久壽樹
山野嘉久
（○慈愛会今村病院分院）
（◇鹿児島大学大学院）

第38回日本免疫学
会総会･学術大会

200812 Deficiency of innate
immunity in HTLV-1
associated
neuroimmunological disorder

実験動物飼育管理研究施設

83
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86 山野嘉久　　新谷奈津美　　佐藤知雄
阿座上和子　○宇都宮與　　西岡久壽樹
（○慈愛会今村病院分院）

第38回日本免疫学
会総会･学術大会

200812 IFN-γproducing
CD4+CD25+CCR4+FoxP3low T
cells are increased and
correlated with disease
severity in HTLV-I
associated
neuroimunological disease

87 唐澤里江　○加藤智啓
（○生化学（生化学））

厚生労働科学研究
費補助金 難治性
疾患克服研究事業
｢難治性血管炎に
関する調査研究｣
平成20年度第2回
班会議

200901 高安動脈炎と抗Peptidylproly
isomerase A (cyclophilin A)
抗体

88 ○Haruka Wada　◇Ken-ichiro Seino
（○Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med）
（◇Inst Med Sci,　St Marianna Uniｖ
Sch　Med、JST）

第5回宮崎ｻｲｴﾝｽｷｬ
ﾝﾌﾟ

200902 Generation of lymphocytes
from induced pluripotent
stem(ips) cells in vitro

太田有紀　○井上肇　　都倉享恵
濱口明美　○熊谷憲夫　　武永美津子
（○形成外科学）

 
第5回宮崎ｻｲｴﾝｽｷｬ
ﾝﾌﾟ

200902 脂肪組織を利用した外傷性脊
髄損傷治療

90 ○Murata M　○Yudoh K　○Karasawa R
◇Nakamura H　○Nishioka K　□Kato T
□Masuko K
（○Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）
（◇Nippon Medical School）
（□St.Marianna Univ. Sch.of Med.）

The 55th Annual
Meeting of the
Orthopaedic
Research Society

200902 Layilin, a novel hyaluronan
receptor, is expressed in
human articular chodrocytes

91 遊道和雄 難病治療研究ｾﾝ
ﾀｰ･研究ﾌｫｰﾗﾑ2009

200902 ﾅﾉﾒﾃﾞｨｽﾝが推し進める新しい
医療の創出と発展

92 唐澤里江 難病治療研究ｾﾝ
ﾀｰ･研究ﾌｫｰﾗﾑ2009

200902 血管炎症候群における疾患特
異的ﾏｰｶｰの検出

93 武永美津子 難病治療研究ｾﾝ
ﾀｰ･研究ﾌｫｰﾗﾑ2009

200902 脂肪組織幹細胞を用いた外傷
性脊髄損傷治療の可能性

94 山口葉子 難病治療研究ｾﾝ
ﾀｰ･研究ﾌｫｰﾗﾑ2009

200902 α-ﾘﾎﾟ酸ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ“α-
LIPOEGG”の作用とその探索研
究１

95 和田はるか　　清野研一郎 第8回日本再生医
療学会総会

200903 iPS細胞からのﾘﾝﾊﾟ球系細胞へ
のin vitroでの分化誘導

太田有紀　　都倉享恵　　濱口明美
○井上肇　○熊谷憲夫　　武永美津子
（○形成外科学）

第8回日本再生医
療学会

200903 外傷性脊髄損傷に対する脂肪
組織由来細胞の静脈投与によ
る治療効果

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

96

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設

89
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97 山野嘉久　　新谷奈津美　　佐藤知雄
○宇都宮與　　阿座上和子　　長谷川大輔
中島利博　　西岡久壽樹
（○慈愛会今村病院分院）

第21回日本神経免
疫学会学術集会

200903 HAMにおけるｳｲﾙｽ感染
CD4+CD25+CCR4+FoxP3low T細
胞の増加と機能異常

98 ○高橋政夫　　鈴木越　○大庭成喜
◇西松寛明　○永井良三　○平田恭信
（○Dept. of Internal Medicine, Univ.
of Tokyo）
（◇Dept. of Urology, Univ. of Tokyo）

日本循環器病学会 200903 Adipose tissue-derived stem
cells inhibit neointimal
formation in a paracrine
fashion via stimulation of
reendothelialization
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○立浪忍　◇三間屋純一　□白幡聡
△花井十五　▽仁科豊　☆大平勝美
◎桑原理恵　※浅原美恵子　※瀧正志
（○医学統計学）
（◇静岡県立こども病院血液腫瘍内科）
（□産業医科大学小児科）
（△ネットワーク医療と人権）
（▽仁科・深道法律事務所）
（☆はばたき福祉事業団）
（◎大学院アイソトープ研究施設）
（※小児科学）

日本ｴｲｽﾞ学会誌 10(3)P.1
31-136

200808 本邦のHIV感染血友病における
HIV／AIDS関連の集計数

○Tomoko Hiroi　○Youko Okada
○Youko Masuda　○Rie Kuwabara
○Hiroshi Kouyama　◇Hiroshi Hasegawa
◇Satoko Maruta　◇Atushi Adachi
◇Kenichi Osada　◇Mikio Asakura
◇Noboru Yamaguchi　○Hiroaki Matsui
（○大学院アイソトープ研究施設）
（◇神経精神科学）

The Second EPHAR
Serotonin Satell
Meeting

200807 Regulation of the human
tryptophan hydroxylase-2
gene promoter activity in
immortaliz serotonergic
RN46A cells

○立浪忍　◇桑原理恵　□浅原美恵子
△三間屋純一　▽白幡聡　□瀧正志
（○医学統計学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）
（□小児科学）
（△静岡県立こども病院血液腫瘍内科）
（▽産業医科大学小児科）

第22回日本ｴｲｽﾞ学
会学術集会

200811 2007年度までの血液凝固異常
症全国に報告されたＨＩＶ感
染血液凝固異常症におけるＡ
ＩＤＳ指標疾患と死亡例につ
いて

○廣井朋子　◇立浪忍　□山本多喜夫
○桑原理恵　○神山廣司　○松井宏晃
（○大学院アイソトープ研究施設）
（◇医学統計学）
（□ﾗﾄﾞｾｰﾌﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ）

第7回日本放射線
安全管理学会

200812 フレキシブルホースを用いた
地下埋設配管の予防保守につ
いて

○Shinobu Tatsunami　○Takahiko Ueno
◇Rie Kuwabara　□Junichi Mimaya
△Akira Shirahata　▽Masashi Taki
（○医学統計学）
（◇大学院アイソトープ研究施設）
（□静岡県立こども病院血液腫瘍内科）
（△産業医科大学小児科）
（▽小児科学）

11thConference
of the
International
Federation of
Classification
Societies 33rd
Conference of
the German
Classification
Society

200903 Estimation of benefits from
interferon therapy using
random numbers with a
logistic regression model

アイソトープ研究施設

3

アイソトープ研究施設

4

アイソトープ研究施設　学会発表

アイソトープ研究施設

1

アイソトープ研究施設

2

アイソトープ研究施設　誌上発表

アイソトープ研究施設

1
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1 ○天野俊康　○今尾哲也　○竹前克朗
◇岩本晃明　□馬場克幸　□中目真理子
△杉森裕樹　△田中利明　△吉田勝美
▽方波見卓行　☆田中政巳
（○長野赤十字病院　泌尿器科）
（◇国際医療福祉大学病院　リプロダク
ションセンター　男性不妊部門）
（□腎泌尿器外科学）
（△予防医学）
（▽内科学（代謝・内分泌内科））
（☆大学院実験動物飼育管理研究施設）

Journal of
Sexual Medicine

5 (7)
:1727 -
1736

200807 Profile of Serum
Testosterone Levels after
Application of Testosterone
Ointment (Glowmin) and its
Clinical Efficacy in Late-
onset Hypogonadism
Patients.

○熊井俊夫　◇田中政巳　○渡辺実
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）

第81回日本内分泌
学会学術総会

200805 非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎(NASH)ﾓﾃﾞﾙ
としての高血糖誘発高血圧高
脂血症自然発症ﾗｯﾄの有用性に
ついて

○渡辺実　○熊井俊夫　○松本直樹
◇田中政巳　○武半優子　○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）

The IXth World
Conference on
Clinical
Pharmacology and
Therapeutics

200808 Effects of Hesperidin: A
Component of Orange Juice
on the Pharmacokinetics of
Pravastatin and on the
Expression of Pravastatin
Transporters in Rat Small
Intestine and Liver

○林幹人　○竹ノ下祥子　○熊井俊夫
◇田中政巳　○松本直樹　○武半優子
○渡辺実　□中野浩　□大坪毅人
○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□外科学（消化器・一般外科））

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 日本人小腸における
CYP2C19mRNA発現量と遺伝子多
型の関係

○竹ノ下祥子　○林幹人　○熊井俊夫
○武半優子　○渡辺実　○張本敏江
○松本直樹　◇田中政巳　□朝倉武士
□大坪毅人　○小林真一
（○薬理学）
（◇大学院実験動物飼育管理研究施設）
（□外科学（消化器・一般外科））

第29回日本臨床薬
理学会年会

200812 日本人小腸における
CYP2D6mRNA発現量に及ぼす遺
伝子多型の影響

○田中政巳　◇横見出　◇渡辺実
□須藤カツ子　△佐藤均　▽五十嵐恒雄
▽関あづさ　◇小林真一
（○大学院実験動物飼育管理研究施設）
（◇薬理学）
（□東京医科大学 動物実験センター）
（△東京大学大学院新領域創成科学研究
科）
（▽ハムリー㈱）

第82回日本薬理学
会年会

200903 自然発症軟骨石灰化不全ﾗｯﾄ
(CCIﾗｯﾄ)の骨化異常と遺伝子
発現

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

4

実験動物飼育管理研究施設

5

実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

2

アイソトープ研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

3

実験動物飼育管理研究施設　誌上発表

実験動物飼育管理研究施設　学会発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(プ
ロテオミクス研究部門)

1
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西川裕之 Cancer Research 69(1)P11
1-119

200901 BRCA1-Associated Protein 1
Interferes with BRCA1/BARD1
RING Heterodimer Activity

2 畑地良子 Cancer Research 69(1)P11
1-119

200901 BRCA1-Associated Protein 1
Interferes with BRCA1/BARD1
RING Heterodimer Activity

西川裕之 Human Pathology 40P41-49 200901 Overexpression of heat
shock protein 27 in
squamous cell carcinoma of
the uterine cervix: a
proteomic analysis using
archival formalin-fixed,
paraffin-embedded tissues

先端医学研究施設　誌上発表

先端医学研究施設(分子生物学部門)　先端医学研究施設(培養研究部門)　先端医学研究施設(プロテオミクス研究
部門)

1

先端医学研究施設(プロテオミクス研究部門)

3
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○針谷明美
（○眼科学）

日本ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ学
会誌

50(2)P14
0-145

200806 レンズケアから考えるコンタ
クトレンズの選択

○針谷明美　○松澤亜紀子　○上野聰樹
佐々木千鶴子　◇工藤昌之
（○眼科学）
（◇工藤眼科）

日本ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ学
会誌

News
Report

200807 シリコーンハイドロゲルレン
ズの表面の付着物質の観察

○鶴岡佳代　○関谷秀介　○横山健
○小板橋賢一郎　○嶋﨑美奈子　○櫻田勉
○白井小百合　○安田隆　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

日本腎臓学会誌 50(7)P.9
48-953

200810 ステロイドパルス療法後に膵
粘液性嚢胞腺腫と重症急性膵
炎を合併したANCA関連血管炎
の一例

○中野信行　○白井小百合　○櫻田勉
○今野雄介　○柴垣有吾　○安田隆
○木村健二郎　◇小池淳樹
（○腎臓・高血圧内科）
（◇診断病理学）

腎炎症例研究会誌 25,P.75-
91

200902 尿所見が乏しく、血清EIA法で
GBM抗体陰性の激しい尿細管間
質障害を伴う抗GBM抗体型腎炎
の一例

夏木靖典　　佐々木千鶴子　　四戸歩
○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

第24回医学生物学
電子顕微鏡技術学
会

200805 パラフィン切片からの戻し電
顕の迅速化について

佐々木千鶴子　　夏木靖典　　四戸歩
○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

第24回医学生物学
電子顕微鏡技術学
会

200805 より迅速な透過型電子顕微鏡
試料作製法　置換包埋迅速法
の検討-第2報-

佐々木千鶴子　　夏木靖典　　四戸歩
○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

第24回医学生物学
電子顕微鏡技術学
会

200805 より迅速な透過型電子顕微鏡
試料作製法　置換包埋迅速法
の検討-第3報-

○針谷明美　○松澤亜紀子　○上野聰樹
佐々木千鶴子　◇工藤昌之
（○眼科学）
（◇工藤眼科）

第51回日本ｺﾝﾀｸﾄﾚ
ﾝｽﾞ学会

200807 シリコーンハイドロゲルレン
ズの表面の付着物質の観察

○今井五郎　○佐々木浩代　○嶋﨑美奈子
○櫻田勉　◇八田重雄　□小池淳樹
○佐藤武夫　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）
（◇大学病院薬剤部）
（□診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 MPGNⅠ型による難治性ネフ
ローゼ症候群に対しミコフェ
ノール酸モフェチルが有効で
あった一例

電子顕微鏡研究施設

5

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設

3

電子顕微鏡研究施設

4

大学院電子顕微鏡研究施設　学会発表

電子顕微鏡研究施設

1

実験動物飼育管理研究施設　電子顕微鏡研究施設

2

電子顕微鏡研究施設

3

電子顕微鏡研究施設

4

大学院電子顕微鏡研究施設　誌上発表

電子顕微鏡研究施設

1

電子顕微鏡研究施設

2
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○佐々木浩代　○嶋﨑美奈子　○今井五郎
○佐藤武夫　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 血清抗GBM抗体は陰性であった
が、免疫組織学的手法により
抗糸球体基底膜病と診断した
Goodpasture症候群の一例

○末木志奈　○友廣忠寿　○村尾命
○関谷秀介　○島芳憲　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 ステロイドパルス療法が著効
した半月体形成性溶連菌感染
後急性糸球体腎炎の一例

○今野雄介　○末木志奈　○友廣忠寿
○白井小百合　○柴垣有吾　◇佐藤雄一
○安田隆　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）
（◇腎泌尿器外科学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 MGUSを合併したMCNSの一例

○白井小百合　◇小池淳樹　○櫻田勉
○今野雄介　○柴垣有吾　○安田隆
○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）
（◇診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 当科における原発性巣状糸球
体硬化症（FSGS）の病理組織
像と腎予後の関係

○嶋﨑美奈子　○今井五郎　○佐々木浩代
◇小池淳樹　○佐藤武夫　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）
（◇診断病理学）

第38回日本腎臓学
会東部学術大会

200810 成人発症型still病にTNAを合
併した一例

○友廣忠寿　○村尾命　○関谷秀介
○島芳憲　◇小泉宏隆　○木村健二郎
（○腎臓・高血圧内科）
（◇診断病理学）

第558回日本内科
学会関東地方会

200811 血液透析療法とステロイドパ
ルス療法を要した溶連菌感染
後急性糸球体腎炎の一例

○斉藤陽　○青木康之　○生駒雅昭
○小板橋靖
（○小児科学）

小児腎東京神奈川
の会

200811 診断に苦慮して治療に難渋し
ているループス腎炎の一例

電子顕微鏡研究施設

11

電子顕微鏡研究施設

12

電子顕微鏡研究施設

9

電子顕微鏡研究施設

10

電子顕微鏡研究施設

7

電子顕微鏡研究施設

8

電子顕微鏡研究施設

6
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1 澤智華 BBRC 368 600-
605

200804 Aequorin-Medeated Chemicals
Screening Systtem Based on
Interactions Between
Physiologically Active
Chemicals And Their Target
Proteins

澤智華 日本分子生物学会 200812 神経組織におけるリン脂質分
解酵素の解析

分子薬理学講座Argenes寄付研究部門　誌上発表

分子薬理学講座Argenes寄付研究部門　学会発表

アイソトープ研究施設　実験動物飼育管理研究施設　先端医学研究施設(分子生物学部門)

1
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1 ○Takenaga M　○Ohta Y
◇Disratthakit A　○Tokura Y
○Hamaguchi A　◇Doi N　○Igarashi R
（○難病治療研究センター）
（◇独立法人結核研究所）

Drug Delivery   200806 Lipid microsphere
formulation containing
rifampicin that targets
alveolar macrophages.

2 ○五十嵐理慧
（○難病治療研究センター）

発行MOOK社､編集;
田畑泰彦

  200806 リポプロスタグランデインＥ
１、絵で見るDDS、

1 ○磯貝真史　○平藤真智子　○長澤輝明
○平田圭一　○増田知恵子　○中村なつみ
◇五十嵐理慧　◇山口葉子
（○㈱ナノエッグ）
（◇難病治療研究センター）

第23回日本薬剤学
会

200805 ナノカプセル化レチノイン酸
（NANOEGGR）によるシワ改善
効果の検討 (in vivo)

2 ○平田圭一　◇西裏宏美　◇杉本和久
○磯貝真史　○増田知恵子　○長澤輝明
○平藤真智子　○中村なつみ　○松本香代
○石松朋子　○久保田芳樹　◇栗木隆
□五十嵐理慧　□山口葉子
（○㈱ナノエッグ）
（◇江崎グリコ株）
（□難病治療研究センター）

第24回日本DDS学
会

200806 α‐リポ酸ナノカプセル化技
術の構築（α-LipoeggTM）お
よび抗シワ効果を目的とした
薬理効果の検討

3 ○武蔵弥菜　○森山礼子　◇長澤輝明
◇平田圭一　◇磯貝真史　◇中村なつみ
◇平藤真智子　○松倉知之　□山口葉子
□五十嵐理慧
（○㈱ＴＢＣ）
（◇㈱ナノエッグ）
（□難病治療研究センター）

第24回日本DDS学
会

200806 ハイドロキノン配合NANOCUBER
における薬理効果検討

4 ○久保田芳樹　○増田知恵子　○平田圭一
◇五十嵐理慧　◇山口葉子
（○㈱ナノエッグ）
（◇難病治療研究センター）

第24回日本DDS学
会

200806 α－リポ酸ナノカプセル製剤
（α-lipoeggLIPOEGGTM）の脂
肪細胞への影響 in vitro 解
析

5 ○M. Musashi　◇T. Nagasawa
◇K. Hirata　◇M. Isogai　◇Y. Kubota
◇M. Hirafuji　◇C. Masuda
◇N. Nakamura　◇K. Matsumoto
□R. Igarashi　□Y. Yamaguchi
（○TBC GROUP CO., LTD.）
（◇NANOEGG Research Lab., Inc.）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

11th Liposome
Research Days
Conference

200807 Multiple functionality of
NANOCUBER gel in the skin
regeneration,

6 ○久保田芳樹　○長澤輝明　○平田圭一
○中村なつみ　○松本香代　◇五十嵐理慧
◇山口葉子
（○㈱ナノエッグ）
（◇難病治療研究センター）

第29回日本炎症･
再生医学会

200807 紫外線照射およびオールトラ
ンスレチノイン酸(atRA)外用
剤塗布による炎症系サイトカ
イン遺伝子発現と発癌につい
ての考察

BME講座（株）ﾅﾉｴｯｸﾞ寄付研究部門　誌上発表

BME講座（株）ﾅﾉｴｯｸﾞ寄付研究部門　学会発表
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7 ○Y. Kubota　○K. Hirata　○C. Masuda
○M. Isogai　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　◇R. Igarashi
◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

11th Liposome
Research Days
Conference

200807 Pharmacological analysis by
the application of the a-
lipoic acid (a-lipoeggTM)
which was nanoencapsulated

8 ○M. Musashi　◇T. Nagasawa
◇K. Hirata　◇M. Isogai　◇Y. Kubota
◇M. Hirafuji　◇C. Masuda
◇N. Nakamura　◇K. Matsumoto
□R. Igarashi　□Y. Yamaguchi
（○TBC GROUP CO., LTD.）
（◇NANOEGG Research Lab., Inc.）
（□Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology,

200809 Multiple functionality of
NANOCUBER gel in the skin
regeneration

9 ○M. Isogai　○N. Nakamura
○K. Hirata　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　○K. Matsumoto
◇R. Igarashi　◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology､

200809 Nano-capsule all-trans
retinic acid (NANOEGGR)is a
potential medicine for
osteoporosis therapy,

10 ○Y. Kubota　○K. Hirata　○C. Masuda
○M. Isogai　○T. Nagasawa
○M. Hirafuji　◇R. Igarashi
◇Y. Yamaguchi
（○NANOEGG Research Lab., Inc.）
（◇Inst Med Sci, St.Marianna Univ Sｃh
Med）

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Association for
Rheumatology､

200809 Analysis Of Pharmacological
Effects By Endermic
Liniment Of Nanocapsulation
a-Lipoic Acid (a-lipoeggTM)
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